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特定非営利活動法人 女性技術士の会 

ニュースレター vol.42 

新元号「令和」になって初めての新年を迎えました。 

昨年の度重なる台風等に伴う一連の激甚災害の被災者の皆さまには改め

てお見舞いを申し上げるとともに、今年こそは穏やかな一年となることを

願ってやみません。 

また、今年はいよいよ東京オリンピック・パラリンピックイヤーです。

昨年のラグビーW 杯と同様、海外からのお客様を、一人ひとりの小さな

「おもてなし」で迎え、心に残るイベントにしたいものです。 

本ニュースレターは特定非営利活動法人女性技術士の会会員のみなさま

へ、本法人の活動内容を中心にお知らせいたします。第 42 号では、2019

年 9 月～2020 年 1 月の活動報告、会員からの発信、運営報告、今後の活

動予定などをお届けします。今回も楽しい記事が満載で 10 頁の拡大版です。どうぞお楽しみください。 

なお、ニュースレターは、新年度からは新しいスタイルとなりますが、引き続き、仕事のこと、趣味のこ

となど、お気軽に投稿してください。詳細は巻末のアドレスまでお問い合わせください。 
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活動報告 

 （続報）INWES1 APNN2 2019 in ネパール（カトマンズ） 

 日  程：2019 年 9 月 20 日（金）～9 月 21 日（土） 

 場 所：20 日（金）Kailash Hall, Hotel Shanker, Lazimpat  

    21 日（土）Hotel Ambassador by ACE 

 開催担当団体：WISE NEPAL  https://wisenepal.org/conference/ 

 参加国：14 か国 66 名（過去最多の参加）；バングラデシュ 1 名、インド 2

名、日本 15 名、韓国 7 名、マレーシア 2 名、モンゴル 4 名、ミャンマー4

名、ネパール 13 名、ニュージーランド 1 名、パキスタン 1 名、フィリピン

1 名、シンガポール 2 名、台湾 8 名、ベトナム 8 名 

 日本からの参加：JNWES3としての参加 15 名（本法人からは 6 名） 

 1 日目の概要：INWES Vice President による挨拶に始まり、ネパールの議員である Ms. Bimala Rai 

Poudyal による“Gender inclusion in STEM4 for vibrant economic and equitable development”と

