働く女性の環境をみんなで考える
第９回 ＡＣＣＪ関西チャリティーウォーク＆ファン・フェスティバル
10月18日
（土）
カネディアン・アカデミイで開催

約３㎞の距離を参加者とともにウォーキング

主催である在日米国商工会議所 - 関西支部の皆さん

昨年はグランフロント大阪のオープンに合わせ、大阪で開催
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２００６年から始まったこの

「透明な天井」が存在して、
上は見

い。
〝グラスシーリング〟つまり

展するための環境が整っていな

める、
仕事に復帰する、
その中で発

かと考えました。
女性が仕事を始

なのは、
働く女性の支援ではない

ました。
その中で、
この地域で必要

ベントを始めよう」と議論してい

まり、
「何か、
地域を活発にするイ

ＡＣＣＪ関西支部の幹部が集

決まりました。
ちょっと苦しい思

うというわけで、
ウォーカソンに

ぎる（笑）
。
歩くのならできるだろ

る提言は…マラソン？しんど過

く家族も巻き込んで楽しくでき

ナー？もっと何かアメリカらし

パネルディスカッション？セミ

ら の「 提 言 」 の 一 つ で す か ら、

になりました。
これはＡＣＣＪか

的に何をするか？」という議論

「テーマは決まった。
さて、
具体

「提言」はアメリカらしく楽
しく！

神戸・大阪・京都で、
働く女性の

学生５００円）
。
この収益は、
主に

す（参加費・大人１，
０００円／

加権付きのチケットを購入しま

参加者は、
Ｔシャツと抽選会参

ています。

いる多くの企業に協賛いただい

に取り組み、
働く女性を支援して

をはじめ、
職場環境改善に積極的

系企業、
イーライリリーやＰ＆Ｇ

日本法人本社を神戸に置く外資

が一致しました。

えるのに上ろうとするとぶち当

いをして歩いた後は、
参加者が家

イベントも今年で９回目を迎え

たってしまうのです。
このグラス

族そろってお祭りを楽しむこと

在日米国商工会議所（ＡＣＣＪ）
副会頭 関西支部長
神戸生まれの神戸育ち。米国ノートルダム大学経営学部を卒
業後、米国ピッツバーグ大学MBA（経営学修士）。2003年、
（社）神戸青年会議所の理事長を務め、現在は在日米国商工
会議所副会頭、関西支部会頭を務める

歩いて、
遊んで、
食べて！

として設定し開催してきました。

ました。
大阪・神戸を交互に会場

シーリングを取っ払う動きを開

環境改善に資する活動を継続的

〝グラスシーリング〟を取っ
払おう！

始することが、
関西、
ひいては日本
ができます。

に行っている団体に寄付されま
す。
今年は六甲アイランドのカネ
ディアン・アカデミイを開放して
いただいて、 月 日（土）に開
催予定です。

18

づくりのための情報の発信など、

団 体 の 紹 介 や、女 性 が 働 く 環 境

会場では働く女性を支援する

10

チャリティーテーマエリアを設
けています。
41

の発展につながるだろうと、
意見

キラン・セティさん

関西の外資系ホテルや地元有名レストランがブースを出展する国際屋台エリアでは、世界の一流料理を味わえる

キッズエリアでは、子どもたちにフェイスペインティングを行う

毎年、働く女性を応援する協賛企業が多数、ブースを出展している

またステージでは国際色豊か

なパフォーマンスが披露され、
ヒ

ル ト ン やANAク ラ ウ ン プ ラ ザ

をはじめ関西の外資系ホテル、
地

元有名レストランにご協力いた

だいている国際屋台エリアでは、

www.facebook.com/ACCJkansaiwalkathon

一流の味が楽しめます。
キッズエ

お待ちしております。
上の収益金は、
働く女性の環境改善に資する活動を継続的に行っている関西

の団体などに寄付されます。今年も多くの皆様のご参加をお待ちしております。

リアは子どもたちの遊びがいっ

で、関西の経済を元気にするための国際色豊かなチャ
リティーイベン
トです。売
活動を継続的に行っている関西の団体などに寄付されます。
今年も多く
の皆様のご参加を

ぱいの楽しい広場です。
ぜひ家族

フェスティバルを開催します。働く女性たちを支援することで、関西の経済を元気にするため

そろってご参加ください！お待

在日米国商工会議所（ACCJ）関西支部は、第9回 ACCJ関西 チャリティーウォーク＆ファン・
在日米国商工会議所
（ACCJ）関西支部は、第9回 ACJJ関西チャリティー

ウォーク＆ファン
・フェスティバルを開催します。働く女性たちを支援すること
の国際色豊かなチャリティーイベントです。売上の収益金は、働く女性の環境改善に資する

ちしています。

みんなでいっしょに考えよう
！ ！
みんなでいっしょに考えよう
ワーキングマザーの環境を
ワーキングマザーの環境を

Facebook

家族を巻き込んで楽しく気軽に参加してもらえるウォーキングを実施
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在日米国商工会議所-関西支部

The American Chamber of Commerce in Japan - Kansai Chapter

Charity Theme Area

チャリティーテーマエリア

働く女性を支援する団体の紹介や、その他有益な情報が満載！

2014 ACCJ

KANSAI

World Food Area

ワールドフードエリア

世界の食べ物が味わえる屋台エリア！

ウォーカソン チャリティーウォーク＆ファン・フェスティバル

10月18日（土）
10:30-16:00

Kids Area

キッズエリア

遊びがいっぱいの広場にようこそ！

Stage Area

ステージエリア

国 際 色 豊 かな元 気 パフォーマンス

(10:00 受付開始/Registration starts)

カネディアン・アカデミイ

CANADIAN ACADEMY
（ 神戸・六甲アイランド / Rokko Island, Kobe ）

参

加

費

Suggested Donation

チケット代は寄付されます。

Ticket proceeds will go to charity.

大人 1,000円｜学生（6歳〜）500円
Adults ¥1,000｜Students ¥500
主催 在日米国商工会議所
関西支部

The American Chamber
of Commerce in Japan Kansai Chapter

CHARITY

WALK

for
Working
Mothers

後援

駐大阪・神戸アメリカ総領事館
大阪府・大阪市
兵庫県・神戸市
京都府・京都市
奈良県・奈良市
大阪商工会議所
神戸商工会議所
京都商工会議所
近畿経済産業局
関西経済連合会
神戸青年会議所
関西広域連合

ウォーカソン実行委員会事務局
在日米国商工会議所-関西支部
〒530-0004 大阪市北区
堂島浜1-1-8堂島パークビル

Tel: 06-6345-9880
Email: kansai@accj.or.jp
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チケット購入者にステキな特典!
For Ticket Holders,

豪華景品が当たる抽選会参加権
➊ Participate
in the Prize Raﬄe
➋オリジナルTシャツをプレゼント
Receive an original T-shirt

※Tシャツのデザインは変更になる場合がございます。また、
サイズに限り
があります。ご希望に添えない場合はご容赦ください

Facebookをチェック!

www.facebook.com/ACCJKansaiWalkathon

