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兵庫韓商シンポジウム

　　　なぜ､神戸にコリアンタウンはなかったのか･･･

　　　　　　　　～ KOBE City 型アジアンパーク創生にむけて～

　兵庫県には大阪府、東京都に次いで 3 番目に多く在日コリアンが居住しています。また県下に居住する外国人のう

ち、コリアン、中国、ベトナムなどアジア系外国人の比率は約 80％を越え、日々地域社会で生活を営んでいます。

　この様な状況をふまえて、今般、当会議所では「なぜ､神戸にコリアンタウンはなかったのか･･･～ KOBE City 型アジ

アンパーク創生にむけて」と題したシンポジウムを開催し、地域社会の活性化と観光産業をはじめとした地域経済の発

展の視点、またアジアンコミュニティーの活性化や多文化共生のまちづくりの視点など、その可能性や課題、また今後

のビジョン等を発信できればと考えております。皆様のご来場をお待ち申し上げます。

○名　称：なぜ､神戸にコリアンタウンはなかったのか･･･

　　　　　　～KOBE City 型アジアンパーク創生にむけて

○日　時：６／１（土）１４：００～１７：００

○会　場：三宮研修センター

　　　　　　神戸市役所東正面　 （０７８）２３２－００８１

○主　催：(一社)在日韓国商工会議所兵庫（兵庫韓商）

　　　　　　＊主管：兵庫韓商戦略研究特別委員会

○後　援：駐神戸韓国総領事館、兵庫県、神戸市、日韓親

　　　　　善兵庫県議連、日韓友好神戸市議連、(一社)在日

　　　　　韓商、神戸商議所、在日インド商業会議所、民

　　　　　団兵庫県本部、日韓親善協会、神戸華僑総会、　

　　　　　兵庫青商、神戸新聞、サンテレビジョン、他

○主内容：【講演】多文化共生タウンの創造～在日経験と海

　　　　　　　　 外コリアンの生き方から学びの可能性

　　　　　　　　　 講師：立命館大学 産業社会学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原尻英樹教授

　　　　　【講演】新たなコリアンタウンの形成とそのマネ

　　　　　　　 　ジメント～新大久保のコリアンタウンの

　　　　　　　 　経験を踏まえて

　　　　　　　　　 講師：関西大学 商学部 崔相鐵教授

　　　　　【パネルディスカッション】

　　　　　　・南京町商店街振興組合理事長、南京町元祖

　　　　　　　豚饅頭屋「老祥記」代表 曹英生氏

　　　　　　・多言語センターFACIL 代表、名古屋外国語大

　　　　　　　学世界共生学部教授 吉富志津代氏

　　　　　　・社労士事務所アジール代表、兵庫韓商戦略

　　　　　　　研究特別委員会委員長 高龍弘氏

　　　　　　・甲南大学経営学部教授 西村順二氏、ほか

　　　　　【全体質疑】

○参　加：無料　＊定員120 名

【お問合せ･お申込み】兵庫韓商事務局

　TEL）０７８－６４６－９６１１　E-mail）hyogo ＠ kccj.org

参加無料

　海外出店誘致事業やコンサルティング事業等を行うＧ＆Ｔ

㈱（大阪市）では、韓国の不動産業者等と提携し、韓国京畿

道・始興市開発地区「ベゴッ新都市」の大型商業施設のグル

メエリア内に「ジャパン・レストラン・タウン」を今年 7 月

に開業する予定で現在出展希望者を募集しています。

○場　所：京畿道始興市の新都市開発地域「ペゴッ新都市」の

　　　　　商業ビル（地下6 階、地上 20 階）。ソウル大学の

　　　　　キャンパスと同大学病院が隣接する複合施設。仁

　　　　　川空港から車で30 分、人口は約45 万人。

○募集業：寿司、焼き鳥、串カツ、おでん、豚カツ、ラーメ

　　　　　ン、うどん、お好み焼き、牛丼、すき焼き、しゃ

　　　　　ぶしゃぶ、日本茶カフェなど20 業態。

○誘致数：６０店舗

○備　考：①家賃 1 年間無料、②住居 1 年間無料、③宣伝費

　　　　　無料（ビル内）、④ロイヤリティは売上10%、⑤保

　　　　　証金家賃10ヶ月（退店1ヶ月後全額返金）、⑥管理

　　　　　費（10 万ウォン）・加盟金あり、⑦韓国内販促・店

　　　　　舗スタッフ募集サポートなど。

【お問合せ】　Ｇ＆Ｔ（ジーアンドティー）

　０６－６７７７－７００９　E-mail：support@gand-t.com

－韓国･京畿道の新興都市にジャパンタウンー

日本食店 6 0 店舗の誘致スタート

－韓国メーカーからの購買・情報収集にご利用をー

韓国最大の消費財輸出大展示会

　全世界の主要流通企業と韓国企業など1500 社が集う韓国最

大の消費財専門の展示商談会が開催されます。この展示会は

例年世界中よりバイヤーが訪問するイベントとして好評を博

しています。新規パートナー開拓や最新情報の収集等にお役

立てください。

○日　時：６／３(月)～ 4 日(火)９：００～１８：００

○会　場：ソウルＣＯＥＸ（国際展示場） 3 階ホール

　　　　　　ソウル特別市江南区三成洞159

○主　催：韓国産業通商資源部

○主　管：KOTRA、韓国貿易協会、中小企業振興公団、他

○規　模：海外流通企業500 社、国内企業1000 社

○主内容：消費財関連（化粧品、飲食品、ファッション、生

　　　　　活・ベビー用品等）、全世界流通業との電子商取引

　　　　　支援、最新流通トレンドセミナー、各種商談会、求

　　　　　人求職支援など

○支援策：往復航空券30% 支援、宿泊支援（3泊）、通訳支援、

　　　　　事後サポートなど

【お問合せ･お申込み】KOTRA 大阪貿易館（朴）

TEL：０６－６２６２－３８３１　E-mail：sunhye.p@kotra.or.jp
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－韓国最大規模の求職イベントー

