日英中同時通訳

1/22

ステージ

申込締切

1/19

13:00-17:00

中国経済の拡大と北東アジア経済協力
─ 米中摩擦とCOVID-19の中で
開 催 概 要
基調講演

張薀嶺

中国社会科学院学部委員、山東大学国際問題研究院院長

パ ネ ル ディス カッション
パネリスト

中国商務部国際貿易経済合作研究院地域経済研究センター主任

張建平

モンゴル科学アカデミー国際関係研究所中国研究部長

シュルフー・ドルジ

慶熙大学校国際大学特任教授、韓国現代中国学会前会長、暁星化学理事

王允鍾（ワン・ユンジョン）
極東連邦大学准教授 アルチョム・ルキン
中国社会科学院アメリカ研究所教授 李 枏
東京大学社会科学研究所教授 丸川知雄

日英ロ同時通訳

3rd

2/3

ステージ

張薀嶺

河合正弘

Zoom
視聴

申込締切

1/31

14：00-17：30

日露エネルギー・環境対話

─ パリ協定と北東アジアのエネルギー安全保障
開 催 概 要
基調講演

(公財）
地球環境戦略研究機関
（IGES）
気候変動とエネルギー領域ディレクター

田村堅太郎

パ ネ ル ディス カッション
パネリスト

中国国家発展改革委員会エネルギー研究所副所長

高世憲

韓国エネルギー経済研究所
（KEEI）
国際エネルギー協力グループ上級研究員

梁義錫（ヤン・ウィソク）

バトジャルガル・ザンバ

モンゴル環境観光省気候変動特使

日英中同時通訳

2nd

申込締切

1/25

14：00-16：45

変容するグローバルサプライチェーン
開 催 概 要
名古屋外国語大学教授

基調講演

真家陽一

パ ネ ル ディス カッション
パネリスト

マヌエル・メネンデス
若松勇
北京市大地律事務所シニアパートナー 熊琳
双日株式会社海外業務部中国デスクリーダー 林千野
株式会社TOWA JAPAN代表取締役社長、新潟ベトナム協会会長 渡邉豊
ツバメロジス株式会社常務取締役、栄光海運株式会社代表取締役 山田剛弘
名古屋外国語大学教授 真家陽一
MCMグループホールディングス会長、8M8 LLC CEO

ジェトロ海外調査部上席主任調査研究員

安達祐司

日英中韓ロ同時通訳

Final

3/10

ステージ

会場
参加

Zoom
視聴

13：00-18：00

▶会場／朱鷺メッセ 2階スノーホール
開 催 概 要

主催者挨拶
特別講演

来賓挨拶

「アジアダイナミズムへの戦略的対応」
一般財団法人日本総合研究所会長、多摩大学長 寺島実郎
大学生・大学院生によるプレゼンテーションコンテスト

Future Leaders Program（FLP）
─ 北東アジアの未来シナリオ ─

2021NICE報告

1stステージ、2ndステージ、3rdステージ
Future Leaders Program（表彰式）

クロージング・リマーク

NICE実行委員長・ERINA代表理事

（独法）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）調査部（併）ロシアグループ担当調査役

原田大輔

新潟県産業労働部産業振興課長

田中健人
田村堅太郎

IGES気候変動とエネルギー領域ディレクター

コーディネーター ERINA調査研究部主任研究員

エンクバヤル・シャクダル

別途後日
ご案内

変容する世界 ─ ウィズコロナ社会と北東アジア経済

ロシア科学アカデミーシベリア支部エネルギーシステム研究所研究室長

セルゲイ・ポドコバルニコフ

Zoom
視聴

1/28

ステージ

コーディネーター ERINA経済交流部長

中国社会科学院学部委員、山東大学国際問題研究院院長
コーディネーター NICE実行委員長・ERINA代表理事

変容する世界│ ウィズコロナ社会と北東アジア経済

1st

Zoom
視聴

■ 主催

NICE実行委員会（新潟県・新潟市・ERINA）

■ 問合せ先

NICE実行委員会事務局（ERINA）
TEL：025-290-5545 FAX：025-249-7550
E-mail：2021nice@erina.or.jp

河合正弘

参加方法
各ステージの申込締切日までに、次のURLまたは、QRコードからお申し込み下さい。

https://niigata-nice.jp

※いただいた個人情報は、本会議での連絡や報告書送付、主催者実施事業以外では使用いたしません。

●参加方法問合せ先

運営主管／株式会社第一印刷所（担当：金子） TEL：025-241-3255

各ステージ
申込締 切日

参加無料

E-mail：sup@niigata-nice.jp

1st ステージ ▶ 1/19

2nd ステージ ▶ 1/25

3rd ステージ ▶ 1/31

Final ステージ ▶ 別途、後日ご案内

オンラインで視聴する方へ

同時通訳を聞く方へ
●Zoomでご視聴の方

NICEのオンライン配信はZoomでご視聴いた

だけます。

1つのメールアドレスにつき1名が参加できます。

参加者ごとにメールアドレスをご登録ください。
ZoomのID、パスコードやURLは、各ステージ

Zoomの通訳機能を使ってお聞きいただけます。
また、お手持ちのスマートフォンやタブレットで通訳音声共聴アプリ
「Interprefy」
でお聞きいただくこともできます。

●会場でご参加の方

開催2日前を目途にお送りします。

お 手 持 ち の スマ ートフォンやタブレットで 通 訳 音 声 共 聴アプリ
「Interprefy」でお聞きいただきます。会場では同時通訳を聞くた
めの機器の貸し出しは行いません。
使用方法につきましては、Zoom情報、参加登録票をお送りする際にご連絡します。

会場参加 の 方へ
申込受付後に、運営主管（株）第一印刷所から、
「 参加登録票」
をメールでお送りします。

「参加登録票」は開催日当日ご持参ください。
日本海
Hotel Niigata

■ 新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

新潟みなとトンネ
Hotel Niigat

●今後の新型コロナウイルスの感染状況等の変化によっては、急遽、会場での開催を中止させていただく場合があります。
●発熱や咳等、風邪の症状がある方や体調に不安のある方は、参加をご遠慮ください。
●当日は、マスクの持参及び着用をお願いいたします。

新潟市歴史博物館 ●
（みなとぴあ）

●受付にて検温を行い、発熱がある場合は、入場をお断りする場合があります。
●セミナー会場の入口に消毒液を設置します。手指の消毒をお願いいたします。

TEL.025-246-8400

柳都大橋

C駐車場

B2駐車場
信濃川
A駐車場 B1駐車場

萬代橋

●朱鷺メッセへのアクセス
（新潟駅から）

昭和大橋

タクシー ・・・・・ 約5分
バス・・・・・・・・
・
・ 約10分
新潟東警察所●
徒歩 ・・・・・・・・・・ 約20分

※駐車場は有料となります。

●メディアシップ

←

ふるさと村へ

●

●ラブラ万代

● 万代シテイバスセンター

新潟伊勢丹

東大通

バスターミナル ●
新潟駅

栗ノ木バイパス

新潟市中央区万代島6-1

●

E駐車場
D駐車場

朱鷺メッセ

●間隔を十分あけた座席配置といたします。

会場／朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

佐渡汽船

●日
H

