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第 11 回女子社員ダイカストセミナー開催のご案内
「ダイカスト業界で活躍する女性達，女子の働き方と女子力を学ぶ」
＆

「ダイカストテクノツアー in 日本ダイカスト展示会！」
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、日本ダイカスト協会では平成 25 年より女子社員向けの企画が始まりました。本セミナー
は、ダイカスト協会会員企業の女子社員を対象としてダイカストに関する様々な知識を習得し、
ダイカストへの理解を深めて日頃の業務に活かして頂くことを目的に開催するものです。
今回は、2018 日本ダイカスト会議・展示会の事業の一環として第 11 回女子セミナーを開催し
ますので、非会員も参加頂けます。業界で活躍する女性社員、女性経営者の方に、幅広い内容で
ご講演をお願いしました。技術系社員だけでなく、営業、その他の職種の方も、奮ってご参加下
さいますようお願い申し上げます。また、午後は好評を頂いていますダイカストテクノツアー（展
示会場見学ツアー）を企画しております。さらに、午後のダイカスト会議を無料で聴講いただけ
ます。
敬具
記
日時：平成 30 年 11 月 9 日(金) 10:00～13:30 (10:00～12:05 セミナー、12:30～13:30 昼食)
場所 ：・講演会 パシフィコ横浜 展示会場 2 階 E206 横浜市西区みなとみらい 1-1-1
・昼食
会議センター6F 「 ベイブリッジカフェテリア」
・展示会ツアー パシフィコ横浜 C・D ホール
（展示会見学ツアーについて，毎回参加人数が増えていますので今回は 45 名（１社３名
まで）限定とさせて頂きます。お早めにお申し込み下さい。
）
定員 ：講演会 50 名 展示会見学ツアー45 名
参加費：協会会員 5,400 円
非会員 7,560 円（消費税込・テキスト代、昼食代含む）
申込締め切り：平成 30 年 10 月 15 日（月）
申込方法：10 月 15 日(月)までに同封の「FAX 返信」にてお申し込み下さい。
・準備の都合上、申込み後の変更も協会宛お知らせ下さい。
・定員を越えた場合は、10 月 15 日以前でも締め切りといたします。
・10 月 15 日以降のキャンセルについては，上記会費を返金しませんのでご了承下さい。キャン
セルの場合は返金の際振込手数料をご負担いただきます。なお，その場合テキストは、後日送付
させていただきます。
・参加申込みに対して受付票の発行はいたしませんのでご了承下さい。
お願い

：お申込みと同時に、参加費を下記の銀行にお振り込み下さい
ますようお願い申し上げます。
振込銀行：三井住友銀行
日比谷支店 普通 7806186
三菱 UFJ 銀行 プログラム
虎ノ門支店 普通 2717730
みずほ銀行
神谷町支店 普通 1283108
口座名 ：シャ）ニホンダイカストキョウカイ

「ダイカスト業界で活躍する女性達，女子の働き方と女子力を学ぶ」
座長

株式会社デンソー
南 智都 氏
美濃工業株式会社 鈴木 怜香 氏

開会の挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9:50～10:00
(一社)日本ダイカスト協会 砂川詩織

1. 「生産準備で活用される技術の開発と，開発を支える柔軟な働き方」
・30 分(10:00～10:30)
株式会社アーレスティ 田中 智子 氏
少子高齢化の施策として，働き方改革が進められている中、ライフイベントの影響を受けやす
い女性の活躍の場が非常に増えてきた。弊社でも、技術部門等で多くの女性が従事し，様々な現
場で活躍している。今回は，自身の業務である鋳造解析より，生産準備で活用される鋳造解析向
上の為の充填中の空気の挙動確認結果の報告と合わせて、様々なライフイベントを迎えた場合に
おける働きやすさ等について自身の体験をもとに紹介する。
2. 「YKK におけるサステイナブル開発と活用」
・・・・・・・・・・・・30 分(10:30～11:00)
YKK 株式会社 水林 舞 氏
「持続可能な開発：Sustainable Development」とは「将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世
代の欲求も満足させるような開発」を意味し、近年、地球環境保全における共通理念として国際
的に広く認識されている。今回は、弊社におけるサステイナブル商品開発事例、そしてダイカス
ト技術において取り組んでいる金型コーティング、離型剤開発について紹介する。