題しての基調講演、各国による技術発表（セッション A～D）が行われた。日本からは日本女性技術者フ

ォーラムの山口理恵さんが、“Work style reform and women’s career promotion as a national 

policy and efforts to practical solutions in Companies ”と題して、セッション A で発表を行った。 

セッション A：Addressing gender barriers in STEM education and career 

セッション B：Women in Natural Science 

セッション C：Women in Information and communication technology 

セッション D：Women in construction, rural transport research and engineering 

各セッションとも複数の国からの発表があり、STEM の声として水の管理の問題や先住民族とのかかわ

りなど、様々な状況を知ることができた（詳細については、P.4 の「プロジェクト参加報告」参照）。 

 2 日目の概要：各国の技術発表「Country reports for the year 2018-19」では

各参加国から、理系女性に関する現状および活動報告が行われた。日本からは日

立技術士会活動グループ「チーム・技魔女」の秋山梓さんが、理系女性の割合の

変動や問題点、そして夏学をはじめとする活動について報告した。 

夕方からは、伝統料理と舞踊を楽しめるレストランにて晩餐会が催された。 

 参加者の感想：東南アジアは、北欧についでジェンダーギャップ指数も高い国が多いが、実態として

は、ガラスの壁があることが否めないことが理解できた。また、国家予算で活動できる国がある一方

で、日本は、ほとんど手弁当もしくは企業の支援がないと活動資金がないことも問題と感じた。今回の

開催は、過去最大の参加国・人数であった。加えて、ネパールのホスピタリティや会議の運営能力の高

さなどのお国柄を感じることができた。 

 次回開催予定：2020 年 10 月 23 日（金）～26 日（月）台湾で開催予定。2020 年の Country reports

の報告担当は本法人であり、セッションでの発表も個人で登録可能である。会員の皆様の積極的な参加

をお待ちする。 

                                            
1 INWES：International Network of Women Engineers and Scientists、JNWES は INWES の構成団体 

2 APNN：Asia Pacific Nation Network、INWES におけるアジア・パシフィック諸国のネットワーク 

3 JNWES：Japan Network of Women Engineers and Scientists、構成団体は、本法人、日本女性技術者フォーラ

ム、日本女性科学者の会、日立技術士会活動グループ「チーム・技魔女」の４団体である 

4 STEM：Science、Technology、Engineering、Mathematics の頭文字をとったもので、APNN 会議では、薬学分野

も含まれる 
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 第 13 回日韓女性技術士交流会 

 日  時：2019 年 10 月 24 日（木）15：00～ 18：00 

 場  所：大韓民国 高陽（コヤン）市 エンブルホテル高陽 

 活動形態：韓国技術士会女性委員会との共催 

 参加者：本法人から 7 名（宮地、廣瀬、中西、石田、千木良、平永、市岡）、日本技術士会 1 名 

    韓国側女性技術士 15 名、通訳 1 名 

 経 緯：2006 年より、日韓技術士国際会議のプレイベントとして女性技術士シンポジウムを開催 

 概  要： 

○ 大会テーマ ｢第 4 次産業革命の先導技術の展望と技術士の役割｣ 

○ 活動報告 

韓国：奇裕景委員長から、2019 年の活動報告 

この 1 年間の 4 つの柱を中心とする活動や、高齢者住宅の改修支援等について報告があった。ま

た技術士紹介の冊子を作成したということで参加者に配布された。 

日本：宮地奈保子理事長から、2019 年の活動報告 

日本における女性の社会進出と NPO 女性技術士の会の歴史を振り返る内容だった。また、ワーク

ライフバランスに関するシンポジウム等についても報告があった。 

○ 技術発表 

韓国：「超高齡化時代に備える融合技術」全炫柱氏  

日本以上のスピードで進む韓国の高齢化社会の現状と課題、それに対応するための技術革新によ

る融合技術について説明があった。また、会としての高齢化問題への取り組み状況についても紹介

された。 

日本：「日本の建設産業におけるＩＣＴ活用について」市岡恵利子氏 

日本の建設産業の現場において ICT 技術がどう活用され、生産性向上にどのように効果を上げて

いるかを説明する内容で、写真が多く、理解しやすい発表だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 食事会 

会場を市内の飲食店に移し食事会を開催。先ずは、

Cass ビールで乾杯。テーブル一杯に並ぶ韓国料理に

舌鼓を打ちながら楽しく歓談。更にその後、韓国側の

宿泊ホテルに移動し、有志で二次会を行った。おつま

みはナツメ。これがまた美味しいんです。 

プレゼント交換 

日本側技術発表 日韓両国の技術士会会長らと共に 

二次会の様子 
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 翌日の本会議において「第 4 次産業革命の先導技術の展望と技術士の役割～より多くの人々の幸せのた

めに～」のタイトルで廣瀬由紀氏が日本側基調講演を行った。 

 次回開催予定：2020 年 10 月 25 日（日）仙台市 

 

