
School of East Asia for Business PersonsSchool of East Asia for Business PersonsSchool of East Asia for Business PersonsSchool of East Asia for Business PersonsSchool of East Asia for Business Persons
シービズシービズシービズシービズシービズ

第第第第第55555期期期期期     東アジア経営塾東アジア経営塾東アジア経営塾東アジア経営塾東アジア経営塾(SEA@BIZ)(SEA@BIZ)(SEA@BIZ)(SEA@BIZ)(SEA@BIZ)
～報～報～報～報～報     告告告告告     集～集～集～集～集～

○主　　催　　東アジア経営塾実行委員会　
　　　　　　　　　＊略称：ＳＥＡ＠ＢＩＺ（シービズ）
　　　　　　　　　【構成団体】
　　　　　　　　　　(一社)在日韓国商工会議所 近畿地区協議会、東アジア経営塾、在日
　　　　　　　　　　本関西韓国人連合会

○特別後援　　(一社)在日韓国商工会議所

○後　　援　　【外国公館】
　　　　　　　　駐大阪大韓民国総領事館、駐神戸大韓民国総領事館、中華人民共和国駐大
　　　　　　　　阪総領事館
　　　　　　　【行政機関】
　　　　　　　　大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市、京都府、京都市
　　　　　　　【商工団体】
　　  　　　　　大阪商工会議所、神戸商工会議所、京都商工会議所、在日インド商業会
　　　　　　　　議所、KOTRA大阪、(社)世界海外韓人貿易協会(OKTA)大阪支会
　　　　　　　【諸団体】
　　　　   　　 大阪華僑総会、神戸華僑総会、兵庫県日韓親善協会、京都日韓親善協会
　　　　　　　【金融機関】
　　　　　　　　近畿産業信用組合、大阪商工信用金庫、ミレ信用組合、京滋信用組合、兵
　　　　　　　　庫ひまわり信用組合、SBJ銀行大阪支店、韓国外換銀行大阪支店
　　　　　　　【報道機関】
　　  　  　  　日刊工業新聞社

○趣　　旨　　・この東アジア経営塾（SEA@BIZ）は、近畿圏内に居住するコリアン・日
　　　　　　　　本人・中国人を含めた東アジアに出自を持つ　若手商工人・起業志向者の
　　　　　　　　育成と事業支援、アジア地域で　のビジネスネットワーク拡大を狙うビジ
　　　　　　　　ネスコミュニティーです。
　　 　　　 　・2007年から開講し、ビジネスセミナーや成功企業代表の講演、現場視　
　　　　　　　　察、課題事例研究・発表等の内容を提供して参りました。また、専門　
　　　　　　　　家、大学の研究者、商工人で構成する「アドバイザー機構」を活用し、
　　　　　　　　起業や現業改善に取り組まれた塾生もいました。
　　　 　　　 ・今回の第 5期東アジア経営塾では“革新的経営者にみるリーダーシップ
　　　　　　　　の本質～困難な時期に求められる－ダーシップとは～をテーマに、▲ビジ



　　　　　 　　 ネスセミナー、▲事業承継セミナーの２つの内容を提供します。
　 　 　　　　・ビジネスセミナーでは、成功企業代表の講演やマーケティングセミナー
　　　　　　　　等を提供し、塾生のビジネス意欲を高めることに繋げたいと考えておりま
　　　　　　　　す。
　　　　　　　・事業承継セミナーでは、企業の経営戦略や発想、事象承継で必要な知識な
　　　　　　　　ど実践に活かす事柄を深め、経営者としての実力向上に繋げます。
　　　　　　　・「アジアは一つ」と呼ばれて久しいものがあります。東アジア経営塾が理
　　  　  　　　念として掲げる『商即人』の精神が歴史・文化・人種・宗教・慣習の多
　　　　　　　　様性によって度々不幸な過去を経験アジア諸国の皆さんに対して、真のグ
　　　　　　　　ローバル時代に向けた商・ビジネスにおけるヒューマンネットワークの構
　　　　　　　　築、さらにアジア諸国の皆さんとの相互尊重、共存共栄　が育まれる機会
　　　　　　　　になることを切に望んでおります。　

○理　　念　　『商即人』　～商売とは“利（利益）”を残すことではなく、
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“人”を残すことである～

○三大要綱　　一．政治問題に関わらずアジア全体の親睦と和合に寄与する
　　　　　　　一．思想・信仰・習慣などのアジア地域の多様性を尊重する
　　　　　　　一．国籍や人種を問わず、真のグローバル時代のアジア人として共存共栄す
　　　　　　　　　る
○期　　間　　２０１２年６月～２０１２年１２月
　　　　　　　　①ビジネスセミナー（全４回）　②事業承継セミナー（全４回）

