
 

 

平成25年10月18日 

 

横浜銀行・浜銀総合研究所 共同開催 

はまぎん女性経営塾 

2013年度 第1回 

 

 

 

 

講師 西郷公子氏（神奈川新聞社 川崎総局長） 

一地方記者から見た『男女共同参画社会』 
 

◆講師略歴 
 神奈川新聞社川崎総局長 昭和 60 年４月神奈川新聞社入社。県警、相模

原、文化部、経済部、東京の経済・国会担当、整理部の記者、報道部デスク

など経験。平成 19 年 10 月川崎支局長、平成 21 年 6 月文化部長兼論説委員

を経て、平成 24 年１月から現職。浜銀総合研究所に１年間出向経験も。（平

塚市生まれ、町田市育ち。都立町田高校を経て一橋大学社会学部卒） 
 
 

お知らせ（今後の予定） 

第 2回 平成 25 年 12 月 17 日（火） 海内美和氏（海内工業株式会社取締役営業業務部長） 

第 3回 平成 26 年  1 月 21 日（火） 中山こずゑ氏（横浜市文化観光局長） 

第 4回 平成 26 年  2 月 19 日（水）  パネルディスカッション 

早川美穂氏（東京ガス株式会社神奈川支社長兼横浜支店長）他 

会場：ＹＢＳ南幸ビル 8階大会議室（横浜市西区南幸 2－15－20） 

時間：各回とも 18時30分～20時00分（18時開場） 

 

 

 

 



 

平成25年12月17日 

 

横浜銀行・浜銀総合研究所 共同開催 

はまぎん女性経営塾 

2013年度 第2回 

 

 

 

講師 海内美和氏（海内工業株式会社取締役営業業務部長） 

 ｢仕事でいちばん大切なこと 

    ～自分らしく生きるために～ 」 

 
◆講師略歴 
 昭和 57 年生まれ。大学卒業後、資産運用会社に勤めている間にリーマン

ショックが起きる。それを機に平成 20 年 11 月より、半世紀続く精密板金工

場の立て直しを志し入社。現在、営業業務部長兼取締役として「待つ」町工

場から「発信、動く」町工場をコンセプトに、平成 25 年より半世紀培った

技を掲載した対話型 web ページである「板金ガイド」の開設や、町工場デ

ザイナーBRANCH と組んで名刺ケースも販売開始。日本が誇る職人の技を

活かすべく新しい試みに挑み続けている。 
（海内工業 web サイト http://amauchi-industry.com/ ） 

 

お知らせ（今後の予定） 

第 3回 平成 26 年  1 月 21 日（火） 中山こずゑ氏（横浜市文化観光局長） 

第 4回 平成 26 年  2 月 19 日（水）  パネルディスカッション 

早川美穂氏（東京ガス株式会社神奈川支社長兼横浜支店長）他 

会場：ＹＢＳ南幸ビル 8階大会議室（横浜市西区南幸 2－15－20） 

時間：各回とも 18時30分～20時00分（18時開場） 

   なお、2月19日の第４回では、セミナー終了後、講師を囲んだ簡単な懇親会を予定しております。

 

 



平成26年1月21日 

 

横浜銀行・浜銀総合研究所 共同開催 

はまぎん女性経営塾 

2013年度 第3回 

 

 

 

 

講師 中山こずゑ氏（横浜市 文化観光局長） 

  

 「自分自身をマーケティングする 

～考えよう、キャリアパス」 

 
◆講師略歴 
 横浜市文化観光局長 昭和 57 年 3 月 慶応義塾大学大学院社会学修士課

程修了、同年 4 月日産自動車株式会社入社、企画統括部長、ブランドマネジ

メントオフィス部長、ブランドコーディネーションディビジョン副本部長を

経て、平成 23 年 4 月 横浜市都市経営局担当理事、同年 5 月 横浜市文化

観光局横浜魅力づくり室長、平成 24 年 4 月より現職。 
 

 

