
The concept of gender mainstreaming was raised in Beijing
Platform for Action in 1995, about 30 years ago. However, it
has been difficult for many organizations and government
agencies to put this strategy into practice, at least in Japan.
This event will show how to apply this strategy to actual
practices by overviewing entrepreneurship itself and the way
of supporting starts-up in Japan as examples. We will provide
the platform for all participants to exchange their
experiences, views, and information on the actual situation in
each country in a small-group discussion format. 

<申込はこちら/Application>
(Peatix)

How to make actions for gender mainstreaming
in entrepreneurship 

ジェンダーの主流化の概念は約30年前の1995年に北京行動綱領に登場したものであ
る。しかし、少なくとも日本において、多くの組織や政府機関においてこの戦略を実
践することは困難があった。 本イベントではこの戦略をどのように実践に活かしてい
くかを日本における起業と起業支援を例に示しつつ、少人数のディスカッション形式で
参加者の経験や見解、各国の実態に関する情報交換の場を提供する。

日時/Date and Time：
2023年3月9日(木) (March 9, 2023)
　　　　　8:00～9:30 a.m. (EST)
　　　　　10:00～11:30 p.m. (JST)
開催形態/Type of event：
Zoom meeting (from NY)
使用言語/Language：英語 (English)

CSW67 Virtual Parallel Event

https://ngocsw67forum.events.
whova.com/Agenda/2885734

(Whova)

https://bpw-
de20230309.peatix.com/

認定NPO法人日本BPW連合会 (BPW Japan)

https://bpw-de20230309.peatix.com/


How to make actions for gender mainstreaming
in entrepreneurship 

ジェンダーの主流化の概念は約30年前の
1995年に北京行動綱領に登場したものである。
しかし、少なくとも日本において、多くの組織や政
府機関においてこの戦略を実践することは
困難があった。 本イベントではこの戦略を
どのように実践に活かしていくかを日本における起
業と起業支援を例に示しつつ、少人数の
ディスカッション形式で参加者の経験や見解、
各国の実態に関する情報交換の場を提供する。

日　　時：2023年3月9日(木)
　　　　　8:00～9:30（EST）
　　　　　22:00～23:30（JST)
開催形態：Zoomミーティング
　　　　　(NYから配信)
使用言語：英語

CSW67 Virtual Parallel Event
認定NPO法人日本BPW連合会

https://bpw-de20230309.peatix.com/

<申込はこちら>

＜ゲストスピーカー＞
社会起業家

菊池モアナ⽒

https://bpw-de20230309.peatix.com/


The concept of gender mainstreaming was raised in
Beijing Platform for Action in 1995, about 30
years ago. However, it has been difficult for many
organizations and government agencies to put this
strategy into practice, at least in Japan. This
event will show how to apply this strategy to
actual practices by overviewing entrepreneurship
itself and the way of supporting starts-up in
Japan as examples. We will provide the platform
for all participants to exchange their experiences,
views, and information on the actual situation in
each country in a small-group discussion format.

How to make actions for gender mainstreaming
in entrepreneurship 

<Date and Time>
March 9, 2023
8:00〜9:30 a.m. (EST)
<Type of event>
Zoom meeting (from NY)
<Language>
English

CSW67 Virtual Parallel Event
National Federation of Business and Professional Women�s Club of Japan

<Application>

https://ngocsw67forum.
events.whova.com/Agen
da/2885734

＜Guest Speaker＞

Social Entrepreneur
Moana Kikuchi




