主催：九州ベトナム友好協会
後援：在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館、
福岡県、（一社）九州経済連合会

2018年

４月14日

土 13:00-18:00

場所：電気ビル共創館3階 カンファレンスA（大会議室）
（福岡市 中央区渡辺通2-1-82）
対象：学部生、大学院生
参加費：無料 定員：70名
第一言語：日本語、第二言語：英語（日越通訳も常駐）
申込締切：2018年3月30日(金)
（1）主催者挨拶・ご来賓挨拶ほか
（2）交流会の進め方ご説明
（3）参加企業プレゼン
（4）企業に就職した元留学生の体験報告
（5）個別企業ブース訪問
（6）立食ネットワーキング（軽食付）
九州の企業へ就職したい方にとって、九州企業の魅力に気づき、九州で活躍のチャンス
を考える絶好の機会です。将来、九州企業で活躍し、ベトナムで事業展開することにな
れば、非常に喜ばしいことです。是非この機会をご活用ください。
在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館

総領事 NGUYEN PHUONG HONG

私は2007年に立命館アジア太平洋大学を卒業した後、2009年に同大学院（MBA）を修
了しました。是非、本交流会に参加いただき、九州の企業と直接会って意見交換を行う
ことは皆様がこれから就職を考える上で大いに参考になることでしょう。皆様と会場で
お会いできることを楽しみにしております。
在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
領事 HA VIET ANH
※この交流会は九州企業のことを知って頂くために、広報活動の一環として開催するものであり、当交流会に参加しなかった
からといって今後の採用選考上不利になることはありません。

九州電力株式会社国際室内
九州ベトナム友好協会 事務局 西・柳井・藤本
電話：092-726-1946 FAX：092-726-2951
MAIL：kyushu.vietnam@gmail.com
HP：http://kvfa.info/information

九州ベトナム友好協会

お知らせ

お申込は当協会のHPか
下記専用ページ
https://goo.gl/forms/aLfg23HNJSeZgRX02

でお申し込みください。

QRコード対応アプリ
をご利用いただけます。

Organizer：Kyushu-Vietnam Friendship Association (KVFA)
Supporter：Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Fukuoka
Fukuoka Prefecture
Kyushu Economic Federation

April 14(Sat) 2018 13:00-18:00
Venue: Conference room A, 3F KyosoKan, Denki Building
1-82 Watanabedori, 2-Chome, Chuo-ku, Fukuoka
Applicants：Vietnamese students at universities or graduate schools
Admission：Free
Capacity：70 students
Language: Japanese(primary) , English(secondary)
(A Japanese-Vietnamese interpreter may support communication)
Deadline for application：March 30,2018 (Friday)

(1) Greetings by the organizer & guests
(2) Introduction of the exchange meeting
(3) Presentation by Kyushu Companies
(4) Experiences of Vietnamese former students
(5) Visiting the booths of individual companies
(6) Networking over buffet refreshments
NGUYEN PHUONG HONG

This exchange event will definitely be a great opportunity for you to learn about
the attraction of companies in Kyushu, and to think about career opportunities
in Kyushu. It will be great for Kyushu’s companies to expand their business in
Viet Nam with you playing active roles. Please take advantage of this opportunity!
Consul-General, Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Fukuoka

HA VIET ANH

I graduated from Ritsumeikan Asia Pacific University and then completed the MBA
program there. I do hope you will join and directly exchange opinions with Kyushu
companies. I am sure that your participation will prove worthwhile as you take a step
forward to your job search. I am looking forward to meeting you at the event.
Consul, Consulate General of the Socialist Republic of Vietnam in Fukuoka
※This exchange is to be held as part of public relations activities. You will not be put at a disadvantage for
future recruitment screening even if you do not attend this event.

Kyushu-Vietnam Friendship Association
( Mr.Nishi,Mr.Yanai,Mr.Fujimoto)
c/o International Business Office Kyushu Electric Power Co., Inc.
Phone：092-726-1946 FAX：092-726-2951
E-MAIL：kyushu.vietnam@gmail.com
HP：http://kvfa.info/information

九州ベトナム友好協会 お知らせ

How to apply
HP：http://kvfa.info/information
Google form:
https://goo.gl/forms/aLfg23HNJSe
ZgRX02

QR-code is also available