ソウル キャリア バージョン 2019

○開催日：５／３１(金)～６／１(土)１０：００～１７：００

○会　場：ソウルＣＯＥＸ（国際展示場） 3 階ホール

　　　　　　ソウル特別市江南区三成洞159

○主　催：韓国雇用労働部

○主　管：韓国産業人力公団、KOTRA

○内　容：海外(日本)での就職を希望する韓国人求職者との

　　　　　採用直結型面接会。出展企業が事前に書類選考を

　　　　　おこない当日は主に通過した方と面接します。

○対　象：求職者）海外(日本)での就職を希望する韓国人。

　　　　　　　　　2019 年度または2020 年度に入社が可能

　　　　　　　　　な方（多くは新卒また第二新卒者）

　　　　　企　業） 2019年～2020年新卒・第二新卒採用、中

　　　　　　　　　途採用の計画があること。採用後3 年程

　　　　　　　　　度は在籍状況等の確認に協力する企業。

○支援策：往復航空券50％支援（1名）、宿泊支援、通訳支援、

　　　　　出展ブース無料提供など

【お問合せ･お申込み】KOTRA 大阪貿易館

　TEL：０６－６２６２－３８３１　

つながろう！みつけよう！コリアのこころのルーツ

在日同胞オリニ土曜学校
宝塚教室

4/6(土)開講

■神戸教室

○開講式：４／１３（土）１４：００

○開催日：毎月第２・４土曜日　１４時～１６時

○場　所：韓国民団兵庫県本部

　　　　　　神戸市長田区西尻池町2-4-30

○費　用：月1,000 円（1 人）　

　　　　　　＊兄弟･姉妹参加時は2 人目以降 500 円。

○主内容：韓国語学習、打楽器、テコンドー体験。レク　

　　　　　レーション、おやつあり。

【お問合せ･お申込み】韓国民団兵庫県本部

TEL：０７８－６４２－６３０３　E-mail：hyogo@mindan.org

■宝塚教室

○開講式：４／６（土）１４：００

○開催日：毎月第１・３・５土曜日　１４時～１６時

○場　所：韓国民団宝塚支部

　　　　　　宝塚市伊孑志4-6-16

○費　用：月1,000 円（1 人）　

　　　　　　＊兄弟･姉妹参加時は2 人目以降 500 円。

○主内容：韓国語学習、韓国k-POP ダンス。レクレーショ　

　　　　　ン、おやつあり。

【お問合せ･お申込み】韓国民団宝塚支部

TEL：０７９７－７１－１７１４　E-mail：mindan@m7.dion.ne.jp

神戸教室

4/13(土)開講

他にもスキーキャンプ、Xmas パーティー、誕生日会などあり。見学可・いつでも入会可。

－販路拡大等の取り組みに最大 50 万円の補助金ー

小規模事業者持続化補助金説明会

　平成 30 年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」の公

募が始まります。同補助金の概要等に関する「説明会」と

「個別相談会」が開催されます。

○日　時：４／１０(水)　　【説明会】14:00 ～ 15:00

　　　　　　　　　　　　　【相談会】15:00 ～ 17:00

○会　場：神商ホール（神戸商議所 3 階）

　　　　　　神戸市中央区港島中町6-1

　　　　　　ポートライナー市民広場駅北徒歩 5 分

○対　象：「小規模事業者持続化補助金」に申請を予定してい

　　　　　るまたは関心がある小規模事業者

○参加費：無料（定員200 名）

【お問合せ･お申込み】神戸商工会議所 経営支援センター

　TEL：０７８－３６７－２０１０

－地域・商店街活性化と起業をサポートー

商店街新規出店助成金

○対象事業：商店街の空き店舗への新規出店

○対 象 者：開業希望者

○助 成 額：対象経費の3 分の1 以内

　　　　　　　＊上限1 年目150 万円、2･3 年目各50 万円

○対象経費：店舗賃貸料、店舗改装費など

○助成期間：3 年以内

○備　　考：「若者・女性チャレンジ枠」として、女性及び

　　　　　　40 才未満の男性の開業者を優先支援。

【お問合せ･お申込み】(公財)ひょうご産業活性化センター

　TEL：０７８－９７７－９１１６

○日　時：５／８(水)１６：００　民団尼崎支部

　　　　　６／５(水)　〃　　　　兵庫韓商

　　　　　７／３(水)　〃　　　　民団姫路支部

○相談料：無料（国籍不問、事前予約が必要）

○内　容

　・法律問題全般（建築･不動産紛争、遺言･相続、離婚・

　　ＤＶ、倒産･債務整理･債権回収、交通事故、人権、他）

　・税務・経営問題全般（法人･個人等税務業務、記帳代行、

　　会計指導、経営相談、相続対策、他）

　・不動産登記、商業・法人登記、成年後見、国籍変更、入

　　管関連の書類作成、各種許認可権の取得業務、他

　・労働・社会保険手続、労務相談・年金問題全般、他

【ご予約･お申込み】兵庫韓商（０７８－６４６－９６１１）

　民団尼崎（０６－６４８２－０２１５）

　民団西播（０７９－２８１－０５８５）

－神戸・尼崎・姫路地域で開催ー

法律･ 税務･ 労務管理等「無料相談窓口」


