
平成 30年 6月吉日 

中国人民政治協商会議常務委員・広東香港マカオ大湾区主席御就任祝賀会  

           発起人代表 九州経済フォーラム 会長 石原 進 

 

拝啓   新緑の候、貴職におかれましては、益々ご健勝にてご活躍の事と存じます。 

さて、私たちが、限りなく愛する“九州”に、長年にわたり優れた指導力を持って、アジアと結ぶ重要な

役割を通じて御貢献頂いています ジョナサン・チョイ(蔡 冠深)氏が、この度、中国人民政治協商会議の  

常務委員に御就任、併せて、広東・香港・マカオ大湾区という、中国を代表する一大経済圏の主席に御就任

されました。 

加えて、昨年より九州大学に建設中のチョイ氏寄贈による「ジョナサン・チョイ 日本文化会館」も竣工

し、7月 20日伊都キャンパスにおいて九州大学主催の盛大な記念行事が催されます。 

また、かねてよりチョイ氏からご指導をいただいています九州経済フォーラムの、名誉顧問にも推され、

その推戴式も開催される事となりました。 

つきましては、中国の次世代の有力な指導者との期待も大きいチョイ氏に、日頃からの感謝を伝え、こ

こに、今後の関係をより一層深めて行くため祝賀会を下記の通り開催させて頂きます。 

貴職におかれましては、何分、御多忙の事とは存じますが、万障お繰り合わせの上、御出席賜りますよ

うお願い申し上げます。                                   

敬白 

記 

日  時  ：    平成 30年(2018)  7月 19日 (木) 14：00～20：30 

場  所  ：    ヒルトンシーホークホテル  1F  アルゴス 

会  費 ：    10,000円 

お 申 込 ：  別添申込用紙に記入の上、FAX（092-451-8612）もしくは 

メール（omagari@aie-kyushu.com）までお申込下さい。※お申込締切日 ７月１２日（木） 

以上 

※発起人は下記の皆様にご依頼申し上げます 

（氏名五十音順） 

発起人  麻生 泰   九州経済連合会     会長 

発起人  礒山 誠二  福岡商工会議所     会頭 

発起人  小川 洋   福岡県         知事 

発起人  久保 千春  九州大学        総長 

  発起人  髙島 宗一郎 福岡市         市長 

発起人  広瀬 勝貞  九州地方知事会     会長 

発起人  貫  正義  九州経済同友会   代表委員 

お問い合わせ先 一般社団法人地域企業連合会九州連携機構 担当：大曲、辻、野中、元 

住所：〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-9-28福岡商工会議所ビル 1Ｆ 

電話：092-451-8610 FAX：092-451-8612 メール：omagari@aie-kyushu.com 

蔡  冠深  (ジョナサン・チョイ) 氏 

中国人民政治協商会議 常務委員／広東・香港・マカオ大湾区 主席 御就任祝賀会 

日本国外務大臣表彰 受章祝／九州大学  ジョナサン・チョイ  日本文化会館  竣工祝 

九州経済フォーラム 名誉顧問 推戴式 併催 



当日タイムテーブル 14：00-20：40 

 

第一部：全国政治協商会議常務委員・大湾区主席就任祝賀会（55分） 

14：00 主催者代表挨拶 九州経済フォーラム 会長 石原 進氏 

14：15 祝辞 

    文部科学大臣 林 芳正氏 （依頼中） 

    九州地方知事会 会長 広瀬 勝貞氏 （依頼中） 

14：35 ジョナサン・チョイ氏 九州経済フォーラム名誉顧問 委嘱状推戴式 

14：45 謝辞 

 中国人民政治協商会議 常務委員、広東・香港・マカオ大湾区企業家連盟 主席 

 ジョナサン・チョイ氏 

14：55 MOU調印式 

    マカオ大学工商管理学院      院長 ジャッキー・ソー氏 

    (一社)地域企業連合会九州連携機構 会長 小早川 明德氏 

 

第二部：大湾区に関するセミナー（60分） 

「九州に新たな発展と商機もたらす広東香港マカオ大湾区とは」 

15：20 基調講演  

    広東・香港・マカオ大湾区企業家連盟 主席 ジョナサン・チョイ氏 

16：05 講演 

    中山市政治協商会議 主席 チュウ・シュホン氏 

 

16:20～16:45コーヒーブレイク 

 

