あいち女性技術者・研究者
募集
者
加
参
活躍促進シンポジウム
1月 26 日（火）
愛知県では、｢女性が元気に働き続けられる愛知｣の
実現に向けて、「あいち女性の活躍促進プロジェクト」
を推進しています。
このプロジェクトの一環として、愛知県の主要産業
である製造業の更なる発展に不可欠となる企業や大学
の現場における女性の技術者・研究者の活躍を促進
するため「あいち女性技術者・研究者活躍促進シンポ
ジウム」を開催いたします。
女性活躍推進法が成立し、女性の活躍に向けた気
運が高まりつつあるなか、女性の技術者・研究者の
活躍の重要性と職場環境づくりの好事例等を全国に発
信していきます。企業の担当者を始め、多くの皆様の
御参加をお待ちしております。

基調講演①

平成
28 年

午後1時30 分から午後 4 時30 分

メルパルク名古屋 2 階 瑞雲

場所

（名古屋市東区葵 3-16-16）

参加対象者 企業人事担当者、大学教員、

学生、一般

定員

300 名（先着順）

基調講演②

13:40 〜 14:10

14:10 〜 14:40

「名古屋大学における
女性研究者の活躍促進」
松尾

「女性技術者・研究者の
活躍に向けて」
金田 千穂子氏

清一氏

（富士通研究所専任研究員、
日本女性技術者フォーラム運営委員長）

（名古屋大学総長）

1985 年東北大学大学院理学研究科物理学専攻博士課程修了（理学
博士）。同年富士通入社（富士通研究所所属）以後現在に至るまで
一貫して、半導体などの材料系に関する原子スケールシミュレーショ
ンによる研究開発に従事。富士通研究所主任研究員、主管研究員を
経て、現在は専任研究員。大阪大学特任教授。日本学術会議連携
会員。日本女性技術者フォーラム運営委員長。

1976 年名古屋大学医学部卒業、1981年医学博士 (名古屋大学 )、
2007 年名古屋大学医学部附属病院長 、2009 年名古屋大学副総
長、2015 年 4月名古屋 大学総 長。国連女性機 関（UN Women）
が女性の地位向上のために先進的な活動をしている世界の10 大学
の学長として日本で唯一人選出。

テーマ「女性の活躍であいちを活性化！」

パネルディスカッション
〈コーディネーター〉

参加
無料

〈パネリスト〉 金田 千穂子氏

14:50 〜 16:20

富士通研究所専任研究員、日本女性技術者フォーラム運営委員長

束村 博子氏

中野 裕美氏

五十君 好可氏

川上 知紀氏
トヨタ女性技術者育成基金
事務局長、
トヨタ自動車㈱人材開発部主査

大学院生命農学研究科教授、専
門 は生 殖 科 学、神 経 内 分 泌 学。
名古屋大学男女共同参画室長。
1998 年 名古屋大学大学院
生命農学研究科准教授
2012 年 名古屋大学大学院
生命農学研究科教授

豊橋技術科学大学大学院工学研
究科修了後、村田製作所に入社。
龍谷大学を経て2009年から豊橋
技術科学大学。
第23−24期日本学術会議連携会
員、博士（工学）、専門は無機材料等

1976年 関西大学工学部応用化
学科卒業。
1983年 綜 合施 設 サービ ス株 式
会社（現：株式会社エステム）入社。
同会社にて水処理施設の維持管
理、営業等を経て、2006年1月に
執行役員に就任。
その 後、2008年11月に取 締 役に 就
任し、2013年11月からは子会社であ
る株式会社エステム三重の代表取締
役社長に就任（兼務）し、現在に至る。

1986年トヨタ自動車入社後、一貫
して総務・人事労務管理に従事。
2015年から一般財団法人トヨタ
女性技術者育成基金事務局長兼
トヨタ自動車人材開発部主査。

名古屋大学副理事、
大学院生命農学研究科教授、
男女共同参画室長

㈱エステム取締役、
㈱エステム三重
代表取締役社長

豊橋技術科学大学
学長補佐、
研究基盤センター教授

愛知労働局からのお知らせ

「女性活躍推進法に定める一般事業主行動計画について」

※トヨタ女性技術者育成基金は、将来
の製造業の女性エンジニア増加を
目的に、トヨタグループの支援によ
り、2015年から中高生向け理工系
キャリア紹介事業と工学系女子大
学生向け奨学支援事業を推進。

愛知労働局職員

16:20 〜 16:30

●応募方法／ FAX・E メール・郵便はがきでご応募ください。
詳しくは裏面をご覧ください。

主催

愛知県、名古屋大学

共催

あいち男女共同参画社会推進・産学官連携フォーラム（県、名古屋市、名古屋大学、愛知県経営者協会）

事前応募が必要です

あいち女性技術者・研究者活躍促進シンポジウム

応募申込書

300 名（先着順）申込いただいた順に入場整理券を郵送します。

参加無料

定員：

以下申込欄に必要事項をご記入のうえ、下記番号に FAX してください。

FAX

※FAX 番号は必ずご記入ください。

E メール

「シンポジウム参加申込み」と明記の上、下記内容をご記入いただき、
下記 E メールアドレスよりご応募ください。
■記入事項： ①氏名 ②入場券送付先 ③企業名 ④企業所在地
⑥性別 ⑦年齢 ⑧電話番号 ⑨メールアドレス

■E-mail：

⑤経営者以外の場合、所属部署・役職

josei-sympo@nhk-pn.jp

「シンポジウム参加申込み」と明記の上、下記内容をご記入いただき、
郵便はがきにて、応募先までご応募ください。
郵便はがき

■記入事項： ①氏名 ②入場券送付先 ③企業名 ④企業所在地 ⑤経営者以外の場合、所属部署・役職
⑥性別 ⑦年齢 ⑧電話番号 ⑨メールアドレス（任意）
■応 募 先 ：〒461-0005 名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル10Ｆ
NHKプラネット中部内「あいち女性技術者・研究者活躍促進シンポジウム事務局」宛

＊定員となり次第締め切らせていただきます。 ●お客様の個人情報は、ご本人様の同意なく第三者に対し、情報の交換、売買、共有を行うことはございません。
＊御来場の際は公共交通機関をご利用ください。
[問合せ先]
NHKプラネット中部内「あいち女性技術者・研究者活躍促進シンポジウム事務局」 TEL：052-952-7381（平日10時から18時まで）
〈女性の活躍促進プロジェクトに関すること〉
愛知県男女共同参画推進課 女性の活躍促進グループ TEL：052-954-6657
（ダイヤルイン）

FAX：052-952-7370

あいち女性技術者・研究者活躍促進シンポジウム事務局 行 ※番号のおかけ間違いにご注意ください。
FAX 申込欄
入場券
送付先

〒

企業所在地
役職・氏名

参加者①

市・町・村

性別
男 ・ 女

役職・氏名
参加者②

性別
男 ・ 女

役職・氏名

電話番号

宅

勤務先

企業名
又は大学名

参加者③

自

性別
男 ・ 女
FAX番号

メールアドレス
＊4名以上でお申し込みの場合は、本申込書をコピーしてご使用ください。

所属部署

年齢
30 歳未満 ・ 30 歳代 ・ 40 歳代 ・
50 歳代 ・ 60 歳代 ・ 70 歳以上
年齢
30 歳未満 ・ 30 歳代 ・ 40 歳代 ・
50 歳代 ・ 60 歳代 ・ 70 歳以上
年齢
30 歳未満 ・ 30 歳代 ・ 40 歳代 ・
50 歳代 ・ 60 歳代 ・ 70 歳以上

