
特定非営利活動法人

■ 日本ＢＰＷ連合会統一テーマ

 リーダーシップと行動で変化を起

■ 西日本ブロック研究会統一テーマ

「働きやすい環境づくり～ワーク
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主催／特定非営利活動法人

共催／北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

後援／北九州市

   朝日新聞社

特定非営利活動法人

日本ＢＰＷ連合会統一テーマ

リーダーシップと行動で変化を起

西日本ブロック研究会統一テーマ

「働きやすい環境づくり～ワーク
 ～本当はわけられない私の中の

日時 2015

     13

会場 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

     5F 
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特定非営利活動法人

共催／北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

後援／北九州市 （株）

朝日新聞社 

特定非営利活動法人 日本ＢＰＷ連合会

2015

日本ＢＰＷ連合会統一テーマ

リーダーシップと行動で変化を起

西日本ブロック研究会統一テーマ

「働きやすい環境づくり～ワーク
～本当はわけられない私の中の

2015 年

13 時～

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

5F 大セミナールーム

 会  主催者あいさつ

第１部  ヤング・スピーチ・コンテスト

            

第２部  基調講演：花崎

         特定非営利活動法

               シンポジウム

           

           

           

           

           

           

           

       ヤング・スピーチ・コンテスト講評・審査結果発表

         特定非営利活動法人日本ＢＰＷ連合会

 会  挨拶

特定非営利活動法人 日本ＢＰＷ連合会

共催／北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

（株）ゼンリン

 毎日新聞社

日本ＢＰＷ連合会

2015西日本ブロック研究会
日本ＢＰＷ連合会統一テーマ 

リーダーシップと行動で変化を起

西日本ブロック研究会統一テーマ

「働きやすい環境づくり～ワーク
～本当はわけられない私の中の

年 12 月 5

時～16 時 30

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

大セミナールーム

主催者あいさつ

ヤング・スピーチ・コンテスト

            テーマ「私と仕事・職業」

基調講演：花崎

特定非営利活動法

シンポジウム 

           コーディネーター

    シンポジスト１：池田

            ＴＯＴＯ（株）人財本部人財部

    シンポジスト２：土谷

           （株）ゼンリン

           シンポジスト３：金

           （株）アヴァンティ

ヤング・スピーチ・コンテスト講評・審査結果発表

特定非営利活動法人日本ＢＰＷ連合会

挨拶 

日本ＢＰＷ連合会

共催／北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

ゼンリン （株）

毎日新聞社 西日本新聞社

日本ＢＰＷ連合会  

西日本ブロック研究会

リーダーシップと行動で変化を起

西日本ブロック研究会統一テーマ

「働きやすい環境づくり～ワーク
～本当はわけられない私の中の

5 日（土）

30 分   

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

大セミナールーム

主催者あいさつ 

ヤング・スピーチ・コンテスト

テーマ「私と仕事・職業」

基調講演：花崎 正子 

特定非営利活動法人 日本ＢＰＷ連合会国際委員長

 

