
 ふくおかフィナンシャルグループ（取締役会長兼社長 柴戸 隆成、以下：FFG）ならびに傘下の親和

銀行、十八銀行は、FFGと十八銀行との経営統合を記念し、下記のとおり海外ビジネスイベントを計三

回開催いたします。 

いたします。 

株式会社 ふくおかフィナンシャルグループ 

〒810-8693 福岡市中央区大手門1-8-3 TEL 092-723-2500（代表） 

http://www.fukuoka-fg.com/ 
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《 本件に関するお問合せ先 》 

ふくおかフィナンシャルグループ 営業統括部 海外戦略企画グループ     担当 才田、ケイト 

TEL（福岡銀行 グローバルソリューション部） 092 – 723 – 2515 

名  称 海外ビジネスセミナー 「外国人材活用セミナー・海外進出パネルディスカッション」 

場  所 

長崎会場 佐世保会場 

十八銀行本店 10階大会議室  
〒850-0841 長崎市銅座町1番11号 

親和銀行本店 別館9階ホール  
〒857-0806 佐世保市島瀬町10番12号 

開催日程 2019年5月29日（水）  2019年5月31日（金） 

開催時間 15：00～18：00（受付開始14：30） 

セ
ミ
ナ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム 

 15：00 開会挨拶：十八銀行 取締役頭取 森 拓二郎 開会挨拶：親和銀行 取締役頭取 吉澤 俊介 

 15：10 

    ～ 

 16：40 

第一部 基調講演「出入国管理法改正のポイントと外国人材の活用について」 
講演者：田澤 満氏（入管取次行政書士・名古屋国際綜合事務所 所長） 

 16：50 

    ～ 

 17：50 

第二部 パネルディスカッション「長崎企業の海外進出について」 

ファシリテーター：河野 隆之氏（長崎新聞社 広告部 編集グループ長・部長） 

パネリスト：長崎県内企業2社 
      十八銀行担当役員他 

パネリスト：長崎県内企業2社 
      親和銀行担当役員他 

  17：50 FFGの海外ビジネスサポートメニューと海外ネットワークの紹介 

主  催 親和銀行・十八銀行・ふくおかフィナンシャルグループ 

定  員 各会場70社100名程度   ※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

申込締切 2019年5月24日（金）    

2. 第1回：海外ビジネスセミナーの概要 

 本セミナーは、深刻な人手不足により関心が高まる「外国人材の活用」についての基調講演および

「長崎企業の海外進出」に関するパネルディスカッションの二部構成で開催します。詳細につきまして

は、次ページ以降をご覧いただきますとともに、ご参加の際はFFG営業統括部海外戦略企画グループ宛

お申し込みください。 

１. 海外ビジネスイベント 

第1回：海外ビジネスセミナー        

第2回：海外ミッション団派遣        （本年9月予定 ※詳細決定次第お知らせいたします） 

第3回：海外駐在員によるセミナー・交流会（            〃              ） 
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ふくおかフィナンシャルグループと十八銀行の経営統合を記念した 

海外ビジネスイベントの開催について 



参加
無料

ＦＦＧと十八銀行経営統合記念

海外ビジネスセミナー海外ビジネスセミナー

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

長 崎 会 場
開催
日時 2019年5月29日（水）

テーマ 講演者

田澤 満氏 
入管取次行政書士・
名古屋国際綜合事務所
所長

出入国管理法改正のポイントと
外国人材の活用について

会場 十八銀行本店 10階大会議室

開会挨拶

十八銀行 取締役頭取  森 拓二郎

～外国人材活用セミナー・海外進出パネルディスカッション～

定員 70社・100名程度

佐 世 保 会 場

テーマ 長崎企業の海外進出について

申込期限
2019年5月24日（金）

左のコードまたは記載されたURLへアクセスを
して必要項目を入力して送信、または裏面の参加
申込書をご記入の上、ふくおかフィナンシャルグル
ープ営業統括部・海外戦略企画グループまでFAX
してお申込みください。

