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お問合せ

基調講演

分科会

プログラム

自分の中の『こうあるべき』を捨ててみよう
～仕事も暮らしももっと楽しくなる～

講師 浜田 敬子氏
BUSINESS INSIDER JAPAN 統括編集長／AERA元編集長
1989年に朝日新聞社に入社。2004年からはAERA副編集長。その後、編集長代理を経て、AERA初の
女性編集長に就任。2017年4月より世界17カ国に展開するオンライン経済メディアの日本版統括編集
長に就任。民放各局のコメンテーターや、講演なども行う。著書に『働く女子と罪悪感』（集英社）。

講師 薄井 シンシア氏
NHK「主婦カツ！」原案「専業主婦が就職するまでにやっておくべき8つのこと」著者
東京外大卒業後、貿易会社に勤務。娘を育てるために専業主婦の道を選ぶ。娘の大学入学と同時に就
職活動を開始。アルバイト等を経て、ANAインターコンチネンタルホテル東京営業開発副支配人、シャング
リ・ラ ホテル東京勤務。2018年1月に東京2020オリンピックパートナーのホスピタリティ担当に就任。

塚本 薫氏
㈱きらり．コーポレーション代表取締役

赤木 由美氏
九州旅客鉄道（株）執行役員 熊本支社長

深川 沙央里氏
㈱クリエーションWEB PLANNING代表

吉田 稀世氏
㈲ミューズプランニング

東山 恵子氏
熊本転入ママの会代表

本田 節氏
郷土の家庭料理ひまわり亭代表

米村 美佑氏
崇城大学3年 ＳＣＢ放送局所属

（　　　　）

10:00~10:20

17:30~19:00

17:00~17:20

［休憩］女性活躍推進関連の展示などご覧いただけます

詳細は、裏面もご確認ください

参加申し込みはこちらから

裏面のＦＡＸからもお申し込みいただけます

運営担当 J:COMの
ページにリンクします

令和2年1月25日㊏ 10：00～17：20 ※終了後に交流会を予定

熊本城ホール 2F シビックホール
と　き

ところ

1 テーマ

後ろ髪ひかれない生き方していますか？2

A

テーマ

『女性×ワークスタイル』
～私らしく、はたらく～

※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

11:20~12:00

13:30~14:30

14:45~16:15

16:30~17:00

プレゼンテーション

表彰式

共同宣言～閉会

開会式～オープニング
（御船高校書道部パフォーマンス）

後夜祭（交流会）
※参加費4,000円（要事前申込み）

分科会
※いずれかにご参加ください

A B C

基調講演
後ろ髪ひかれない生き方

していますか？

薄井 シンシア氏2

10:20~11:20
基調講演
自分の中の『こうあるべき』を捨ててみよう
～仕事も暮らしももっと楽しくなる～

浜田 敬子氏1

定員300名
（事前申込制）

村上 美香氏
㈱ヒトコト社代表

B
『女性×コミュニティ』
～私らしく、つながる～

小澤 浩子氏
㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 本部長

C
『女性×イノベーション』
～私らしさを、いかす～

パネリスト パネリスト

瀬口 力氏
㈱Lib Work代表取締役社長CEO

宮田 幸子氏
㈳スーパーウーマンプロジェクト代表理事

渡邉 賀子氏
（医）祐基会 帯山中央病院理事長

パネリスト

モデレーター モデレーター モデレーター
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お問合せ

男性の参加も大歓迎です！
※できる限り、公共交通機関でお越しください。※お車を運転される方へのアルコールの提供は出来ません。
※サミット／交流会ともに、定員に達し次第受付を終了いたします。

※同行者が多数の場合は、コピーしてお使いください。※分科会会場スペースの都合上、第2希望となる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。※お預かりした個人情報は
本イベントに関してのみ使用いたします。※交流会をキャンセルされる場合は、開催日の3日前までに必ず事務局までご連絡をください。

（運営担当 J:COMのページにリンクします）

こちらからもお申込みできます

後夜祭（交流会）への参加を希望する方は、参加申し込み時にご申告ください。
※当日の飛び入り参加は出来ません。※参加費は当日会場でお支払いください。

後夜祭（交流会）　参加費4,000円　【定員100名様（先着順）】
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後夜祭（交流会）参加希望
※参加費4,000円を当日頂きます。

分科会参加希望（第２希望）
※ひとつお選びください。

分科会参加希望（第1希望）
※ひとつお選びください。

氏　名
（フリガナ）

代表者

社名・団体名

ご住所（代表者） 〒

電話番号（代表者）

※個人でお申し込みの方は記載不要です。

※日中に連絡の取りやすい番号をお願いいたします。

メールアドレス（代表者） ＠

同行者①

同行者②

同行者③

（ Ａ・Ｂ・Ｃ ）

（ Ａ・Ｂ・Ｃ ）

（ Ａ・Ｂ・Ｃ ）

（ Ａ・Ｂ・Ｃ ）

（ Ａ・Ｂ・Ｃ ）

（ Ａ・Ｂ・Ｃ ）

（ Ａ・Ｂ・Ｃ ）

（ Ａ・Ｂ・Ｃ ）

（ 参 加・不参加 ）

（ 参 加・不参加 ）

（ 参 加・不参加 ）

（ 参 加・不参加 ）

モデレーター 塚本 薫氏 モデレーター 村上 美香氏 モデレーター 小澤 浩子氏

A 『女性×ワークスタイル』
～私らしく、はたらく～ B 『女性×コミュニティ』

～私らしく、つながる～ C 『女性×イノベーション』
～私らしさを、いかす～

株式会社きらり．コーポレーション代表取締役
求職者・企業の人材育成・定着を目的に2009年きらり．
コーポレーションを設立、行政と連携し働き方・地域雇用
企画を運営実施、女性活躍推進・WLB講演、セミナー、多
数実績あり。2013年復職したい子育て女性の就労の受
け皿として株式会社エージェントこころ設立。

株式会社ヒトコト社代表
23歳で民放テレビ局に入社。21年間、月曜～金曜の夕
方2時間生放送のキャスターを務める。自身のがん罹患体
験から、自身の番組で「子宮頸がん」シリーズを立ち上げ、
がんイベントの企画から出演までを行うなど、一人でも多く
の人が「生きやすい世の中」になるための情報発信を心が
けている。

株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント テレビ
ジョンネットワーク部門 本部長
大学卒業後、ソニーに入社。スター・チャンネル代表取締
役副社長等を歴任し、様々な会社経営に参画する女性エ
グゼクティブ。女性活躍推進に向けた講演会を全国各地
で実施するなど、自身のライフステージ、転勤経験等を交え
たトークで多くの女性に意欲を与えている。

分科会  3つのテーマで開催します。いずれかひとつに参加いただけます。

【送信先ＦＡＸ番号】  （　　）女性活躍サミット
運営事務局宛て

女性活躍サミット2020 参 加 申 込 書 FAXで
お申込み
の方用

住所：熊本市中央区桜町3番40号