○会　　場　　ニューオオサカホテル、新大阪丸ビル、チサンホテル新大阪、甲南大学

○対　　象　　①ビジネスセミナー
　　　　　　　　　＊近畿圏内の居住の若手商工人・起業家（起業希望者可）、　会社員、
　　　　　　　　　　大学生（留学生含む）。国籍不問。
　　　　　　　②事業承継セミナー
  　　　　　　　　 ＊近畿圏内居住の事業承継者、第二創業や起業を目指す方。国籍不問。

○委 員 団　　【委員長】
　　  　  　  　李　基　吾　韓国京都経済会議所 副会長、㈱ダイシン建設 代表
　　　　　　　【副委員長】
　　　　　　　　高　龍　弘　兵庫韓商 理事、社労士事務所アジール代表
　　　　　　　　朴　裕　之　大阪韓国商工会議所 理事、㈱ミツイ 代表
　　　　　　　　崔　寶　仁　在日本関西韓国人連合会 副会長、HOTEL NANIWA専務
　　　　　　　【委　員】
　　　　　　　　高　龍　秀　甲南大学経済学部教授
　 　　　　　 　　　　　　　1991年大阪市立大学大学院修了、1994年甲南大学経済学部



　　　　　　　　　　　　　　助教授、2000年同教授、2001-2002年ハワイ大学客員研究員。
　　　　　　　　　　　　　　専門は韓国及びアジア経済研究
 　　  　  　　 西村　順二　甲南大学経営学部教授
　　  　  　  　  　 　　　 神戸大学大学院経営学研究科博士後期過程修了。1992年甲
　　  　  　  　  　  　  　南大学 経営学部助教授、1997-98年英国エディンバラ大学客
　　　　　　　　　　　　　　員研究員、1998年甲南大学経営学部教授、2002年同学長補
　　  　  　  　  　  　　　佐、2006年同経営学部長。2012年4月同副学長。専門はマー
　　  　  　  　  　  　 　 ケティング論及び流通システム論
　　　　　　　　崔　相　鐵　流通科学大学総合政策学部教授
  　　   　  　  　　　　　 神戸大学大学院経営学研究科博士課程修了、1984年韓国
　　　　　　　　　　　　　　産業研究院（KIET)研究員、1990年同責任研究員、1995年
　　  　  　  　  　　　　　香川大学専任講師、1997年同助教授、1999年流通科学大
　　  　  　  　  　  　 　 学商学部助教授、2003年 同教授、2010年同総合政策学部
　　  　  　  　  　  　  　教授。専門はマーケティング論及び流通システム
　　　　　　　　金　成　男　東亜総合事務所所長
  　　  　  　  　  　　　　同志社大学経済学部卒業、2002年行政書士資格取得後事務
　　  　  　  　  　  　  　所開業、2003年社会保険労務士資格取得、2005年「神戸国
　　  　  　  　  　　　　　際総合事務所」名称変更、2011年「東亜総合事務所」名称
　　　　　　　　　　　　　　変更。兵庫韓商専門家委員。

○参加塾生　　５０名　　＊うち事業承継５名、特別参加（卒業生）２名　

○アドバイザー機構
　(1)目的
　　　・プログラムとは別に、現業改善および現業強化希望者、起業志望者等に対し、専門
　　　　家・金融機関・商工人等から構成する「アドバイザー機構」を設置し、アドバイス
　　　　や各種支援策を行なう。
　(2)構成
　　　・専門家　：弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士など、事業経営に必要な専
　　　　　　　　　門家を紹介する。
　　　・行政機関：近畿圏内の行政機関等が実施する各施策やベンチャー支援策等を紹介す
　　　　　　　　る。また行政機関とタイアップ事業等も検討・推進する。
　　　・大学機関：経営・マーケティング論、アジア経済論等に精通した専門家を紹介す　
　　　　　　　　　る。また事業戦略・計画等の立案、プレゼン等の指導も行なう。
　　　・金融機関：資金獲得の方法及び企画書作成等の始動、また金融機関等の紹介も行な
　　　　　　　　　う。
　　　・商工人　：事業経営等におけるノウハウ等をはじめ経営全般にかかる活動を支援す
　　　　　　　　る。また異業種・同業種含め若手商工人等の紹介及びネットワーク作りの
　　　　　　　　支援。
　　　・歴代委員：第1期～第4期迄の「SEA@BIZ」委員等が参与し幅広い協力を行なう。



