茨城県
2021

火

ザ・ヒロサワ・シティ会館大ホール

12:00～15:25

（水戸市千波町東久保697番地）

・開場11:30

多様性を認め合う社会の実現のためには、何が必要か。

・対談上映12:00

各方面でご活躍の方々からお話を伺い、参加者の皆様と共に考えます。

基調講演

・開会12:50

「100人100通りの働き方」

13:00～14:00

あお の

サイボウズ㈱ 代表取締役社長

よし ひさ

・基調講演13:00
・クロストーク14:05
・閉会15:25

青野 慶久

クロストーク

「ダイバーシティ×働き方」

14:05～15:25

講師の青野慶久氏も交え、4名でのクロストーク。
ご参加いただいた皆様からの質問をチャットで受け付けます。

㈱JobRainbow
代表取締役 CEO
星 賢人

オンライン対談 先行上映

オードリー・タン
台湾デジタル担当大臣
聞き手：茨城県知事 大井川和彦

11月17日
申込締切

会場参加：定員７５０名
（定員を超えた場合は抽選）
オンライン参加：定員なし

参加無料

アーケル・バイオマリン社
日本代表
山本ハンセン・アネッテ

茨城県知事
大井川 和彦

12:00～12:45
Youtube一般公開前のオンライン対談動画を、
シンポジウムご参加の方向けに先行上映いたします。
開会前のひととき、ぜひご覧ください。

2021年10月27日(水)9:00～11月17日(水)17:00

申込・詳細はこちらから

申込専用フォームまたは、往復はがき(必着)でお申し込みください。
申込締切後、11月19日(金)までに参加決定通知をお送りします。
詳しくは、ダイバーシティ推進センターホームページをご覧ください。
問合せ先：茨城県 ダイバーシティ推進センター「ぽらりす」
電話 029-233-3982

ダイバーシティ推進センター
「ぽらりす」HP
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2021.11.23
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」
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お答えします。
お答えします。
それは・・・。
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