 シンポジウム 2019「女性技術者とワークライフバランス」コーチング編 

～チームの潜在力を最大限に引き出す～ 

 日  程：2019 年 11 月 30 日（土）13：00～17：00 

 場 所：文京区民センター 

 活動形態：主催 

 講 師：清水建設株式会社顧問 コリーン・ジョンソン氏 

 経 緯：本法人ではこれまでに、女性技術者のワークライフバランスや介護問題等について、シリーズ

で講演やディスカッションを行ってきた。今回はその 5 回目となり、その具体的なメソッドのひとつで

ある「コーチング」をテーマに実践的なアプローチを考えていきたいと思い企画した。 

 参加者：24 名（会員 11 名、JWEF4 名、一般 9 名） 

 参加費：本法人会員 1,500 円、その他 2,000 円（いずれもランチ付き） 

 タイムスケジュール： 

13:00-14:00 ランチ、自己紹介のあと休憩   14:00-14:10 キャリア・アンカーについて説明 

14:10-14:40 講師による基調講演       14:40-16:10 ワークショップ 

16:10-16:30 フリーディスカッション 

 内 容：コリーン氏がコーチングの理論や、コーチン

グ、メンタリング、ティーチングの違いなどについてわ

かりやすく紹介して下さった。さらに、ペアやグループ

に分かれてのワークショップがとても実践的だった。ペ

アワークでは、今困っていることを話してもらい、相手

の中にある答えを引き出すための質問集から、適切なも

のを選んで適用してみるというものだった。グループワ

ークは、困った部下の事例のメモが配布され、それを演

じる役とコーチをする役、観察する役を順番に体験した。両ワークを通じて、コーチングの世界を概観

し、かつ体験できた。 

 参加者の感想：技術者として長く仕事を続けているが、部下の悩み相談に乗る方法や成長を共に祝うよ

うな方法はあまり教わって来なかった。コリーン氏のおかげで、ワークライフバランスの適正化に繋げ

られる新しい手法を知ることができた。参加者同士の会話がはずみ、時間が終わっても話が尽きること

がなかった。 

 

プロジェクト参加報告 

 橋本純さん 「INWES APNN に参加して」その① 

2019 年 9 月 20、21 日に開催された INWES APNN 国際会議に参加した。以下に、印象に残ったゲス

トの挨拶、各セッションの概要、晩餐会の様子について報告する。 

 印象に残ったゲストの挨拶 

○ Dr. Jung Sung Kim, INWES 副会長 

2008 年 4 月に INWES は UNESCO の公式な事業型 NGO パートナーとなった。このパートナーシップ

は、世界中の女性や女の子たちが、特に理系である科学やエンジニアリング教育に、アクセスできるよう
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に手助けする、ダイナミックな連携である。Gail Mattson（INWES 会長）も、今回の会議に参加できな