◆第５期メインテーマ◆第５期メインテーマ◆第５期メインテーマ◆第５期メインテーマ◆第５期メインテーマ
革新的経営にみるリーダーシップの本質革新的経営にみるリーダーシップの本質革新的経営にみるリーダーシップの本質革新的経営にみるリーダーシップの本質革新的経営にみるリーダーシップの本質

～困難な時期に求められるリーダーシップとは～～困難な時期に求められるリーダーシップとは～～困難な時期に求められるリーダーシップとは～～困難な時期に求められるリーダーシップとは～～困難な時期に求められるリーダーシップとは～

◆ビジネスセミナー報告◆ビジネスセミナー報告◆ビジネスセミナー報告◆ビジネスセミナー報告◆ビジネスセミナー報告
○第１回　　＊○第１回　　＊○第１回　　＊○第１回　　＊○第１回　　＊2012.6.13(2012.6.13(2012.6.13(2012.6.13(2012.6.13(水水水水水)18:30)18:30)18:30)18:30)18:30 ～～～～～ 21:3021:3021:3021:3021:30　　於　　於　　於　　於　　於：：：：：ニューオオサカホテルニューオオサカホテルニューオオサカホテルニューオオサカホテルニューオオサカホテル
　(1)開講式
　(2)キックオフセミナー（講師：高龍秀委員）
　　　　「激動するグローバル経済～リーダーとしていかにチャレンジするか～」
　(3)メンバーシップパーティ－、他

○第２回　　＊○第２回　　＊○第２回　　＊○第２回　　＊○第２回　　＊2012.8.28(2012.8.28(2012.8.28(2012.8.28(2012.8.28(火火火火火)19:00)19:00)19:00)19:00)19:00 ～～～～～ 21:0021:0021:0021:0021:00　　於　　於　　於　　於　　於：：：：：ニューオオサカホテルニューオオサカホテルニューオオサカホテルニューオオサカホテルニューオオサカホテル
　(1)特別セミナー「成功企業の事例から学ぶ」パート1
　　　　・講師：㈱ジェムケリー　　中野 猛代表
　　　　・業種：宝飾品販売
　(2)マーケティング講座（講師：西村順二委員）
　　　　「マーケティング発想のすすめ」
　(3)質疑・応答、他

【開講式】李基悟委員長の主催挨拶 高龍秀委員によるキックオフセミナー

【開講式】委員・塾生全体写真 【開講式】委員・塾生全体写真



○第３回　　＊○第３回　　＊○第３回　　＊○第３回　　＊○第３回　　＊2012.10.20(2012.10.20(2012.10.20(2012.10.20(2012.10.20(土土土土土)13:30)13:30)13:30)13:30)13:30 ～～～～～ 17:0017:0017:0017:0017:00　　於　　於　　於　　於　　於：：：：：新大阪丸ビル新館新大阪丸ビル新館新大阪丸ビル新館新大阪丸ビル新館新大阪丸ビル新館
　(1)特別セミナー「成功企業の事例から学ぶ」パート2
　　　　・講師：㈱モンベル　　辰野 勇会長
　　　　・業種：アウトドアスポーツ用品の企画・製造・販売
　(2)人事労務管理セミナー（講師：高龍弘委員）
　　　　「最近の人事労務問題とその対応」
　(3)グループ別ディスカッション・発表、他

【特別セミナー】中野猛㈱ジェムケリー代表（右）、左
は高龍秀委員

【マーケティング講座】西村順二委員

【特別セミナー】 辰野勇㈱モンベル会長（右）、左は
高龍秀委員

【労務管理セミナー】 高龍弘委員（社会保険労務士）

委員から出された課題に対して塾生が班に分かれ分析・ディスカッションと発表を行った。



○第４回　　＊○第４回　　＊○第４回　　＊○第４回　　＊○第４回　　＊2012.12.4(2012.12.4(2012.12.4(2012.12.4(2012.12.4(火火火火火)18:30)18:30)18:30)18:30)18:30 ～～～～～ 21:3021:3021:3021:3021:30
　(1)特別セミナー「成功企業の事例から学ぶ」③
　　　　・講師：㈱徳山物産　　洪 性翊会長
　　　　・業種：韓国食品加工製造卸、輸入販売
　(2)修了式
　(3)懇親会、他

