
    ＜１．セミナー（集合訓練）＞　　　　Seminar　

この事業は、セミナー、工場見学、個別

訪問指導の3部構成で,2011～2014年に

実施された。

　実施場所：　Minh Tran Garden 

This project was carry out by 3 part series

of seminar, Factory observation and private

tutorials  from 2011 to 2014.

セミナー情景

         Lively  questions and answers　

   特定非営利活動法人（NPO) 　　アジア技術協力ﾈｯﾄﾜｰｸ（ATCN)
　　NPO Asia Technical Cooperation Network
      〒４６８－００４２　名古屋市天白区海老山町2603番地

    2603 Ebiyamacho, Tenpakuku ,Nagoya City, Japan  
　　   　Tel:  +81-52-802-5629  Fax:  +81-52-802-5629  

 　　  E Mail： h_pec@pop21.odn.ne.jp　/xyz1130jp@yahoo.co.jp 

       http://www.pla-kit/atcn/index.html
2016年度版

主な活動

Main Activities  :
アジア諸国への技術指導・支援

Technical  Consultanｔｓ&  Supports  
for  Asian  Countries
海外進出企業に対する技術援助・人材育成

Technical Supports  &  nurturing  of taiented people 
for  Overseas  Enterprises  
国内外での国際交流会

International   Exchanges in Japan.                                     
国内外での新規事業企画・技術支援

Supports  of  New business  Planning  &  Technology

法人案内



定例国際交流会の開催

　　１＞食文化国際交流会　 International Meal Culture Exchange

　　　第5回（2014年）参加者と調理風景 　　　第6回（2015年）参加者紹介と調理風景

          5th (2014) Cooking scene           6th (2015) Cooking scene

　　　　第6回の

　　　　手造料理

         6th cooked  二次会は、

           deshes 桜見物（五条川）

Going to see cherry

blossoms after the 

exchange  

　　２＞行楽文化（潮干狩）国際交流会 International Excursion Culture  (Shell-Gathering) Exchange 

期日：　毎年5月

場所：　三重県津市栗真海岸

Date: Every May

Place: Kurima beach

         Tsu City  Mie plef. 第4回（2014年）潮干狩り　　第5回（2015年）潮干狩り 採取マテ貝

  4th Sell-Gathering         5th Sell-Gathering  Razor clams

  gathering

　　３＞歴史文化国際交流会 International Histry Culture Exchange 

第5回歴史文化交流会　　　　　　　第6回歴史文化交流会 　　仮装してはしゃぐ外国の皆さん 　外国人手づくり冊子

　　　（犬山城） 　　　　　　（名古屋城） （犬山城） レシピ集・アジアの城

Participants are disguising themselve アジアの言葉

４ｔｈ History International         5ｔｈ History International 　as Samurai and in high sprits. Handmade booklet : 

  Ｅｘｃｈａｎｇｅ in INUYAMA         Ｅｘｃｈａｎｇｅ in Nagoya         (Inuyama Castle) Ｃｏｏｋｉｎｇ　ｂｏｏｋ

  Catsle         Catsle Ａｓｉａｎ　Ｃａｓｔｌｅｓ

Ａｓｉａｎ　Ｌａｎｇｕａｇｅｓ　

  　made by foreigners

国内活動 ＡＣＴＩＶＩＴＩＥＳ ＩＮ ＪＡＰＡＮ



特別国際交流会

（A)　特別国際交流会

　ﾍﾞﾄﾅﾑドンナイ省から  国外の皆さんとのトヨタ

の訪日団の皆さんとの  工場の見学

交換会

　Exchange with the   TOYOTA Factory-

member of Don Nai 　Observation with 

province (Vietnam)   foreigners

(B)  指導員の斡旋・マッチング Mediations and matching with foreign companies and engineers

　　　ATCNでは、国外企業に対

　　し、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の一環とし

　　て、指導員の斡旋・ﾏｯﾁﾝｸﾞ

　　を行っています。

ｸﾚｰﾑ迅速対応 技術実践対応    開発・生産戦略　（Korea）

　　　ATCN acts as volunteer 　（Vietnam） （Chaina）

   intermediary between foreign Correspondence of Correspondence of   Developments and manifacture

   companies and engineers. product claims practical technorogy  Strategy

（C)　国際交流・支援活動の啓蒙 Enlightenment of international exchanges and supports  

     各種の学校、団体に対して

　　活動報告・支援を行ってい

　　ます。

　　Reporting and giving advices

　to many kind of school, 

  organizations in Japan 　　他のNPOにて 異業種交流会にて 技術士会にて     某企業にて

  In the other NPO. In the different In the meeting of Meeting

category of busines consulting engineers       in the company

exchange

（D)　その他の活動・定例会議 Other activities, ordinary meeting

 出版物編集委員会

（冊子、参考書等）

Editorial meeting of

 reference books     　  その他、会員総会・理事会等

機関誌の発行

Transactions   of  ATCN

定例技術報告会

隔月開催（名古屋・東京・

大阪）

Ordinary Plastics  Tecnic  
Convention  
in  Nagoya,  Tokyo,    Osaka. 
（Every other month）

月例 執行会議

Monthly   Excutive 
Meeting

国内活動 ＡＣＴＩＶＩＴＩＥＳ ＩＮ ＪＡＰＡＮ



　JICA　委託事業       Consigned Project by JICA

    ＜１．セミナー（集合訓練）＞　　　　Seminar　

参加者の皆さん（2011年）

この事業は、セミナー、工場見学、個別

訪問指導の3部構成で,2011～2014年に

実施された。

　実施場所：　Minh Tran Garden 

This project was carry out by 3 part series

of seminar, Factory observation and private

tutorials  from 2011 to 2014.