いことを非常に残念だと述べているとともに、理系の教育や職業におけるジェンダー・バランスの重要性

がますます高まってきていることを踏まえ、イベントの成功を祈念している。 

○ Dr. Chia-Li Wu, APNN 代表 

このような会議がネパールで開催されるのは初めてのことである。今回の会議では、引き続き次の世代

の女性のリーダーの助けとなること、また、各発表を通して、STEM としての声を高めていくことや政府

に対しての影響力を強めるとともに、お互いから学ぶことが重要な目的である。 

 各セッションの概要 

○ 【セッション A：Addressing gender barriers in STEM education and career】 

ネパールの発表者は、文献やアンケートに基づいたリサーチから、女性の社会進出や経営者レベルでの

活躍などの割合が未だ低いと説明した。ネパールでは GI(Gender Inclusion)が Gender and Social 

Inclusion(GESI)と理解されていることが多いということだったが、GESI という言葉を聞いたのは初め

てだった。GESI には、ジェンダーだけでなく宗教や言葉、地域などの違いも含まれるらしい。 

JWEF（日本女性技術者フォーラム）の山口理恵氏（写真右）は、個人的な経

験に基づいて企業したダイバーシティ＆インクルージョンコンサルタントとし

ての活動について発表した。産休・育休から復帰する個人だけでなく、その上職

者にもワークショップを展開することで、コミュニケーションが取りやすい環境

を作るなど、国や分野を超えて実践できる内容で好評だった。 

○ 【セッション B：Women in Natural Science】 

ここでは、飲み水や農業などの自然資源と女性についてのリサーチ結果が報告

された。日本ではあまり考えないことだが、森林や飲み水を地域団体が維持管理していく際にも、女性が

もっと関わることで女性のエンパワーメントに繋がるといった報告もあった。STEM(Science 

Technology Engineering and Mathematics)分野での女性の活躍がまだまだ南アジアでは少ないが、タ

ーゲットを絞った奨学金などの活用により、水資源管理分野にも女性を増やすべきとの報告もあった。 

○ 【セッション C：Women in Information and communication technology】 

台湾の発表者によると、台湾には 16 の先住民族が住んでおり総人口の２％を占めるらしい。先住民の

女の子を主人公にした’Go Go Gias’というアニメシリーズは、民族、ジェンダー、伝統文化、教育といっ

た幅広いテーマを織り交ぜ、女の子がもっと STEM 分野に興味を持ってくれるような作品と紹介。ネパー

ルの発表者は、サイバー・セキュリティの会社を経営する方が、その分野と女性について発表した。この

分野の女性労働力は 11%（2013 年）から 20%（2019 年）に上昇したとし、まだ新しい職域であるた

め、女性が活躍できるチャンスが多いとの説明があった。 

○ 【セッション D：Women in construction, rural transport research and engineering】 

Trail Bridge の発表では、山間部などに住む住民が使う橋は平均 2 年サイクルで修理が必要であり、女

性が研修を経て高い技術を身に着けることで、高い収入や継続的な就労が可能になると説明した。災害復

興のテーマでは、女性ならではの問題や弱い立場にある女性の身に起こる危険を考慮し、政策レベルだけ

でなく、地元レベルで対応できる女性の認定が必須とした。そのほか、2015 年のネパール地震発生後、

地方在住の男性労働者が復興と高収入を求めて都心に流出し、地方で建設技術を持つ労働者が減少してし

まった。サイバー・セキュリティ分野への参入で、女性も技能者として高収入を得ることが可能になるが、

賃金に対する女性差別など、企業への教育も重要と締めくくった。 

 晩餐会【Gala dinner/Networking】 

各国の参加者が、ダンスや歌を披露した。日本はマジックを披露し、楽しいひと時を過ごした。 
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 木村了さん 「INWES APNN に参加して」その② 

筆者にとってネパールは初めての国であった。 

仕事の忙しさ、航空機乗り継ぎの面倒くささ･･･これらを考えると二の足

を踏むところであるが、何よりもこの国の神秘的なイメージに引かれ、万難

を排して（大げさではあるが）参加した。そうは言っても通常数か月前から

参加者を募り、日本からの発表者を選び、内容のやり取りを重ね･･･意外に

準備が大変な行事である。 

参加してみると同じような

女性技術者科学者が「久しぶ

り~！」と言う感じで飛びつ

いてくるのが魅力でもあり、また他国の女性技術者・科学

者からパワーを貰えるのも得難い経験で…ついつい参加し

てしまう。 

当会のメンバーも同じように NEPAL 国の神秘性にひかれ

て沢山の人数（15 名、歴代最高）が参加してくれた。 

人数が多いという事は非常に心強いことで、中にはご主

人とお父様を連れての参加もあり、start dinner は JICA で

ネパール在住の会員も参加してくれて気勢をあげた。 

さて、会議当日は通常と違い 2 日目がカントリーレポート、初日は技術発表であった。日本からは英語が

堪能な山口理恵さん（JWEF）が流暢な説明で難なくクリア。 

翌日は若手の秋山梓さん（日立の「チーム・技魔女」）がこれまた度胸の据わったカントリーレポートを

披露してくれた（詳しくは、冒頭の活動報告および橋本さん作成の参加報告その①参照）。 

加えて今回はティーブレイクに日本の「お茶」を披露した。お茶に精通しているメンバーが重い茶器と

抹茶・干菓子を遠いネパールまで持参し皆様にふるまい、好評を得た。さてさて、お楽しみのガラナイトは

ネパールの民族舞踊と音楽を見ながらの食事を用意してくれていた。何処となく日本のルーツを感じさせる

ダンスと音楽と･･･なんといっても国民性の穏やかさがに染み出て、美味しく楽しいひと時を過ごさせてい

ただいた。 

大成功した日本のマジックショー 台湾チームの歌とダンス 

おいしかった晩御飯 ネパールのビール 

素晴らしい木造建築の宝庫 

ティ－ブレイクは眺めの良い屋上で 

ヒマラヤの峰々 
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最後に･･･日本とは全く習慣の違うネパールを想像していたが、案に諮ら

