
 

 

News Release 
 2021 年 11 月 19 日 

各 位 

  株式会社 北陸銀行 

北陸銀行（頭取 庵 栄伸）は、このたび「日中投資促進機構」（※）の下記セミナーに共催し

ます。 

新型コロナウイルスの影響が未だ色濃く世界経済に影を落とすなか、米国の対中政策はバイ

デン政権への交代後も軟化させることは無く、アフターコロナの世界においても中国と米国の

関係が世界経済にとって最も重要な関心事となることが予想されています。 

今回のセミナーでは、「共同富裕」という大目標を掲げる中国政府が、新型コロナウイルスや

米中摩擦の影響をどのようにコントロールしようとしているのか、マクロ経済政策の重点を分

析するとともに、金融リスク抑制や人民元国際化など、金融面の課題について考察します。 

今後の中国経済の動向について理解を深める機会としてご活用いただきたく、皆さまのご参

加をお待ち申し上げます。 

 

記 

１．セミナーの概要 

開催日時 2021 年 12 月 2 日（木）10：00～11：30（日本時間） 

形式 
Web 会議システム「Zoom」を使用したオンラインセミナー 

（参加者には、日中投資促進機構から接続方法、ID・パスワードをお知らせします） 

演題 「中国の最新経済事情 ～金融リスクと人民元の将来展望～」 

講師 キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 岡嵜 久実子 氏 

主催 日中投資促進機構 

共催 
北陸銀行、きらぼし銀行、静岡銀行、名古屋銀行、第四北越銀行、福井銀行、福邦

銀行、山陰合同銀行、愛媛銀行、大分銀行、鹿児島銀行、富山銀行（順不同） 

参加費 無料 

定員 500名（先着順） 

申込方法 別紙「開催のご案内」に記載の【お申込み URL】より事務局へお申し込みください。 

申込期限 2021 年 11 月 30 日(火) 

２．該当するＳＤＧｓの目標 

 

 

以 上   

 

日中投資促進機構「第３回地方銀行共催セミナー」の開催および 

参加者募集について 

～ Zoom を使用したオンラインセミナー ～ 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

北陸銀行 国際部 中国室   ℡：076-423-7111（代） 

SDGsは Sustainable Development Goals の略称で、2015 年に国連で採択された 2030 年まで

に達成すべき 17 の目標と 169 の具体的なターゲットを定めた「持続可能な開発目標」です。 

ほくほくフィナンシャルグループは、2019 年４月に「SDGs宣言」を表明しました。 

（※）「日中投資促進機構」は、中国との取引拡大を志向する企業・中国に進出する企業をサポートする民間任意

団体・会員組織です。北陸銀行は同機構の会員であり、お客さまに様々な中国関連情報を提供しています。 

本セミナーは、広く情報提供することを目的としており、非会員も無料で参加できます。 



NEW RELEASE JCIPO

日中投資促進機構
地方銀行共催セミナー

平素は当機構の活動に格別のご高配を賜り、厚く御
礼申し上げます。私共、日中投資促進機構は中国に
「中日投資促進委員会」という中国政府直轄のカウン
ター窓口を擁し、中国との取引拡大を目指しておられ
る、中国に進出されている、或いは進出を考えておら
れる企業様への様々なサポートをしております民間の
任意団体でございます。
今回、非会員企業様にも広くご参加いただけるよう
「地方銀行共催セミナー」と題して、キヤノングロー
バル戦略研究所 研究主幹 岡嵜 久実子 氏をお招きし、
中国の最新経済状況についてご解説いただきます。

 開催挨拶
日中投資促進機構 事務局長 岡 豊樹

 講演①
「最近の日本企業の対中動向について」

日中投資促進機構 事務局長 岡 豊樹
 講演②
「中国の最新経済事情

金融リスクと人民元の将来展望」
キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 岡嵜 久実子 氏

 質疑応答
 閉会

日中投資促進機構 〒106-0032 東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル6階 TEL：03-5545-3118

下記【お申込みURL】よりお申込み下さい。
申込URL： https://bit.ly/3CgrU1I
申込期限：2021年11月30日(火)