コーディネーター 花崎

シンポジスト１：池田

ＴＯＴＯ（株）人財本部人財部

シンポジスト２：土谷

（株）ゼンリン 総務

シンポジスト３：金 

（株）アヴァンティ北九州支社

ヤング・スピーチ・コンテスト講評・審査結果発表

特定非営利活動法人日本ＢＰＷ連合会

日本ＢＰＷ連合会 担当／ＢＰＷ北九州クラブ

共催／北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 

（株）アヴァンティ

西日本新聞社 読売新聞西部本社

西日本ブロック研究会

リーダーシップと行動で変化を起

「働きやすい環境づくり～ワーク･ライフ
～本当はわけられない私の中の仕事と

日（土） 開場

    参加費無料

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

大セミナールーム （北九州市小倉北区大手町

ヤング・スピーチ・コンテスト 

テーマ「私と仕事・職業」 

日本ＢＰＷ連合会国際委員長

花崎 正子 

シンポジスト１：池田 正昭 

ＴＯＴＯ（株）人財本部人財部

シンポジスト２：土谷 和子 

総務・人事本部

 成子 

北九州支社 

ヤング・スピーチ・コンテスト講評・審査結果発表

特定非営利活動法人日本ＢＰＷ連合会

担当／ＢＰＷ北九州クラブ

アヴァンティ 北九州商工会議所

読売新聞西部本社

西日本ブロック研究会 

リーダーシップと行動で変化を起

ライフ･
仕事と家庭

開場 12:30

参加費無料

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

（北九州市小倉北区大手町

日本ＢＰＷ連合会国際委員長 ＢＰＷ北九州クラブ

 

ＴＯＴＯ（株）人財本部人財部 部長 

人事本部 総務・人事企画部副長

 取締役 支社長

ヤング・スピーチ・コンテスト講評・審査結果発表

活動報告 

担当／ＢＰＷ北九州クラブ 

商工会議所 

読売新聞西部本社 

リーダーシップと行動で変化を起こそう

･バランス
家庭と地域～

12:30 

参加費無料 

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ

（北九州市小倉北区大手町

ＢＰＷ北九州クラブ組織委員長

総務・人事企画部副長

支社長 

ヤング・スピーチ・コンテスト講評・審査結果発表 

 

 

そう 

バランス」
地域～ 

北九州市立男女共同参画センター・ムーブ 

（北九州市小倉北区大手町 11-4） 

組織委員長                                        

総務・人事企画部副長 

                                                                                



《シンポジスト・コーディネイター紹介》 

 

 

 

 

 

 
シンポジスト                                      シンポジスト 

池田 正昭（いけだ まさあき）                   土谷 和子(つちや かずこ) 

 

             

 

 

 
 

 

     シンポジスト     コーディネイター 

金  成子 （キム ソンジャ）                       花崎 正子(はなさき まさこ)  

 

ＢＰＷとは 

 Business Professional Women の略称 

働く女性の利益を促進し女性の社会的地位と職業水準の向上

を図るとともに国内および国外の働く女性の親交と理解を深め、世

界平和に寄与することを目的とした団体です。 

世界１００か国、会員数約30,000 名。国連の経済社会理事会

の諮問機関として一般協議資格を持つＮＧＯの団体です。国内で

は全国に１５のクラブと４のアソシエーツがあります。 

 

ア ク セ ス   

◆ＪＲ西小倉駅より徒歩約１５分  

◆西鉄バス 

小倉駅バスセンター… 

２７・４５・１１０・１３４・１３８  

小倉駅入口………７６・７９・１７０・１７５→ 

「ソレイユホール・ムーブ前」下車  

◆北九州都市高速 

勝山ランプ／大手町ランプ出口より約３分 

 

参加ご希望の方は、メール又は FAX で１１月２８日（土）までにお申し込みください。参加無料 先着順受付 

※託児あり（6 ヵ月～就学前）/託児の必要な方は１１月２７日（金）までにお申し込みください。 

連絡先： ＢＰＷ北九州クラブ FAX： 093-601-2662 （黒岩） 

メールアドレス：e-kuroiwa@kne.biglobe.ne.jp 

お名前 住 所 電話番号 

 〒  

 〒  

 〒  

 

ＴＯＴＯ(株)       
本部 人財部 部長 

 

「TOTO グループに 
おける女性の活躍推
進とワークライフバラ
ンス」 

(株)ゼンリン     
総務･人事本部 総
務・人事企画部 副長 

 

「私と仕事、妻、母、そ
して」 

 

ムーブ 

(株)アヴァンティ北九
州支社         
取締役 支社長   
   
「アヴァンティ女性活
躍応援と社員の働き
方の多様化」 

 

特定非営利活動法人 
日本ＢＰＷ連合会  
国際委員長 
 

ＢＰＷ北九州 クラブ 
組織委員長 

 