お知らせ（今後の予定） 

第 4回 平成 26 年  2 月 19 日（水）  パネルディスカッション 

早川美穂氏（東京ガス株式会社神奈川支社長兼横浜支店長）他 

会場：ＹＢＳ南幸ビル 8階大会議室（横浜市西区南幸 2－15－20） 

時間：各回とも 18時30分～20時00分（18時開場） 

   なお、2月19日の第４回では、セミナー終了後、講師を囲んだ簡単な懇親会を予定しております。

 

 

 



平成26年2月19日 

横浜銀行・浜銀総合研究所 共同開催 

はまぎん女性経営塾 

2013年度 第4回 

 

パネルディスカッション 

｢女性の活躍が社会を変える 
  ～そのために必要なこと、大切なこと～」 
パネラー 

西郷公子氏 （神奈川新聞社 県西総局長） 
昭和 60 年４月神奈川新聞社入社。県警、相模原、文化部、経済部、東京の経済・国会担当、整

理部の記者、報道部デスクなど経験。平成 19 年 10 月川崎支局長、平成 21 年 6 月文化部長兼論説

委員、平成 24 年１月川崎総局長を経て、平成 26 年 2 月から現職。浜銀総合研究所に１年間出向経

験も。（平塚市生まれ、町田市育ち。都立町田高校を経て一橋大学社会学部卒） 
                  

早川美穂氏 （東京ガス株式会社 神奈川支社長兼横浜支店長） 
昭和 61 年 3 月お茶の水女子大学家政学部卒業、同年 4 月東京ガス株式会社入社。都市生活研究

所研究員、商品技術開発部副課長、都市生活研究所主幹研究員を経て、平成 16 年 4 月都市生活研

究所所長、平成 21 年 4 月多摩支店長、平成 24 年 4 月より現職。著書に『暮らしスタイリング予

報』（共著､2007 年､ガスエネルギー新聞刊）、『マッチ売りの少女に魔法のランプを』（共著､2007
年､エネルギーフォーラム刊）、『しあわせバスタイムレシピ』（共著､2008 年､ガスエネルギー新聞

刊）など。 
 
海内美和氏 （海内工業株式会社 取締役営業業務部長） 
昭和 57 年生まれ。大学卒業後、資産運用会社に勤めている間にリーマンショックが起きる。そ

れを機に平成 20 年 11 月より、半世紀続く精密板金工場の立て直しを志し入社。現在、営業業務部

長兼取締役として「待つ」町工場から「発信、動く」町工場をコンセプトに、平成 25 年より半世

紀培った技を掲載した対話型 web ページである「板金ガイド」の開設や、町工場デザイナー

BRANCH と組んで名刺ケースも販売開始。日本が誇る職人の技を活かすべく新しい試みに挑み続

けている。 
 

遠山久恵氏 （横浜銀行 上永谷支店長） 
平成 3 年 4 月横浜銀行上溝支店入行後、人事部で採用を担当、藤沢支店、座間支店で個人営業に

従事、その後相模大野支店の渉外課長を経験後、平成 16 年育児休業に入り、翌年たまプラーザ支

店の内部課長で復帰。平成 18 年あざみ野支店長、平成 22 年港北ニュータウン南支店副支店長を経

験後、平成 24 年 5 月営業統括部ブランド戦略本部事務局長として銀行のＣＳ向上に取り組む。平

成 26 年 2 月から現職。 
 

         モデレーター 山鹿亜紀子(浜銀総合研究所 調査部副主任研究員) 

 
 

 

 



本日のテーマ 

 

１． 自己紹介・現在のお仕事 

  
 
 
 
 

２． 仕事観について ～これまでどういう思いでキャリア形成してきたのか～ 

 
 
 
 
 

３． 課題の克服 ～体力・気力を求められる職場で活躍するに際し、直面する課題に

どう立ち向かったか～ 
 
 

 
 
 

４． ワーク・ライフ・バランス ～ワーク・ライフ・バランスに関わる職場の制度は

どうなっているか～ 
 
 
 
 
 

５． 仕事を通じた自己実現を図るために ～大切だと思う考え・行動～ 

 
 
 
 

 
６． まとめ ～参加者の皆さまへのメッセージなど～ 

 
 
 
 
 
 
※パネルディスカッション終了後、簡単な懇親会（参加費無料）を予定しております。 
ぜひご参加ください。 

 

 


