PwC Japan グループ 文京区 ユニリーバ・ジャパン UN Women 日本事務所 HeForShe

セミナー

イノベーションが変える未来の仕事
～マインドセットが変える私たちの生き方・働き方～

2017.03.07 (火) 13:00-17:00

入場無料

文京シビックホール （小ホール)
使用言語：日本語（英語同時通訳付き）

13：00 イントロダクション 「HeForShe でなぜ未来を語るのか」
唐木 明子

PwC コンサルティング合同会社ストラテジーコンサルティング（Strategy&）
パートナー

成澤 廣修

文京区長

島田 由香

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役 人事総務本部長

13：05 「HeForShe～ビジョンとコミットメント～」
福嶌 香代子 UN Women 日本事務所長

13：15 He+She 対談 「日本の未来、He の役割」
スペシャルゲスト
In the event of

13：45 対談①「ミライの仕事・AI と生きて行く～ワクワクが人間の強み」
青砥 瑞人氏 株式会社 DAncing Einstein 代表
松尾

国際女性デー2017

豊氏 東京大学大学院 工学系研究科 技術経営戦略学専攻 特任准教授

唐木 明子

（モデレーター） PwC Strategy& パートナー

14：30 ティーブレイク、HeForShe への署名
14:45 対談②「先進企業の取り組み、He へのメッセージ」

お申込み・お問合わせ

有沢 正人氏 カゴメ株式会社 経営企画本部人事部長 執行役員

文京区総務部総務課

松本

ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進担当

晃氏 カルビー株式会社 代表取締役会長 兼 CEO

八木 洋介氏 株式会社 people first 代表取締役

電話：03-5803-1187

島田 由香

（モデレーター）
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役 人事総務本部長

15：45 パネルディスカッション「変化を実践する‐地域・学校・職場改革」
高津 尚志氏 IMD 北東アジア代表

お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

申込締切日：2月28日（火）

平山 景子氏 （モデレーター兼パネリスト）
グーグル合同会社 サーチ&ブランドマーケティング統括部長 Women Will プロジェクト統括

井上 一鷹氏
株式会社ジェイアイエヌ JINS MEME 開発統括
ｓふ
安藤 哲也氏 NPO 法人ファザーリング・ジャパン ファウンダー／代表理事

16：45 閉会挨拶、HeForShe への署名
木村 浩一郎
PwC Japan グループ代表 PwC あらた有限責任監査法人代表執行役

フルヴィオ・グアルネリ
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社 代表取締役 プレジデント& CEO

総合司会
梅木 典子

PwC Japan グループ ダイバーシティ推進リーダー、
PwC あらた有限責任監査法人 パートナー

*プログラム内容、登壇者は変更の可能性がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

主催（五十音順）

PwC Japan グループ
文京区
ユニリーバ・ジャパン
UN Women 日本事務所

Stand Together
What we share is more powerful than what divides us.
Take action now to create a gender equal world.

HeForShe
HeForShe は、UN Women （ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関）による、ジェンダー平等のための
連帯キャンペーンです*。男性を含む世界中のすべての人がジェンダー平等の実現のために参加し、変革の主体となれるよ
う、体系的なアプローチとそのためのプラットフォームを提供しています。
2014 年 9 月 20 日に潘基文国連事務総長（当時）とエマ・ワトソン UN Women 親善大使により発表されて以来、各国首脳や
CEO、世界的な有名人、そしてあらゆる階層の人々を含む世界中のたくさんの賛同者が HeForShe に署名しました。2016
年 1 月には、すべての人々の参加とジェンダー平等に向けた多様な取り組みを求める声に応じて HeForShe キャンペーンの
リニューアルが発表され、すべての人々がありのままの自分で、自分の表現したい方法で署名できるようになりました。2017
年 2 月現在、世界中で 120 万人以上（日本でも 3,700 人以上）が HeForShe キャンペーンに署名しています。HeForShe
への署名方法はこちらから：

http://japan.unwomen.org/ja/news-and-events/in-focus/heforshe/commitment

Message
ジェンダー平等への取り組みは、かつては女性だけによる女性のための取り組みとして認識されていました。しかし、近年、
ジェンダー平等は女性の問題というだけでなく、人権の問題として捉えられ始めています。私たちの力強い声が届けば、世界
を変えることができます。変革の時は今です。ジェンダー平等な世界をつくるために団結し、共に行動しましょう。HeForShe
はジェンダー平等についてただ議論するだけではありません。支持者が団結し、言葉を広め、実践的な行動によって世界を
変えるよう動員することで、ジェンダー平等を実現するのです。

IMPACT10×10×10

アクセス
IMPACT10x10x10 は、各国首脳 10
名、世界的企業の CEO10 名および
大学学長 10 名を IMPACT Champion
として選び、トップからジェンダー平等

Bob Moritz

Paul Polman

に向けて変革を促すことを目指して

PwC International Ltd.
会長

Unilever
CEO

2015 年に立ち上げられたプログラム

●文京シビックセンター
●東京メトロ丸の内線・南北線
後楽園駅 【5 番出口より直結】
●都営地下鉄三田線・大江戸線
春日駅 【連絡通路にて直結】
●JR 中央・総武線 水道橋駅
【徒歩 10 分】

です。これら 10 の政府、企業、大学の指導者は、高い倫理感、公共サービスの卓

●

越性、世界規模の活動、変革推進のために自らの影響力を行使する意志などが

●

評価されて選出されています。IMPACT Champion は、国政、企業、大学、レベル
において、ジェンダー平等を各組織の優先課題とし、大胆かつ革新的な 3 つのコ

●

ミットメントを策定し、組織の内外で真の変革に取り組んでいます。PwC とユニリ
ーバは、IMPACT10×10×10 の 10 企業のうちの 2 社です。

* ジェンダーとは、ある時代のある社会が、そこに所属する男性・女性にとって「ふさわしい」とする役割、
行動、性質など、生物学的な性差に付加された社会的・文化的な性差のことです。

●