第三部：統合型観光ＩＲリゾートセミナー（85分） 

16：45 基調講演（１） 

    東洋大学 国際観光学部 准教授 佐々木 一彰氏 

17：05 基調講演（２） 

    マカオ大学から推薦の IR産業代表者 

17：25 パネルディスカッション 

    ファシリテーター マカオ大学アジア太平洋経済管理研究所 

             プログラムディレクター 古田 茂美氏 

    パネリスト    東洋大学 国際観光学部 准教授 佐々木 一彰氏 

             マカオ大学から推薦の IR産業代表者 

             マカオ大学 工商管理学院 院長 ジャッキー・ソー氏 

18:30～20:30：祝賀レセプション 

 

同日開催！ 

ジョナサン・チョイ氏が会長を務める新華集団（Sunwah Group）が主催するセミナーランチョン 

日時：2018年 7月 19日（木）11：30～13：30 

会場：ヒルトン福岡シーホーク内  

内容：Project1-Food capital of China in Jiangsu／Project2- Free Trade Zone in Northeastern China 

会費：無料 ※昼食付き 



【7月19日（木）】
11：30～13：30
新華集団主催 セミナーランチョン

□出席 □欠席

14：00～18：00
ジョナサン・チョイ氏 就任念式典・シンポジウム

□出席 □欠席
18：30～20：30

ジョナサン・チョイ氏 就任記念祝賀会

□出席 □欠席

返信先 FAX：092-451-8612 大曲宛 締切：７月１９日（木）
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ジョナサン K S チョイ氏は香港を拠点とする新華集団の会長、トロント証券取引所上場の

新華インターナショナルリミテッド会長、香港証券取引所上場の新華キングスウェイキャ

ピタルグループ会長、そしてベトナムのビナキャピタルグループの会長を務める。 

1957 年に設立し、新華の事業は 7 つの主要領域をカバーする：海産物・食品産業、不動産、

金融サービス、テクノロジー、メディア、インフラ、そして教育・訓練。その活動は中国本

土に深く拡がると共に、マカオやベトナム、カンボジア、ミャンマー、シンガポール、日本、

韓国などの周辺諸国、そして海を越えてカナダやアメリカ、オーストラリアにまで広がる。 

 

チョイ氏は様々な公職を持つ事から分かるように、共同体と国際関係に関して熱心に活動

している。公職は主に、中国そして香港の政治協商会議の常務委員、アジア太平洋経済協力

機構（APEC）の中国代表、ABAC 地域経済統合ワーキンググループのビジネスアドバイザ

リーカウンシル並びに共同代表、B20 2016 ホストコミッティーの SME 開発タスクフォー

ス共同代表、中華海外友好会事務局長、中国全国工商業連合会常任委員、一帯一路工商協会

（BRICA）共同代表、広東－香港－マカオ大湾区企業家連盟主席、香港中華総商会会長、

香港貿易発展局理事、HKSAR 政府中小企業委員会委員長、香港－日本経済委員会元会長、

香港－ベトナム商工会議所初代会長、香港－韓国経済委員会初代会長、そして中国香港イス

ラエル技術協力推進センター会長。 

 

2015 年、チョイ氏はベトナム大統領により「友好勲章」を授与され、また、韓国における

海外投資推進の名誉大使となった。2017 年にチョイ氏はフランス政府により「フランス芸

術文化勲章」を授与された。同じ年に日本政府により外務大臣表彰を受けた。 

 

香港においてチョイ氏は HKSAR政府より、彼の公的ならびに共同体への多大な奉仕により

金紫荊星（GBS）ならびに太平紳士（JP）を委任された。 

 

中華人民共和国人民政治協商会議 常務委員 

広東・香港・マカオ大湾区企業家連盟 主席 

香港中華総商会 会頭  

新華集団 会長 

ジョナサン KS チョイ 博士 



新華集団およびジョナサン KS チョイ基金 

新華集団のグローバルビジネスネットワークは、その文化、教育、社会奉仕に関する活動

範囲を支える国際的なプラットホームを持ち、新華グループ、ジョナサン KS チョイ基

金、そして新華基金が担う公共的サービスを提供する。 

これらの活動は中国、ベトナム、フランス、日本、カナダにおけるジョナサン KS チョイ

文化センターの設立を含む。2018年 7月 20日に九州大学において日本のジョナサン KS 

チョイ文化センターがオープンする。 

これらの文化センターはそれぞれの国が持つ独自の文化を理解し、享受し、敬意を持つ事

を促進するために設立され、究極的に調和のとれた世界への道のりを築いていくための意

識を醸成していくものとなる。 


