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崔鐘太常任顧問、韓国政府褒章 勲一等「無窮花章」受章
－母子二代にわたる「無窮花章」受章は韓国褒章史上初めて－
去る10月5日、ソウルグランドウォーカーヒルホテルで開
催された外務省傘下の在外同胞財団主催第 15 回「世界韓人
の日 記念式」において、本会議所の崔鐘太常任顧問（第6代
会長、Yamazen グループ会長、民団中央本部顧問、在日韓商
常任顧問、民団兵庫本部常任顧問）が、韓国政府褒章の最高
勲位である勲一等「無窮花章（ムグンファ章）」を受章され
ました。
「無窮花章」受章は、お母様の故・権炳佑様も 1994 年に受
章されており、韓国褒章史上、母子二代にわたる「無窮花章」
受章は初めての事です。また受章職位は本会議所（一般社団
法人在日韓国商工会議所兵庫）常任顧問での受章でした。
在日同胞二世として兵庫県尼崎で出生した崔鐘太常任顧問
は、大学卒業後、家業の運輸会社に勤めるとともに、自らも
遊技業・不動産業等にも進出するなどグループ企業の拡大を
進めました。また 2013 年には日本国内でも屈指の大山ゴル
フクラブ（鳥取県）を伊藤忠商事から譲受するなどゴルフ場
経営にも進出しました。現在、在外同胞では唯一、韓国の大

韓ゴルフ協会の理事も務めるなどスポーツを通じた韓日交流
も進めています。また事業経営とともに青年時代から組織活
動にも積極的に参与、これまで1985年(社)韓国兵庫JC会長、
1988 年(社)韓国 JC 中央副会長等を歴任、韓商組織にも 30 代
から参与し、1996 年に兵庫韓商会長（～ 2002 年）、2005 年在
日韓商会長（～ 2011 年、現･一般社団法人在日韓国商工会議
所）を歴任、その他にも兵庫県日韓親善協会副会長（現顧問）、
在日韓国人連合会中央会名誉顧問等に就任、さらに2007年第
6 回「世界韓商大会」大会長や 2010 年在日同胞共同墓地「無
窮花の郷」開設共同代表等も務められました。
「世界韓人の日記念式」では、政府・主催団体関係者や海外
同胞団体幹部などが参加する中、文在寅大統領から「無窮花
章」が直接伝達され、大きな拍手が送られました。またこの
受章式の模様は、世界各地の韓人組織にもライブ映像で配信
されるとともに、韓国大手マスコミの朝鮮日報、毎日経済新
聞、連合ニュース等にも大きく報道されました。
～勲一等「無窮花章」受章を心からお祝い申し上げます～

法律･税務･経営・建築・労務管理等 『無料相談窓口』
～各分野の専門家・プロフェッショナルがサポートします～
長引くコロナ禍によって資金繰り・経営・雇用問題をは
じめ様々な悩み事はつきません･･･。本会議所の専門家委員
会（金成男委員長）では、同胞専門家のご協力の下、
「無料
相談窓口」を設置してます。是非ご利用下さい。
○専門家:弁護士、税理士、司法書士、行政書士、一級建築
士、社会保険労務士、中小企業診断士、他
○相談料：無料
○備 考：国籍は問いません。事前にご連絡下さい。
【お問合せ】兵庫韓商
TEL：０７８－６４６－９６１１ E-mail：hyogo:kccj.org

相談料

無料

◯相談内容
・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、経営・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

食塩と水から生成された人と環境に優しい抗菌水

会員限定

除菌･ 洗浄･ 消臭等に優れた 「食塩電解イオン水」を無料提供します！
■高い「安心」と「安全性」
■人と環境に優しく「経済的」
○水と食塩から生成し、
またpH値が中性領域なので安全性が ○中性領域なので手荒れも少なく、また動物や食物等への影
高く、
「人体に影響なし」との検証済なので安心です。
響の心配もありません。
■ 1 5 秒以内に抗菌・抗ウイルス力発揮
■ウイルス試験、抗菌力試験等に合格
○アルコール、エタノール等と比較して抗菌力・抗ウイルス ○日本食品分析センターの分析において、
【ウイルス不活化試
力に優れています。
験】
【抗菌力試験】
【皮膚刺激性試験】
【経口毒性試験】に合
■洗浄・除菌など広範囲な「汎用性」
格しています。
（2017 年）
○濃度も調整できるので、手指や調理機材の洗浄・除菌、食 【お問合せ･お申込み】兵庫韓商事務局
材の洗浄など用途によって幅広く利できます。
TEL（０７８）６４６－９６１１ E-mail：hyogo@kccj.org
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アジアンパーク構想に対する学生アイデア提案コンテスト最終審査会開催