◆事業承継セミナー報告◆事業承継セミナー報告◆事業承継セミナー報告◆事業承継セミナー報告◆事業承継セミナー報告
○第１回　　＊○第１回　　＊○第１回　　＊○第１回　　＊○第１回　　＊2012.6.23(2012.6.23(2012.6.23(2012.6.23(2012.6.23(土土土土土)13:00)13:00)13:00)13:00)13:00 ～～～～～17:0017:0017:0017:0017:00　　於　　於　　於　　於　　於：：：：：チサンホテル新大阪チサンホテル新大阪チサンホテル新大阪チサンホテル新大阪チサンホテル新大阪
(1)特別講演（講師：崔相鐵委員）　　
　　「韓国と日本の大手小売企業の創業者
　　 と後継者　～ロッテ・ショッピング
　　 と大創産業の事例を中心に～」
(2)全体ディスカッション、他

【特別セミナー】 洪性翊㈱徳山物産会長 熱心に聴講する塾生

【修了式】 塾生に修了証を授与

講演内容を基に創業と後継に関してディス
カッション



○第２回　　＊○第２回　　＊○第２回　　＊○第２回　　＊○第２回　　＊2012.7.7(2012.7.7(2012.7.7(2012.7.7(2012.7.7(土土土土土)13:00)13:00)13:00)13:00)13:00 ～～～～～17:0017:0017:0017:0017:00　　　於　　　於　　　於　　　於　　　於：：：：：新大阪丸ビル別館新大阪丸ビル別館新大阪丸ビル別館新大阪丸ビル別館新大阪丸ビル別館
　(1)特別講演「事業承継の課題」
　　　　　・講師：㈱徳山物産　洪 性翊 会長
　　　　　・業種：韓国食品加工製造卸、輸入販売
　(2)セミナー「ＳＮＳ及びスマートフォンを使った自社広報戦略
　　　　　　　　　　　～新長田商店街の復興プロジェクトを踏まえて～」
　　　　　・講師：福井 誠 流通科学大学 教授
　(3)全体ディスカッション、他

○第３回　　＊○第３回　　＊○第３回　　＊○第３回　　＊○第３回　　＊2012.9.8(2012.9.8(2012.9.8(2012.9.8(2012.9.8(土土土土土)13:00)13:00)13:00)13:00)13:00 ～～～～～ 17:0017:0017:0017:0017:00　　於　　於　　於　　於　　於：：：：：新大阪丸ビル別館新大阪丸ビル別館新大阪丸ビル別館新大阪丸ビル別館新大阪丸ビル別館
　(1)特別講演　　
　　　　「東アジアにおける商人家族の承継～日本・韓国・中国・台湾の比較～」
　　　　　・講師：柳 到亨 和歌山大学 准教授
　(2)セミナー　
　　　　「リスク管理について」
　　　　　・講師：学校法人甲南学園  広瀬 雄次郎 監査部長
　(3)塾生から課題の発露
　　　　テーマ：会社内のリスク調査とその対策
　(4)全体ディスカッション、他

事業承継に関して講演する洪性翌㈱徳山物産回会長 セミナー講師：福井誠 流通科学大学教授

【特別講演】 柳到亨 和歌山大学准教授 セミナー講師：広瀬雄次郎 甲南大学監査部長



○第４回　　＊○第４回　　＊○第４回　　＊○第４回　　＊○第４回　　＊2012.11.10(2012.11.10(2012.11.10(2012.11.10(2012.11.10(土土土土土)13:30)13:30)13:30)13:30)13:30 ～～～～～17:0017:0017:0017:0017:00　　於　　於　　於　　於　　於：：：：：甲南大学甲南大学甲南大学甲南大学甲南大学
　(1)特別講演
　　　　「組織編成とリーダーシップ」
　　　　　・講師：加護野忠男 神戸大学名誉教授
　(2)全体討論「事業承継の課題」　
　　　　　・講師：西村順二委員
　(3)修了証授与

　(4)懇親会、他

　

経営学の大家・加護野忠男 神戸大学名誉教授の特別
講演

西村順二委員による「事業承継の課題」討論

事業承継コースを修了された新井丈博 ㈱晃商 専務取
締役

前列左から西村順二委員、李基悟委員長、加護野忠
男神戸大名誉教授、崔相鐵委員、高龍秀委員、後列
左から朴康徳京都韓商局長、康正亨兵庫韓商専務、
新井丈博㈱晃商専務、永山明㈱マイルド取締役、河
野誠㈱ダイシン建設統括マネージャー、岩本光二㈱
伊藤興業代表、高龍弘委員、金成男委員


