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第 13 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、2022 日本ダイカスト会議・展示会の事業の一環として第 13 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。参加している方からは、モチベーションを上げて仕事に取組み出来るようになったと良く
言われれます。是非、奮ってご参加ください。
敬具
記
日時：2022 年 11 月 11 日(金) 10:00～13:00 (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 アネックスホール 2 階 E201 横浜市西区みなとみらい 1-1-1
・昼食 お弁当を準備します
・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 20 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20 名
参加費：協会会員 5,500 円
非会員 7,700 円（消費税込・テキスト代、昼食代含む）
申込締め切り：2022 年 10 月 21 日（金）
申込方法：10 月 21 日までに同封の「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 21 日以前でも締め切りといたします。
・10 月 21 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
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

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

座長

株式会社デンソー
南 智都 氏
美濃工業株式会社 鈴木 伶香 氏

1. 「ダイカスト用射出スリーブの開発事例と女性社員の働く環境」・30 分(10:00～10:30)
株式会社 TYK 機能材料研究所
課長 加来 由紀恵氏
当社は鉄鋼向けから非鉄鋳造向けまで幅広い耐火物を扱うメーカーである。昨今は女性の活躍
を推進する向きが広がっており、当社でも財務や営業を中心に活躍する女性は少なくないが、研
究開発や製造の部門ではまだ多くないのが現状である。
今回は自身が携わったダイカスト用射出スリーブの内挿材材質開発の事例と、研究開発の現場
にいる女性社員の一人として、働き甲斐、働くうえでの難しさなどについて、実体験を交えて紹
介する。
2. 「金型工場の空調管理システムの構築 ～ 働く女性のウェルビーイング ～」
・・・・・・・・・・・・30 分(10:30～11:00)
リョービ株式会社 ダイカスト金型本部 和田 紋香 氏
SDGs の観点から世界規模で CO₂排出量の削減が急務となっていますが、当社では金型工場の CO₂
排出量削減へ向けて室温を適正化するため、空調管理システムを構築しました。
若手女性社員が自ら手を挙げてシステム構築に挑戦し、周りの協力を得ながらゴールを目指した
取組みについて紹介します。また後半では、私たち女性社員が心身ともにより良い状態で仕事を
するためのヒントを提案して、会場の皆さんと共有したいと考えています。
3. 「多様で柔軟な働き方実現のための取組み事例紹介」
・・・・・・・・30 分(11:00～11:30)
トヨタ自動車株式会社 素形材技術部 矢内 紫織 氏
昨今、女性の社会進出や男性の育児参画、働く世代の介護両立が進み、今まで以上に多様で柔
軟な働き方が求められるようになった。また、近年のコロナ感染拡大や災害による影響など、不
測の事態の対応も必要となってきた。
弊社では多様で柔軟な働き方を加速させるべく、TPS（トヨタ生産方式）の観点に基づいた「業
務効率化・標準化」や「属人的な業務からチームでの業務遂行への移行」などの働き方改革を行
ってきたため、取組み事例を紹介する。

４．
「女性として学んできたダイカスト工場の経営と海外文化の違い」３０分(11:30～12：00)
(株)双立 代表取締役社長 桑名 恵子 氏
当社は大阪府堺市に本社を構え、海外２拠点（タイ・マレーシア）にダイカスト工場を保有し、
グループ経営を展開しております。今回の講演では海外で活躍する女性スタッフにフォーカスを
当て、その活躍ぶりや言葉の壁を超えるコミュニケーション、文化の違い等、様々な経験や今後
の課題をご紹介するとともに、女性経営者として自分の歩みから学んだことや、大切にしている
思いをお話しできればと思います。

昼食

12:00～13:00

豪華お弁当をご用意いたします。

「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
13：10～16：50 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 13：30～15：00 展示ホール C・Ｄ
Ｂコース 13：30～15：30
〃
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、13：30 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１3 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 21 日（金） ）
開催日：2022 年 11 月 11 日（金）
参

加

者

氏

名

所

9:50 - 13:00

(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

属 ・ 役 職 名
出

欠

ツアー

会議 11/11PM

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 11 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

13：30～15：00

Ｂコース（2 時間）*2

13：30～15：30

＊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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