んや･･･非常にきちんとした準備、スマートで合理的な運営、そしてのんびり

としていながら仕事はきちんとこなす･･･そんな日本人に似ている NEPAL に

カルチャーショックを抱きながら帰国した。 

 

 

会員からの発信 

 田村裕美さん（建設部門） 「忙理偸閑（ぼうりとうかん）」 

とある忘年会の宴たけなわの頃、自分の 2019 年を漢字一文字で表すと？のお題が

出ました。皆さんの解答はそれぞれで、なるほどと面白く拝聴しました。 

私の一文字は「犠」です。これには大きく 2 つの理由があります。 

ひとつめは日本初開催のラグビーワールドカップで躍進した日本チームのメンバー

の何人もが「すべてを犠牲にして準備をしてきた」とインタビューで話していました。

そもそもラグビーのプレースタイル自体がチームのために自分を犠牲にするものなので、厳しい練習漬けの

生活と精神性の二重の意味があるかと思います。そこまで言うほどの努力を重ねてきたからこそ、感動を起

こす結果を出せたのだと思います。 

この話については技術士の多くは腑に落ちたのではないでしょうか。一人前になるためもしくは何かの高

みを目指している時、がむしゃらにやる時期が必要であることに共感できたと思います。 

ふたつめの理由は、私が（公社）日本技術士会に入会したのは 2000 年なのですが、ずっと何かしらの委

員会で委嘱をされてきました。2019 年 6 月防災支援委員会の委員長を任期満了にて退任し、初めて何もな

い一会員になりました。 

こういった委員会の貢献活動に割く時間は短くなく、業務多忙と併せて完全オフの日は年に数日という生

活でしたので、自分の時間を捧げてきたことは否めません。 

私自身は 2012 年に一般社団法人ソーシャルテクニカを立ち上げ、技術士などの国家資格を持つ専門家と

チームを組んで、仕事をしています。専門はエネルギーマネジメント（省エネ含む）、地球温暖化防止対策、

廃棄物処理、インフラメンテナンス、防災・減災など、社会の課題と考える分野を中心に多様な業務を行っ

ています。 

日本技術士会の他にもインフラメンテナンスや防災関連の活動にも関わっており、

仕事との境界も曖昧です。最初に犠牲の一文字を挙げましたが、それが嫌ということ

ではなく楽しんでやっています。 

楽しみながら活動できた代表として、2019 年は子供向けの防災・インフラメンテ

の恐竜トレーディンカードやゲームや若手技術者向けのインフラメンテの小冊子（イ

ンフラ点検のすゝめ）の制作がありました。 

特に恐竜カードは各種イベントで子供達に

大人気でした。子供は恐竜好きでしょ!ぐらいの軽い思い付きで作り

始めましたが、これがきっかけで、恐竜って面白いなーと目覚め、勉

強中です。 

恐竜カードはまだ 13 種類しかありませんが、2020 年はもっと種

類を増やしたいと思っていますので、アイディア募集中です。 

また動き回るためには健康第一、体力づくりを兼ねてサッカーを

しています。サッカーを始めたのは青年技術士交流実行委員会時代
恐竜トレーディングカード 

インフラ点検のすゝめ 

ヒマラヤの峰々 
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に日本技術士会の日韓会議のプレイベントである親善サッカー大会に参加してからです。この年齢でしかも

男性チームに混じっての参加なので、戦力にはなっていませんが、韓国チームにも選手として認められてお

り、たま～にナイスプレーで貢献できることもあります。 

昨今の日韓関係の悪化から日韓会議への影響も危ぶまれましたが、高陽市で行わ

れたサッカー大会ではもっと親睦を図ろうと盛り上がり、新たな日韓交流のステー

ジに移った事を感じました。 

初心者・女性大歓迎、普段のサッカーの練習会には子供や技術士以外も参加して

いますので、興味ある方はお気軽にご連絡・参加してくださいね。 

 

 

