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参 加 者 の 学 びと交 流を深 める

開講のご案内

『八重洲塾』設立の趣旨
技術革新が進み、
目まぐるしく変化する世の中で、既存の価値観が大きな転換を迫られています。
これからの未来は瑞々しい価値観を
持った人達と次代の若者が担ってゆくでしょう。八重洲塾では、そのような人達と若者を応援し、
ともに成長してゆくことを目的として、
勉強会を開催します。第1〜3回では
「女性の活躍」、第4〜6回では
「食と健康」、
そして第7〜9回では
「次代の農業」
に焦点を当てます。
参加者の学びと共に、講師、参加者同士の交流を深める事を目的に交流会も実施します。

第1〜3回のテーマは『女性の活躍』
「一億総活躍社会」
が謳われる昨今、女性の社会進出が促進されています。
しかし、
日本の管理職に占める女性の割合は平成27年度で
12.5％
（内閣府調べ）
と、先進諸国内で最も低いことからも明らかなように、
その進展は未だ漸進的です。
そこで、八重洲塾では、社会の
第一線で活躍なさっている女性リーダーの方々をスピーカーに迎え、
どのようにして自身のキャリアを築いていったのか、その過程を
ご講演いただきます。
これにより、受講者がロールモデルを得て、自らのキャリア形成のために必要なアクションプランを立てることを
促します。女性がより活躍できる社会にするために、社会全体でどのような取り組みが必要か考える機会を提供します。

1. 参加費 ： 各回6,000円（学生割引3,000円/1回）

※交流会は別途参加費（2,000円）
を頂戴します。 ※領収書の有無をお書き添えの上、必要な方は宛名もお知らせ願います。

2. 対象 ： 一般／学生（男性の方の参加も歓迎です） 定員／各回先着80名
3. 主催 ： 株式会社アグリインキュベーター 共催 ： 一般社団法人女性未来農業創造研究会 協力 ：イオンコンパス株式会社
4. 会場 ： イオンコンパス東京八重洲会議室

第1回

第2回

日程／場所

講師／テーマ／司会

◆2017年7月27日
（木）
18：00〜21：00（17：30〜受付）
◆イオンコンパス東京八重洲会議室
Room B＋C

◆講師 ： 関根 近子氏（株式会社資生堂 顧問）
テーマ『まごころ仕事術』
◆講師 ： 生駒 芳子氏（ファッションジャーナリスト）
テーマ『女性のエンパワーメントとエシカル』

◆締切 ： 平成29年7月17日
（月）
◆定員 ： 先着80名

■司会 ： 山口 真奈美氏

◆2017年8月25日
（金）
プレミアムフライデー企画
18：00〜21：00（17：30〜受付）
◆イオンコンパス東京八重洲会議室
Room B＋C

◆講師 ： 目加田 説子氏（中央大学総合政策学部教授）
テーマ『おカネから考えるエシカルな世界』
◆講師 ： 小松 幸代氏（株式会社生活品質科学研究所 代表取締役）
テーマ『女性活躍と地域環境』

◆締切 ： 平成29年8月12日
（土）
◆定員 ： 先着80名
第3回

◆2017年9月29日
（金）
プレミアムフライデー企画
18：00〜21：00（17：30〜受付）
◆イオンコンパス東京八重洲会議室
Room B＋C
◆締切 ： 平成29年9月19日
（火）
◆定員 ： 先着80名

（株式会社Control Union Japan 代表取締役）

■司会 ： 藤井 滋生氏

（一般社団法人 女性未来農業創造研究会 副代表理事 ・
株式会社アグリインキュベーター 代表取締役社長）

◆講師 ： 安田 菜津紀氏（フォトジャーナリスト）
テーマ『ファインダー越しに見た世界と東北の今』
◆講師 ： 小竹 貴子氏（クックパッド株式会社ブランディング・広報担当本部長）
テーマ『女性活躍とマーケティング』
■司会 ： 納口 るり子氏

（一般社団法人 女性未来農業創造研究会 代表理事 ・ 筑波大学 教授）
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テーマ ：『女性の活躍』

「一億総活躍社会」
が謳われる昨今、女性の社会進出が促進されています。
しかし、
日本の管理職に占める女性の割合は
平成27年度で12.5％
（内閣府調べ）
と、先進諸国内で最も低いことからも明らかなように、
その進展は未だ漸進的です。
そこで、八重洲塾では、社会の第一線で活躍なさっている女性リーダーの方々をスピーカーに迎え、
どのようにして
自身のキャリアを築いていったのか、その過程をご講演いただきます。
これにより、受講者がロールモデルを得て、
自らの
キャリア形成のために必要なアクションプランを立てることを促します。女性がより活躍できる社会にするために、社会
全体でどのような取り組みが必要か考える機会を提供します。

【第2回開催日】2017年8月25日(金)
17：30〜

講師プロフィール

受付開始

目加田 説子氏（中央大学総合政策学部教授）

18：00〜19：00 目加田 説子氏（中央大学総合政策学部教授）

静岡県生まれ。父親の仕事の関係でアルゼンチ
ンとカナダで少女時代を過ごした経験を持つ。上
智大学外国語学部卒業。
ジョージタウン大学大学
院で国際政治学の修士号を取得後、
日本国際交
流センター、
フジテレビ報道局報道センター勤務。
1992年フジテレビ退社後、
コロンビア大学大学
院を経て、大阪大学大学院国際公共政策研究科
から博士号取得。東京財団研究員、経済産業研
究所研究員、関西学院大学、東京大学、早稲田大
学の講師を務め、2004年から現職。
1997年より対人地雷やクラスター爆弾を廃絶す
るNGOを立上げ、現在も理事として活動中。