セミナー情景 Ｓｅｍｉｎａｒ　　ｓｃｅｎeａｎ

ﾍﾞﾄﾅﾑTVの取材

ＨＴＶ９、　ＦＢＮＣ

TV-Fact gathering

活発な質疑応答　　　　　 製品見本

         Lively  questions and answers　 Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｓａｍｐｌｅｓ

セミナーで講演のＡＴＣＮﾍﾞﾄﾅﾑ名

誉会長ｸﾞｴﾝﾄﾘﾕﾝ先生。　2015年ﾍﾞﾄ

ﾅﾑ人として二人目の叙勲受章者と

なられました。(写真：NICDのHPより）

（L) is Mr.Nguyen Tri Dung, ATCN

 Vietnam Honorary Chairman who 

 lectures in seminar. 　He has been

　　＜２．工場見学＞ Factory Observations confered a decoration by Japan

Emperor Nov.2015.

日系工場での見学実習
  (セミナーの一課題）

Observation/Training

in Japanese Factories 

(One subject of seminar)

　　＜３．個別企業訪問指導＞ The  private Tutorials  for  the  Company  

ATCNは、ﾍﾞﾄﾅﾑ企業の要望に

応じて各種の個別教育を実施

ATCN offers several kinds

of training for companies.

ｸﾚｰﾑ対策実務研修 　 現場での説明資料 　ﾏﾝﾂｰﾏﾝ技術ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

Practical coating for     Memos used in     Man to man training

solving tech-problems          a factory

ホーチミン市での定期プラスチック加工技術者養成事業 (2011年～2014年）
Plastic Processing Engineer trainning  Project  in Ho Chi Minh City, Vietnam （2011-2014）

国外活動 Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ in Asia



　　＜4.技術者養成事業中の特別講習・会議＞

　　　経営者ﾌｫｰﾗﾑ　　　Director-Forum ﾍﾞﾄﾅﾑ事業ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ　Vietnam  Project  Conference

　　　長谷川理事長、ﾄﾘﾕﾝ特別顧問と一緒の    L-Side  R-Side(fr center)

Hida Japan Consul General, Anzai JETRO manager Hasegawa ATCN President Nakasima Japan Consul General

Ishida JICA manager、Vietnames&Japanes Directors Phuong ITPC Director Ming Thien VUFO Chairman

Sakai JICA manager Yasuzumi Jetro manager

其の他の国外活動

   ＜１．ﾍﾞﾄﾅﾑ初期活動　（2008～2011年）>

      Incipient Activities in Viet Nam (2008-2011)

  　日越共同ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ ITPC訪問・事業打合せ ベトナム企業訪問/意見交換

　  Japan-Vietnam ITPC Visitation & Meeting       To visit Vietnam Companies and discuss

       Plastics Symposium 

ﾍﾞﾄﾅﾑ地方

    ＜２．視察・情報収集 教育

ＮＧＯと

情報交換

　　ＣＨＩＮＡ　ＰＬＡＳ視察 　ﾍﾞﾄﾅﾑＰＬＡＳ視察  ITPC主催のフードﾌｪｽﾀ (HO Chi Minh) PACCOM主催世界NGO大会

Tour of inspectors Tour of inspectors      Food Festa, Seminar PACCOM   International 

     "CHINA PLAS" "VIETNAM PLASTICS F" 　　     sponsored by ITPC   NGO Conference

　　ﾍﾞﾄﾅﾑでの活動

  ﾔﾝｺﾞﾝｼﾞｪﾄﾛ事務所訪問      　　 ﾍﾞﾄﾅﾑ企業視察 　　　　　　インド企業視察 　　　　中国企業視察

  Visit at JETRO office 　Observation in Vietnam         Observation in India         Observation in China

　ＡＴＣＮは、ﾍﾞﾄﾅﾑ政府

　よりＮＯＧの認可を受

　けて活動しています。

食品包装調査活動       プラ製品問屋街調査活動 ﾍﾞﾄﾅﾑ廃プラ・ﾘｻｲｸﾙ状況調査    ATCN actives in  

 Food Package reserch 　　　Reserch of plastics products  Ｒｅｓｅｒｃｈ of plastic recycle　    Vietnan under the 

     (Vietnam, Da Lat)       dealers  (Vietnam, Ho Chi Minh)    (Ｖｉｅｔｎａｍ， China, Indnesia)    NGO permission

Activites in Vietnam

国外活動 Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ in Asia



ご挨拶

　　　当アジア技術協力ﾈｯﾄﾜｰｸは、2007年に40年余活動している日本プラスチック研究

　　会の下部組織として「日本の製造業を経験した知識と技量を持った技術者が、新興国へ

　　の環境技術、プラスチックを主体とする製造技術の指導、及び人的交流の促進を行い

　　アジアの総合発展を図る」ことを目的として結成され、2009年にNPO法人として独立

　　致しました。
ATCN理事長

　長谷川　正