3. 「女性が考える、女性活躍・働き易い職場づくり」
・・・・・・・・・・30 分(11:00～11:30)
本田技研工業株式会社 粟飯原 朱里 氏
私の働く小川エンジン工場では、2017 年5 月に多様性拡大に向け、現場で働く女性の働き方改
革･女性活躍の拡大を行う『女性ワーキンググループ』が発足しました。
実際にエンジン工場で働く色々な課の女性たちが現状の制度・風土改革・意識改革について
意見を出し合い、上位とミーティングを重ねながら施策を提案してきました。《男女が共生し、
それぞれの価値観で未来を描ける職場づくり》をテーマに活動しています。その活動内容をご紹
介します。
４．
「女性の視点で起死回生！ものつくり企業の現場革命」
・・・・・３０分(11:30～12：00)
(株)三光ダイカスト工業所 三宅 ゆかり 氏
先代の後を継ぎ、ダイカスト業界でも類を見ない女性社長として就任してから始まった多くの
七転八倒・・・ダイカスト部品メーカーとして新たな活路を切り開くべく邁進して参りました。
そんな中、若手社員育成の為に外部女性クリエーター達と着手した前代未聞の「三光スチーム」
プロジェクトが、起死回生の一助に！テレビ東京「ガイアの夜明け」などメディアでも大きく取
り扱って頂きました。前回の講演からちょうど 4 年ぶりにまたお招き頂き、女性だけでなく、男
性シニア、外国人を含めチーム１丸となって進めているダイバーシティ経営や、異業種との積極
的なオープンイノベーション戦略など、ものつくりの現場から最新情報をお話させて頂きたいと
思います。

昼食 12:30～13:20
会議センター6F 「 ベイブリッジカフェテリア」豪華ランチ

「ダイカストテクノツアー in 日本ダイカスト展示会！」
昼食後は、ダイカスト会議・展示会を自由に聴講・見学できます。
希望者は展示会場の見学ツアーにご参加いただけます。見学ツアーは、ツアーコンダクターが各
ブースの紹介や簡単な説明をしながら展示会場を回るツアーです。
ダイカスト会議
13：20～17：00 アネックスホールＦ203～206
ダイカスト展示会見学ツアー Ａコース 14：00～15：30 展示ホールＤ
Ｂコース 14：00～16：00
〃
注：展示会場見学ツアーの申込みはインカム手配の都合上、事前登録とさせて頂きます。見学予
定時間はあくまでも目安で、当日の展示会場の状況により、多少時間が前後する場合もございま
す。ツアーご参加の方は、14：00 までに展示ホール C の入り口前にお集まり下さい。

FAX 返信
一般社団法人 日本ダイカスト協会 御中

FAX

03-3434-8829

第１１回女子社員ダイカストセミナー
参加申込書（締め切り 10 月 15 日（月）
開催日：平成 30 年 11 月 9 日（金）
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(希望される方は、○印を付けて下さい)
展示会場見学
*ﾀﾞｲｶｽﾄ
昼食*1
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ツアー

会議 10/9PM

参加する

聴講する

＊展示会場見学ツアー参加希望者は、インカムの手配がありますので「〇」印を入れて下さい。
また、展示会場見学ツアーに関して 1 社３名までとさせて頂きます。
＊ダイカスト会議 11 月 9 日(金)午後の部(1)・(2)を聴講できます。

展示会場見学ツアーをご希望の方は、下記よりコースを選び○をつけて下さい。
Ａコース（1 時間 30 分）*2

14：00～15：30

Ｂコース（2 時間）*2

14：00～16：00

＊見学後、ダイカスト会議午後の部(2)を聴講できます。
*1：昼食代は、セミナー参加費に含まれます。
*2：見学予定時間はあくまでも目安です。会場の状況により多少前後する場合もございます。
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