参加申込書は裏面にございます

https://www.fukuokabank.co.jp/forms/
pc/jinzaiseminar

※先着順ですので、お早めにお申込みください。

開催
日時 2019年5月31日（金）
会場 親和銀行本店 別館9階ホール
定員 70社・100名程度
開会挨拶

親和銀行 取締役頭取  吉澤 俊介

第一部 基調講演

第二部 パネルディスカッション

お申込み方法

15：00～18：00（14：30受付開始） 15：00～18：00（14：30受付開始）

※駐車場の駐車台数に限りがございますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
〒850-0841 長崎市銅座町1-11 〒857-0806 佐世保市島瀬町10-12
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長崎県内の企業の海外進出をテーマに、積極的に海外へ挑戦している企業がパネルディスカッションを行います。

今年4月に改正された出入国管理法の最新事情など
外国人材の活用に関する講演を行います。

15：10～16：40

15：00 開会（14：30 受付開始）

17：50～18：00

16：50～17：50

FFGの海外ビジネスサポートメニューと海外ネットワークの紹介

平日 9：00～17：00
但し銀行休業日は除きます

（担当：才田・ケイト）０９２-７５２-１２６８FAX
０９２-７２３-２５１５TEL株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

営業統括部・海外戦略企画グループ
〒810-8693  福岡市中央区大手門1-8-3

お問合せ先

河野 隆之氏 
（長崎新聞社 広告部 編集グループ長・部長）

パネリスト
長崎県内企業2社
十八銀行担当役員他

パネリストファシリテーター
長崎県内企業2社
親和銀行担当役員他

長崎
会場

佐世保
会　場



※個人・企業情報の保護について
お申込みの際にお伺いする情報は、（株）ふくおかフィナンシャルグループ、（株）親和銀行、（株）十八銀行とが共有し、お問い合わせへの回答といった連絡と
本セミナーの円滑な遂行及び改善のための分析や、本セミナーの内容に関連する情報提供に利用いたします。
ご提供いただいた情報については、法令に基づく開示請求があった場合、本人の同意があった場合、その他特別の理由のある場合を除き、第三者には提供
いたしません。ご提供いただいた情報を厳正に取り扱うよう努めます。

（平日 9：00～17：00 但し銀行休業日は除きます）

（担当：才田・ケイト）

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
営業統括部・海外戦略企画グループ
〒810-8693  福岡市中央区大手門1-8-3

参   加
申込書

０９２-７５２-１２６８

※先着順ですので、お早めにお申込みください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※定員に達した場合にのみ、申込書にご記入いただいた電話番号へお断りのご連絡を差し上げます。　
※受講票は発行致しませんので、当日は直接会場へお越しください｡
※当日は受付で名刺を頂戴します。

右のコードまたは下記URLへアクセスをして必要項目をご入力の上、
お申込みください。（ＰＣ/スマホ/タブレット対応可・24時間受付）
https://www.fukuokabank.co.jp/forms/pc/jinzaiseminar

参加申込書をご記入の上、ふくおかフィナンシャルグループ営業統括部・海外戦略企画グループ部宛に
FAXにてお申込みください。

貴社名

業種

電話番号

ＦＡＸ番号

Ｅ－ＭＡＩＬ(代表者)

ＦＦＧお取引行
親和 ・ 十八  銀行　

支店　

長崎会場 佐世保会場御名前

住　所

参加者

役職

〒　　　－

FAX

お問合せ先

へ送信ください。

【長崎会場】2019年5月29日（水）／【佐世保会場】2019年5月31日（金）

お申込みは、このままＦＡＸで 申込締切日 ２０１９年５月２４日（金）

海外ビジネスセミナー

電子フォームの
お申込み

FAXのお申込み

ご参加希望の会場に○をご記入ください

０９２-７５２-１２６８FAX

０９２-７２３-２５１５TEL

～外国人材活用セミナー・海外進出パネルディスカッション～

以下の項目に対して、当てはまるものをご選択ください。

貴社の外国人材について： 貴社の海外進出について：
採用中 貿易関係 まだ海外進出していない海外拠点あり未採用


