平成26年

９月２１日（日）
会場＠株式会社Gina&Partners

福岡市中央区渡辺通3-6-15 NOF天神南ビル2F

NBWA ビジネスウーマンセミナー
~ 第３回 西日本女性実業家協会 公式イベント開催のお知らせ~
西日本女性ビジネス協会（NBWA）は、2013年に設立された、新しい形の女性のインターナショナルなビジネスグループです。ビジネスの世界で活躍してい
る外国人女性と日本人女性との交流、向上を目指し活動しています。NBWAでは9月21日にビジネスウーマンや起業を目指す女性の自己啓発とネットワー
クの拡充のための第3回目のセミナーと交流会を開催することになりました。セミナーは日本語と英語によるディスカッションを豊富に盛り込んだワークショッ
プ形式で、会員以外の方もご参加が可能ですので、皆様お誘いあわせの上、ぜひご来場くださいますようお願い申し上げます。
Nishinippon Business Women Association (NBWA) is an international group of businesswomen founded in 2013. NBWA is committed to promote
women empowerment, networking, internationalization and self-improvement. We would like to invite you to the third NBWA’s official Event, on
Sunday 21th, Sep. 2014. The event will be held in both English and Japanese, and both members and non-members are welcome.

~BUSINESS WOMEN’S SEMINAR~
HOW TO USE SNS and INTERNET TOOLS FOR YOUR BUSINESS
ＳＮＳやインターネットツールのビジネスでの活用方法を学ぶ

Sunday, September 21, 2014 / 平成26年9月21日(日)
Success Story

PROGRAM

Gina WHITTLE

18歳でニュージーランド文部省推薦留学生と
して福岡に一年間留学。帰国しモデルとして活
躍後、20歳で再び来福。24歳で留学エージェ
ント、株式会社Gina&Partnersを設立。オセア
ニアへの留学、有給インターンシップ、大学研
修プログラムなどを手掛ける。イミグレーショ
ンアドバイザーの資格も取得し、幅広い相談に
応じる。
After a one-year-study in Fukuoka as a NZ Ministry of Education
recommended student at the age of 18 and work experience as a
model, Ms. Whittle decided to return to Fukuoka. When she was
24 years old, she founded a study-travel agent company, “Gina &
Partners” for services of studying in Oceania, paid internship, and
the volunteer program. She is also a qualified immigration adviser
and it helps her providing a wide range of consultation services.

Kentarou MAEDA

Coaching

パソコン整備、ネットワーク管理、セキュリ
ティ管理を専門とするITエンジニア。会員制IT
運用支援サービスを福岡市中心域の零細企業に
限定して提供している。ニッチな仕事を少数精
鋭ならではのスピードで丁寧にまじめにこなす。
彼の開催するランチェスター戦略社長塾では、
これから起業をめざす若手事業家に経営の初歩
を教えるなど、様々な角度から経営者のサポー
トを行っている。
Working as an IT support engineer and information technology
(specialized in SMEs), security administrator, and PC mechanic,
Mr. Maeda also teaches as a President of a school for company
management. He provides IT support to small and medium-sized
enterprises with PC network infrastructure management. His
motto is to work and provide serious services to a niche and
minority elite.

西日本女性実業家協会(NBWA)
Nishi-nippon Business Women Association
Hakata-eki Minami 2-1-5-8F (c/o Di Santo Corporation)
Hakata-ku, Fukuoka city 〒812-0016
福岡市博多区博多駅南2-1-5-8Ｆ ディサント(株)内
TEL: (092)292-0092 FAX: (092)292-0093

TIME

TITLE

14:0014:05

Welcome Speech 開会のご挨拶
～Joelle SAMBUC BLOISE, NBWA president～

14:0514:40

Success Story Session サクセスストーリー
～Gina WHITTLE, CEO, Gina&Partners KK ～

14:4515:30

Coaching Session コーチング
～Kentarou MAEDA, CEO, Strategia KK～
Key Steps for Setting up a Professionallooking Website and using Social Media
Tools (with Q&A)

15:3016:00

Coffee Break 休憩
～Networking Time～

15:4517:00

Working Group Session グループワーク
Ideas for creating or improving the website
of group members and business
communication with Social media tools.

17:00

Closing Speech 閉会の言葉
~Misa WADA, NBWA president~

Location
〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通3-6-15
NOF天神南ビル2F
株式会社Gina & Partners

Fee

￥1,000（Members）/ ￥1.500（Non-Members）

Registration お申込み Please apply for the event by e-mail.

contact@nbwa.jp
①[Name] / ②[Company Name] / ③[Phone] / ④[Email] / ⑤[NBWA
Member or Not] / [Other（Nursery service reservation is not available in
this event）]

