平成 28 年 10 月吉日
九州経済フォーラム
関係各位

会長

石原

進

九州経済フォーラム 30 周年記念事業
「孫文生誕 150 周年記念事業」
（文化事業）のご案内

拝啓

初秋の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は九州経済フォーラムの活動に一方ならぬご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、お蔭様で九州経済フォーラムは平成 28 年を以って創立 30 周年という大きな節目を迎えること
となりました。それに伴い本年は 30 周年記念事業として各地で様々な事業を行ってまいります。
その第 2 弾として平成 28 年 10 月 31 日（月）、11 月 1 日（火）に「孫文生誕 150 周年記念事業（文
化事業）」を行う運びとなりました。九州とゆかりの深い孫文から九州と中国、ひいては日本と中国の
関わりを紐解き、見聞を深めていきたいと存じます。

10 月 31 日（月）は、九州大学伊都キャンパス（稲盛ホール）にて「孫文が残した国際的な遺産と未
来へのインスピレーション」と題し、世界各地から孫文学者をお招きしての国際学会を開催致します。
翌 11 月 1 日（火）は、みらいホール（電気ビル共創館 4Ｆ）にて「アジア太平洋地域協力のフロン
ティアとしての九州」と題し、お呼びした学者の方々と九州の経済界の方々とのシンポジウムを開催致
します。

かつての孫文と九州人との関係性を深掘りし再認識すると共に、今後の華人との関係性につなげて頂き
たいと存じます。
つきましては、ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非ご出席賜りたくご案内申し上
げます。何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記
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「孫文生誕 150 周年記念事業」（文化事業）
日程

平成 28 年 10 月 31 日(月)〜11 月 1 日(火)

会場

1 日目 九州大学 伊都キャンパス（稲盛ホール） / 2 日目 みらいホール（電気ビル共創館 4Ｆ）

参加費

8,000 円(税込)

【主催】九州経済フォーラム
【共催】九州日本香港協会、地域企業連合会九州連携機構
【後援】新華集団基金、九州大学、九州知事会

■事務局お問合せ 九州経済フォーラム 事務局：AIE 地域企業連合会 九州連携機構
担当：神代(ｸﾏｼﾛ)、野中、前田、チェ
福岡市博多区博多駅前 2 丁目 9－28

TEL

092－451－8610／FAX

092－451－8612

メールアドレス nonaka@aie-kyushu.com

【プログラム（予定）】

平成 28 年 9 月 1 日時点

10 月 31 日（月）
13：30
～
14：00

14：00
～
17：50

九州大学ジョナサン・チョイ経済文化センター設立記念式典
開会挨拶 九州大学 総長 久保 千春氏
新華集団基金 会長 ジョナサン・チョイ氏
九州経済フォーラム 会長 石原 進氏

① 中山大学孫文研究所 元副所長 林家友氏
「孫文の国際的な足跡による影響と未来へのインスピレーション」

11 月１日（火）
9:00

9:10
～
9：30
9：30
～
10：30

②九州大学人文科学研究院 教授 静永 健氏
「日中協力の歴史と孫文の日本での足跡の意味」
③ベトナム国立大学ホチミン市社会人文大（ＵＳＳＨ）元総長・
戦略研究所所長、ＵＳＳＨ教授
グエン・ヴァン・カン氏
「ベトナムにおける孫文」

10:30
～
12:20

④シンガポール南洋理工大学中国遺産センター所長・教授
スリヤディナタ・レオ氏
「アジア太平洋の視点からみた孫文の足跡（仮）」

開会挨拶 九州経済フォーラム 会長 石原 進氏
来賓挨拶 福岡県 知事 小川 洋氏
基調講演 新華集団基金 会長 ジョナサン・チョイ氏

基調講演 中山大学 教授 李新春氏
講
演 中山大学 教授 濱下 武士氏
講
演 中山大学 客員教授 古田 茂美氏
パネルディスカッション
「アジア太平洋地域協力のフロンティアとしての九州」
コーディネーター
九州経済調査協会 顧問 森本 廣氏
イントロダクション
西日本新聞社 東京支社編集長 傍示 文昭氏
パネラー（案）
①シンガポール南洋理工大学 中国遺産センター所長・教授
スリヤディナタ・レオ氏

⑤カナダ アルベルタ大学 教授
ホールデン・ゴールドン氏
「孫文と西洋：北米からの観点」

②ベトナム国立大学ホチミン市社会人文大（ＵＳＳＨ）元総長
戦略研究所所長、ＵＳＳＨ教授
グエン・ヴァン・カン氏
③カナダ アルベルタ大学 教授

⑥九州大学 地球社会統合科学大学院 教授 鬼丸 武士氏
「東南アジアの政治的・経済的な発展-過去、現在、そして未来」

④中山大学 教授 李新春氏
モデレーター 九州大学アジア太平洋未来研究センター
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ホールデン・ゴールドン氏

⑦中山大学管理学院ＳＹＳＢＳ 教授 李新春氏
17:50
～
18:00
18:00
～
19:30

⑤中山大学 教授 濱下 武志氏

12:20
～
12:30
12:30
～
12:40

教授 岩下 明裕氏

質疑応答

質疑応答

総括

懇親会

九州経済フォーラム 30 周年記念事業「孫文生誕 150 周年記念事業（文化事業）」
FAX：092-451-8612 事務局 野中 宛

締切：平成 28 年 10 月 21 日(金)

【文化事業出席】11 月 1 日（火）「孫文生誕 150 周年記念事業（文化事業）」

ご出席

／

ご欠席

御所属
御役職
御氏名
TEL

FAX

MAIL
※11 月 1 日（火）のみの募集となります。10 月 31 日（月）につきしては孫文学者による学会となって
おります。10 月 31 日（月）もご出席ご希望の方は事務局までご連絡お願い致します。
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