
『在日中国科学技術者聯盟』１０－１２年度理事会 

(2010 年 7 月 1日現在)： 

 
会 長： 

楊克倹 工学博士 構造計画研究所 Senior 研究員 

         NPO 法人 日中ハイテク促進機構 法人代表 

常務副会長： 

銭祝慧（女）法学修士 日産自動車株式会社法務室課長、中国弁護士 

         NPO 法人 日中ハイテク促進機構 法人代表 

副会長： 

劉景東 工学博士 横河電機株式会社 技術主管 

王暁冬 経営学修士（MBA） 株式会社 E-Safenet 代表取締役 

楊開満 工学修士 有限会社 Sigma Japan 代表取締役社長 

張 亨 医学博士 理化学研究所、フロンティア研究員 

劉玉勁 工学博士 龍高ネットワーク株式会社 代表取締役社長 

徐行倹 工学博士 上海華桑電子有限公司 代表取締役社長 

 

秘書長： 

汪平涛 工学博士 株式会社オーアンドイー  技術主管 

 

副秘書長：  

趙紹君 工学学士 株式会社日中エンジニアリング 代表取締役社長 

段志輝 工学博士 電気通信大学 研究員 

 

常務理事： 

巨東英 工学博士 材料分会 会長 埼玉工業大学 教授 

王勤学 生物学博士 環境分会 会長 国立環境研究所 主任研究員 

張 輝 法学博士 法律分会 会長 （株）技術経営創研代表取締役社長 

                    日中ﾃｸﾉﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ代表 

羅延道 経営学修士 MBA 分会 会長 （株）小森コーポレーション 

王 暁 工学博士 機械分会 会長 株式会社 Fluent Asia Pacific 技術部 部長 

呉 敦 工学博士 北海道分会  (株）ノーステクロジー 社長 

葛漢彬 工学博士 中部分会   名城大学 教授 

 （以上職務均由現任理事担任） 

 
理事： 

包赤軍 工学修士 三菱 UFJニコス株式会社 上席調査役 

曹東輝 工学博士 日立建機中国支社 部長 

戴昭宇 医学博士 日中健康科学会 理事長 

韓晶岩 医学博士 北京分会 会長 日本中医薬学院院長 北京大学医学部教授 

何 新 工学学士 有限会社 Unic Solution Japan 代表取締役 

呼格吉勒 経営学修士（MBA） 技研精机株式会社 

吉山博 工学修士 日中コンサルタント株式会社代表取締役社長 

孔令群 （女）医学博士 日之出歯科医院（札幌） 北海道の中華学堂 校長 

李 鴎 工学修士 土木分会 会長 国土防災技術(株) 技術本部 課長 

魯 云 工学博士 千葉大学 講師 



馬 驥 医学博士 株式会社 We Med 代表取締役社長 

馬衛東 工学博士 上智大学 

寧亜東 工学博士 埼玉大学 研究員 大連理工大学教授 

潘海蓉（女）工学修士 芝浦メカトロニクス株式会社  主任 

宋発強 工学修士 データリンク株式会社 取締役 

王鋒涛（女）経営学修士（MBA） 日産自動車株式会社 

王 昆 工学博士 日本冶金工業研究所 研究室 主任 

王耀輝 工学修士 北京埃爾達建築規劃設計有限会社 総経理 

温留漢・黒沙 工学博士 新日本技研株式会社 広州大学 教授 

肖石琴 工学博士 富士通株式会社 

謝洪燕（女） 経済学修士 愛梯匹図文制作（北京）有限公司 営業部課長 

辛赤邑 法学修士 株式会社ＪCI  代表取締役社長 

辛 平 工学博士 コバレントマテリアル株式会社 グループ長 

徐大軍 経営学修士（MBA）  

徐守宇 医学博士 順天堂大学 講師 

殷福星 工学博士 独）物質材料研究機構 材料ラボ 主幹研究員 

張 亮 工学修士 上海仁有科技発展有限公司 

張紹良 工学博士 名古屋大学 教授 

張豫濱 医学博士 北海道大学 客員研究員 ハルビン医科大学教授 

張錚一 工学修士 横河電機株式会社 中国薬品食品事業 技術主管 

周 慧（女）工学博士 Accelrys东京支社 

周哲敏 農学博士 筑波大学 特別研究員  

朱世傑 工学博士 日本九州分会 会長 福岡工業大学 教授 

 

監事：   

王 平（女）  経営学修士（MBA） みずほ証券 

 

 

『在日中国科学技術者聯盟』１０－１２年度事務局： 

科盟理事会幹事： 

賀周敏（女） 工学修士  秋田大学 

磯野礼々（女）工学修士  千葉大学 
林 潔（女） 工学学士  NTT Advanced Technology 株式会社 

張 曄（女） 文学修士  東京日中学院 

馬 娟（女） 医学修士  東京大学 

馬 嘯    工学博士  京都大学 研究員 西日本中国留学人員聯誼会 会長 
李春暉    経済学修士 みずほ銀行 

程 涛    工学修士  長瀬産業株式会社 課長 

 
科盟理事会専任秘書： 
魏 然（女） 文学修士  学習院大学 
刑暁寧    工学修士  株式会社 E-Safenet 

 