【シリーズ企画】技術士の部門紹介 第 13 回 機械部門/熱・動力エネルギー機器 

 関矢英士さん（機械部門/熱・動力エネルギー機器） 「これが無ければ文明は成り立たない」 

 機械部門／熱・動力エネルギー機器の概要紹介 

機械技術は技術士の全部門に密接に関わる技術であり、それ故技術士制度発足時点か

ら存在する部門です。機械はそれ自身が主役の場合が目に付きますが、いたるところ裏方

でも働いています。電子技術の発達に伴い、写真機や録音機が可動部分のない電子装置に

なったにも関わらず、そのような装置まで機械の範疇に入れる人が出て来ましたが、本来

機械とは、人力・水力・電力等のエネルギー入力を得て、所定の運動出力をするものであり、「材料力学」「流

体力学」「熱力学」「機械力学」という４力学に基づいて作られた、動きを伴う装置です。 

機械に関わる周囲の環境の変化に応じるため、選択科目は結構短期間に改正が行われて来ました。現在は

「機械設計」「材料強度・信頼性」「機構ダイナミクス・制御」「熱・動力エネルギー機器」「流体機器」「加工・

生産システム・産業機械」の６科目にまとめられています。巨大なクレーンや製鉄所の圧延設備からマイク

ロマシンまで規模が極端ですし、特注一品料理のものも大量生産のものもありますから、機械が専門と言っ

ても、何の機械を専門にしているかで、理論の応用編のところは全く異なります。機械はまた、所定の動き

をすれば良いだけではダメで、求められる性能を発揮できなくては完成品とは言えません。 

「熱・動力エネルギー機器」は、熱に関する工学理論をもとに、熱エネルギーを動力エネルギーに変換す

る技術が中心で、自動車のエンジンや火力発電設備などが代表例です。 

 かって担当した業務の紹介 

私の技術者として最初の仕事は火力発電所のシステム設計をすることで、二つの発電所を手掛けました。

しかし 1973 年に石油危機が起こると、国産エネルギー技術開発の機運が広がり、大規模な国家研究も立ち

上げられたので、私は自然エネルギーを電力に変換する技術の開発業務に携わることになり、会社の儲けに

寄与しないその畑から出ないまま 1995 年、エネルギー事業に乗り出した子会社に移りましたが、そこでは

資格の必要性を痛感する事態があり、1996 年に機械部門で受験して合格しました。 

技術士に相応しい体験を述べよとの設問に対して

は、地熱熱水をエネルギー源とする試験発電所（写

真）のシステム設計が役に立ちました。 

子会社では工場やビルで消費するエネルギーを削

減する工事を受託する事業に携わりましたが、私が

機械部門の技術士だということで、一般財団法人省

エネルギーセンターから同センターの業務への参画

を依頼されまして、会社の方も省エネ事業をしている 濁川試験発電所全景（北海道森町 1978 年） 

定格出力 1,000kＷ 

サッカー練習風景 
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ので、同センターとのパイプは大歓迎でした。同センターの情報を会社の営業活動に使うことはできません