講演『おカネから考えるエシカルな世界』
19：00〜19：30 小松 幸代氏（株式会社生活品質科学研究所 代表取締役）
講演『女性活躍と地球環境』
19：30〜20：00 講師とのトークセッション
司会進行 ： 藤井 滋生氏

（一般社団法人 女性未来農業創造研究会 副代表理事 ・
株式会社アグリインキュベーター 代表取締役社長）

20：00〜21：00 交流会

小松 幸代氏

（株式会社生活品質科学研究所 代表取締役）

※交流会は、
ケータリングで行う予定です
（別途参加費は頂戴します。）

1968年生まれ。
1991年ジャスコ㈱ (現イオン㈱) へ入社。
4店舗もの店長を順に務めた後、
2008年同社 グループお客さまサービス部長就
任。2009年イオンリテール㈱ お客さまサービス
部次長部長等を務めたのち、2011年イオン㈱ グ
ループ環境最高責任者に就任。
2013年にはイオンマレーシアに出向し、2015年
イオンリテール㈱ 南関東カンパニー エリア政策
推進チームリーダーに。
2016年同社 南東カンパニーコミュニケーション
部長就任。
2017年より現職。

お申込み・お問い合わせ

TEL

043-350-3613

WEB申込みはこちらをクリック→

宝町駅

担当／横山 または 松下

平日 9：00〜18：00

高島屋
日本橋駅

https://goo.gl/28Kr3a

りそな銀行
中央通り

B3出口

日本橋
三丁目
交差点

京橋駅

銀座線

京橋駅7番出口

『東京八重洲会議室』

越前屋ビル4階

八重洲地下街24番出口
東西線

【会場所在地】〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル4階
【ア ク セ ス】
■ JR
「東京駅」
八重洲中央口より徒歩4分 ■ 八重洲地下街24番出口を出て目の前
■ 銀座線
「京橋駅」
より徒歩2分
■ 東西線「日本橋駅」
より徒歩3分

都営浅草線

八重洲通り

イオンコンパスMICE営業課

昭和通り

日本橋駅

ヤンマービル もう一つの会議室

東京駅前会議室
※お間違えのないよう
ご注意ください

外堀通り
大丸

八重洲中央口

東京駅
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テーマ ：『女性の活躍』

「一億総活躍社会」
が謳われる昨今、女性の社会進出が促進されています。
しかし、
日本の管理職に占める女性の割合は
平成27年度で12.5％
（内閣府調べ）
と、先進諸国内で最も低いことからも明らかなように、
その進展は未だ漸進的です。
そこで、八重洲塾では、社会の第一線で活躍なさっている女性リーダーの方々をスピーカーに迎え、
どのようにして
自身のキャリアを築いていったのか、その過程をご講演いただきます。
これにより、受講者がロールモデルを得て、
自らの
キャリア形成のために必要なアクションプランを立てることを促します。女性がより活躍できる社会にするために、社会
全体でどのような取り組みが必要か考える機会を提供します。

【第3回開催日】2017年9月29日(金)
17：30〜

講師プロフィール

受付開始

安田 菜津紀氏（フォトジャーナリスト）

18：00〜19：00 安田 菜津紀氏（フォトジャーナリスト）

1987年神奈川県生まれ。studio AFTERMODE所属フォト
ジャーナリスト。16歳のとき、
「国境なき子どもたち」友情のレポー
ターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現
在、カンボジアを中心に、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で
貧困や災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を
中心に、被災地を記録し続けている。2012年、
「HIVと共に生ま
れる -ウガンダのエイズ孤児たち-」で第８回名取洋之助写真賞受
賞。写真絵本に『それでも、海へ 陸前高田に生きる』
（ポプラ
社）、著書に『君とまた、あの場所へ シリア難民の明日』
（ 新潮
社）。
『写真で伝える仕事 -世界の子どもたちと向き合って-』
（日本
写 真 企 画 ）。上 智 大 学 卒 。現 在 、J - W A V E『 J A M T H E
WORLD』水曜日ナビゲーター、TBSテレビ『サンデーモーニン
グ』にコメンテーターとして出演中。東京成徳大学非常勤講

講演『ファインダー越しに見た世界と東北の今』
19：00〜19：30 小竹 貴子氏

（クックパッド株式会社ブランディング・広報担当本部長）

講演『女性活躍とマーケティング』
19：30〜20：00 講師とのトークセッション
司会進行 ： 納口 るり子氏

（女性未来農業創造研究会

代表理事・筑波大学

教授）

20：00〜21：00 交流会

小竹 貴子氏

（クックパッド株式会社 ブランディング・広報担当本部長）

※交流会は、
ケータリングで行う予定です
（別途参加費は頂戴します。）

1972年、石川県金沢市に生まれる。
関西学院大学社会学部卒業。
株式会社博報堂アイ・スタジオにてwebディレク
ターとして経験を積み、2004年有限会社コイン
(現クックパッド株式会社)へ入社。編集部門長を
経て執行役に就任し、2009年「日経ウーマン・オ
ブ・ザ・イヤー2010」
を受賞。
2012年同社退社。その後、
フリーにて料理や食
に取り組むサービスの事業支援を行う。2016年
4月から再びクックパッド株式会社に復帰し、
ブラ
ンディング・広報担当本部長に就任。
2016年3月よりクックパッド料理教室事業部長も
兼務。
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【会場所在地】〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-6 越前屋ビル4階
【ア ク セ ス】
■ JR
「東京駅」
八重洲中央口より徒歩4分 ■ 八重洲地下街24番出口を出て目の前
■ 銀座線
「京橋駅」
より徒歩2分
■ 東西線「日本橋駅」
より徒歩3分

都営浅草線

八重洲通り

イオンコンパスMICE営業課

昭和通り

日本橋駅
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