最優秀賞 は甲南大 学経営学部（西村ゼ ミ）が受賞
－来場者・ウェブ参加約 3 1 0 人が参加して開催－
5 月から開催してきたアジアンパーク構想に対する「学
生アイデア提案コンテスト」
（特別後援：駐神戸韓国総領事
館、後援：兵庫県、神戸市）の最終審査会を去る 10 月 2
日、神戸ポートオアシスでコロナ感染対策を十全に行うな
か開催し、来場者とウェブ視聴含め 310 名が参加しました。
この学生コンペは、神戸に設置を想定したアジアンパー
ク構想に対する若い発想や創造性に優れたアイデアを広く
募ることにより、今後のアジアンパーク構想へのヒントを
得ることを目的に開催しました。また、大学生の優れたア
イデアを表彰することによって、今後の神戸経済と地域社
会の未来に向けた学生の研究能力向上に資することも目的
としました。
締切の 6 月末には合計 11 チームがエントリーし、8 月 31
日に第 1 次審査会を開催、5 チームが最終審査会に進出しま
した。
進出した 5 チームは、香川大学経済学部（COLORPALETTE）
「異国文化の共奏地～多文化に共感して協奏する」、武庫川
女子大学経営学部（きなこまぶしわらびもちがえる）
「体験
型アジアンタウン」、同じく武庫川女子大学（RE/make ）
「神戸でアジアの国々に楽しく触れる施設型テーマパーク～
KOBE ASIAN WORLD」、甲南大学マネジメント創造学部（2WG）

「アジアを五感で楽しめる空間」、同じく甲南大学経営学部
（西村ゼミナール）
「One Asia Kobe ～五感で繋がるニュー
ゲート」でした。
審査委員長は趙珉一会長、審査員には朴起準･駐神戸韓国
総領事、久利圭一･KOBE 三宮・ひと街づくり協議会会長、橋
本玲子･神戸商工会議所女性会会長、曹英生･南京町商店街
振興組合理事長、檀特竜王･神戸市市長室国際部部長、崔相
鐵･関西大学商学部教授が務めました。
審査のポイントとしては、(1)新規性・独創性があるか、
(2)社会的インパクトや課題対応が含まれているか、
(3)思い
つきではなく論理性があるか、
(4)根拠となる客観的なデー
タやその検証は備えているか、
(5)プレゼンテーションは工
夫され、理解しやすいかなどで審査されました。
審査の結果、最優秀賞は【甲南大学・西村ゼミナール】、
優秀賞は【武庫川女子大学・RE/make 】、準優秀賞は【武庫
川女子大学・きなこまぶしわらびもちがえる】が受賞しま
した。また特別賞として駐神戸韓国総領事賞を【香川大学・
COLORPALETTE】、同じく兵庫韓商会長賞を【甲南大学マネジ
メント創造学部・2WG】が受賞しました。
今後、本会議所では学生の創造性豊で優れたアイデアを
参考にし、アジアンパークの創生を進めていく予定です。

第 1 0 期「東アジア経営塾」始まります

中小 企 業 ・ 個 人 事 業 主 へ の 補 助 金 事 業

第 1 回「コロナ時代のブランディング」

ポストコロナ出口戦略構築事業

第 10期目となる東アジア経営塾（計 5回）を駐神戸韓国総 ○対象者：県内に事業所を有する中小法人又は個人事業者
領事館と本会議所の共催で開催致します。第 10 期のメイン
※売上減少要件はありません。
テーマは「ＤＸ(デジタル・トランスフォーメーション）と ○事 業：下記 5 つの課題に対応する事業
の共奏～ニューノーマル時代に新ためて地域発信のビジネス
①デジタル化（DX）の推進
を考える」です。以下、第 1 回目の要項です。
②カーボンニュートラルに伴うグリーン化推進
○日 時：１２／７（火）１９：００～２１：００
③リカレント教育の推進
○場 所：センタープラザ西館 6 階会議室
④ダイバーシティ経営の実現
○形 式：会場での対面またはＷＥＢ配信
⑤Ｍ＆Ａ・事業承継のスキルアップ、体制強化
○後 援：兵庫県、神戸市、神戸商議所、KOBE 三宮・ひと街 ○経費例：①課題対応に向けた調査・研究活動費
づくり協議会、神戸中華総商会、神戸新聞社、他
例）市場調査、事業計画作成等
②専門家の派遣・招聘等に要する経費
○内 容：①ブランディングセミナー
例）専門家等の招請、社労士コンサル経費等
・演題：
「ウィズコロナ時代におけるブランディ
③社員等の教育・育成に関する経費
ングの必要性とその応用」
(仮)
例）研修会参加費、産学協同研究等
・講師：内海芳宏 内閣府地域活性化伝道師、
○補助額：対象経費 30 ～ 50 万円以下は補助額 25 万円
日本真珠組合専務理事
〃 50 ～ 70 万円以下は 〃 35 万円
②ディスカッション、他
〃 70 万～ 100 万円以下 〃 50 万円
○受講料：1,000 円
○締 切：12/10 まで ※対象期間は令和 4 年 1 月末迄
○対 象：事業経営者・幹部、起業家、学生・留学生等
【お問合せ･お申込み】
ポストコロナ出口戦略構築事業事務局
【お問合せ･お申込み】兵庫韓商
TEL：０７８－３１－２８６０
TEL：０７８－６４６－９６１１ E-mail:hyogo@kccj.org