 お申込み方法

 プログラム

第3回地方銀行共催セミナー開催のご案内

 開催概要

日 程：2021年12月2日（木曜日）
時 間：AM10:00～AM11:30
定 員：定員500名（先着順）
参 加 費：無料
形 式：オンライン会議システム Zoom

※【お申込みフォーム】よりお申込みの方はお申込み完了時
に登録のメールアドレス宛に「お申込み内容の確認」が送付
されます。

※事前に講師へ質問がありましたら、申込フォームに
直接ご記入ください。セミナー終了後、集約させて
いただき当日可能な限りお答えする予定です。



日中投資促進機構 〒106-0032 東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル6階 TEL：03-5545-3118
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キヤノングローバル戦略研究所研究主幹
岡嵜 久実子 氏

1984年3月、東京外国語大学外国語学部中国語学科卒業。
同年4月、日本銀行入行。1997年6月以降、香港事務所次長、国際局シニ
アエコノミスト、金融研究所シニアエコノミスト等を歴任。
この間、外務省経済局（2001～03年）、米国ランド研究所（2006～07
年）、中国人民銀行上海総部（2011～14年）に、研究員として出向。
2016年4月より現職。
在学・在職中に、北京語言学院（1982～83年）及び香港中文大学（1993
年）に留学。

 講師紹介

 日中投資促進機構について

 日中投資促進機構 今後のセミナー予定

日中投資促進機構（JCIPO）は1990年に日中両政府
によって中国における日本企業のビジネス環境改善を
民間企業の視点から提言する為に設立され、昨年
2020年に30周年を迎えました。ビジネス相談や会員
企業との交流、勉強会やセミナー、イベントを多数開
催しております。詳しくは当機構ホームページ
（ http://jcipo.org/ ）をご覧ください。

日中投資促進機構 事務局
（担当：宇賀山 落合）

E-mail : gyomu2@jcipo.org
TEL : 03-5545-3118

 お問合せ先

日 程 内 容

12月10日
「中国現法「50年の寿命」の中で考える

投資回収のベストシナリオ」
ＩＢＪコンサルティング株式会社

2月3・4・
9・10日

第33回
中国ビジネス
実務セミナー
（有料）

中国業務初中級者向け
中国における人事、財務、
労務等の実務知識習得

 共催地方銀行連絡先（順不同）

株式会社きらぼし銀行 海外戦略部
住所：東京都港区南青山3丁目10番43号 Tel : 03-6447-2848

株式会社静岡銀行 国際営業部
住所：静岡県静岡市清水区草薙北2番1号 Tel：054-345-9192
株式会社名古屋銀行 法人営業部 国際ビジネス推進グループ
住所：愛知県名古屋市中区錦3丁目19番17号 Tel：052-962-9522
株式会社第四北越銀行 コンサルティング事業部
住所：新潟県新潟市中央区東堀前通7番町1071番地1 Tel：025-229-8180 
株式会社北陸銀行 国際部 中国室・アジア室
住所：富山県富山市堤町通り1丁目2番26号 Tel : 076-423-7111
株式会社富山銀行 営業統括部
住所：富山県高岡市下関町3番1号 Tel : 0766-27-0164

株式会社福井銀行 営業支援グループ 海外支援チーム
住所：福井県福井市順化1丁目1番1号 Tel : 0776-25-8042

株式会社福邦銀行 営業統括部
住所：福井県福井市順化1丁目3番3号 Tel : 0776-25-5119

株式会社山陰合同銀行 地域振興部 海外進出支援グループ
住所：島根県松江市魚町10番地 Tel : 0852-55-1822

株式会社愛媛銀行 国際部
住所：愛媛県松山市勝山町2丁目1番 Tel:089-947-6090
株式会社大分銀行 法人営業支援部 国際営業室 国際ソリューショングループ
住所：大分県大分市府内町3丁目4番1号 Tel : 097-538-7740

株式会社鹿児島銀行 地域支援部 国際ビジネス推進室

住所：鹿児島県鹿児島市金生町6番6号 Tel : 099-239-4896

 セミナー概要

「共同富裕」という大目標を掲げる中国政府は、
COVID-19や米中摩擦の影響をどのようにコントロー
ルしようとしているのか、マクロ経済政策の重点を分
析するとともに、金融リスク抑制や人民元国際化など、
金融面の課題について考察する。