が同センターで私が得る経験が会社に役立ったし、会社の事業で得た現場データ等が同センターの理論の裏

付けになったりして、双方両得だったのです。社内でも技術士として尊重されました。2011 年には関東経済

産業局長から省エネへの貢献で表彰されました。 

自然エネルギーの活用を業務とした技術士として、自分自身が実践しないのは不本意なので、2002 年に

自宅に 4kW の自家用太陽光発電設備を設置しました。夜間や曇天・雨天時は当然電力会社から買電していま

すが、昼間余剰分は電力会社が買ってくれています。年間を通して見ると買電量より売電量の方が多く、我

が家では電気とは買うものではなく売るものにて、環境面での社会貢献だと自負しています。調子に乗りま

して、2009 年には娘一家の自宅に 4.54ｋＷ、2014 年には息子一家の自宅に 4.41ｋＷの設備を設置しまし

た。 

2009 年にフルタイム勤務は終わり、2013 年には日本技術士会の役員業務も終わって、束縛がほとんど

ない身となりました。機械部門の技術士の典型・代表例は、商品化に至った機械・設備を数多く設計した人

と言えるでしょう。私の技術士人生は本当に特異な例だと思って下さい。 

現在は業務に執着する気は全くなく、東京都大田区の児童館で子供たちにものづくりの楽しさを体験させ

るボランティア活動をしています。会社勤務中の 2002 年に始めまして、今では訪問回数 50 数回/年、参加

人数延べ約 1,200 人/年程度となっていますが、活動初期に参加していた子供たちはもう高校を卒業してい

る世代ですから、理系に進むきっかけになった人も居るであろうと思うと、大変幸福な気持ちになります。 

縁があって、男の身で 2010 年から当ＮＰＯの監事に就任しています。日本は男たちの旧態然とした意識

が一向に改まらず世界のひんしゅくを買っていますが、原因の一つは「知的女性と知的交流」をする機会が

乏しいことだと思います。当ＮＰＯは男たちを啓発する活動について、検討することはいかがでしょうか。 

 

会からのお知らせ 

 交通費助成のお知らせ 

本法人の東京で開催される行事（総会、シンポジウム等）に、地方会員の方にもより気軽に参加していた

だけるよう、来年度から交通費助成制度を設けることにしました。 

＜助成金額＞ 

首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）からの参加：なし（「女子中高生夏の学校」参加の場合のみ千円） 

関東圏（茨城、群馬、栃木、山梨、静岡、長野）からの参加（例：静岡⇔東京）：3 千円 

関東圏外から東京への参加（例：仙台⇔東京）：１万円 

予算は年間 8 万円、先着順とします。本制度を活用した方には、10 分程度の近況または研究の報告をお願

いします。パネリスト、講師の方への補助は、これまで通り会員 3 千円、非会員 2 万円です。 

また、国外の会議等に参加されるパネリスト、講師の方への補助は１万円～４万円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ニュースレターについてのご意見・ご感想はこちらまで：info@pej-lady.org 

2020 年第 1 号 通巻第 42 号 発行責任者：特定非営利活動法人 女性技術士の会 理事長 宮地奈保子 
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運営報告 

 

今後の活動予定 

 2020 年 新年会（JNWES と合同で開催） 

 日  程：2020 年 2 月 1 日（土） 17：30～19：30 

 場 所：涵徳亭（かんとくてい） 日本間広間（東京都文京区後楽 1-6-6） 

JR /東京メトロ 飯田橋駅から徒歩 10 分 

 地図/URL：https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/access030.html 

 予約名：JNWES（日本女性技術者科学者ネットワーク） 

 参加費：5,000 円程度 

 

 第 13 回通常総会・勉強会・懇親会 

日 程：2020 年 5 月 23 日（土） 

※ 時間・場所・内容等の詳細に関しては、全体メール及び Web サイトにて連絡します。 

 

 2020 年度の国際会議の日程 

 ICWES518：9 月 11 日（金）～14 日（月）イギリス 

 INWES APNN 2020：10 月 23 日（金）～26 日（月）台湾 

 第 14 回日韓女性技術士交流会：10 月 25 日（日）仙台 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 ICWES：International Conference of Women Engineers and Scientists（国際女性技術者・科学者会議）；3 年毎

に開催される INWES 主催の国際会議  

主  体 日  時 議   題 

理 事 会 
2019 年 

12 月 10 日（火）18：30～20：00 
部会報告、2020 年の活動について、総会までのスケジュールについて 

企 画 部 
2019 年 

11 月 19 日（火）19：00～21：00 
シンポジウムと勉強会・新年会について 

広 報 部 
2020 年 

1 月 25 日（土）14：30～16：30 

理事会協議事項の伝達、ニュースレター（Vol. 42,43）、来年度からの運

営について 

国 際 部 メールによる活動 ICWES-18th 参加に向けた女性技術士の会としての企画について検討 

地域交流部 メールによる活動 各地の会員活動状況の情報収集および発信 

事 務 局 － 入退会管理、資金管理、Web 確認 等 

mailto:info@pej-lady.org

