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●主催／秋田県・あきた女性の活躍推進会議・輝く女性を応援する実行委員会 ●後援／内閣府・厚生労働省・経済産業省 他

あきた女性の活躍推進会議キックオフイベント

第 1 回
輝く女性を

（申請中）

※車椅子での来場をご希望される方は下記お問い合せ先までご連絡ください。
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お問い合せ・お申し込みは 「輝く女性を応援する実行委員会事務局（AKT内）」TEL／018-866-6111 地域創生担当（平日9:00～17:00）
詳しくは秋田魁新報社・秋田テレビ・秋田県男女共同参画課ホームページをご覧ください。

特 別 協 賛

秋 田 の 輝く女 性 を 応 援します
平成26年度女性が輝く先進企業

内閣総理大臣表彰受賞



基調講演

基調講演

13:00～13:50

14:00～15:30

有村 治子 国務大臣 女性活躍・行政改革・国家公務員制度担当
　　 　　 内閣府特命担当大臣（少子化対策・男女共同参画・規制改革）

パネルディスカッション1部
コーディネーター 麓 幸子 日経BPヒット総合研究所長・執行役員
パネリスト 平成26年度 内閣府「女性が輝く先進企業表彰」受賞企業代表者
 ◎籠田 淳子 （有）ゼムケンサービス 代表取締役
 ◎斉藤 永吉 （株）北都銀行 取締役頭取
 ◎関根 近子 （株）資生堂 執行役員常務　 （五十音順）

8月8日（土） 全体会

キッズイベント「ママファミドリームフェス!!」同時開催

開会12:50

8月9日（日） 講演会
講師 ◎関根 近子 （株）資生堂 執行役員常務10:30～11:40

8月9日（日） 講座
講師 ◎竹下 香織 ヴィーナスクラブ・オルウィーブ（同）代表 
 ◎若松 亜紀 親子の集いの場「陽だまりサロン」主催13:00～15:00

講師  ◎籠田 淳子 （有）ゼムケンサービス 代表取締役13:00～14:30

15:50～17:20

パネルディスカッション2部  ◎後藤 綾子 カルビー（株） 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長
　 ◎志賀 俊之 日産自動車（株） 取締役副会長
　 ◎土佐谷 政孝 （株）セブン&アイ・ホールディングス 執行役員 人事企画部シニアオフィサー
　 ◎八木 洋介 （株）LIXILグループ 執行役副社長　 （五十音順）

有村 治子
国務大臣・参議院議員

1962年秋田県大館市生まれ。1984年筑
波大学卒業。同年、日経BP社入社。1988
年『日経ウーマン』創刊メンバー。2006年
日経ウーマン編集長、2009年。2012年ビ
ズライフ局長、日経ウーマンなど3媒体の
発行人。2014年より現職。法政大学大学

院経営学研究科修士課程修了（ダイバーシ ティマネジメント、女性活用、人的
資源管理論）。内閣府調査研究委員、林野庁委員、経団連21世紀政策研究
所研究委員などを歴任。 筑波大学非常勤講師。一男一女の母。

コーディネーター
麓 幸子
日経BPヒット総合研究所長・執行役員

国務大臣 女性活躍・行政改革・国家
公務員制度担当、内閣府特命担当大
臣（少子化対策・男女共同参画・規制

改革）参議院議員、比例代表（全国区）３期、1970年生まれ。ICU国際
基督教大学を卒業後、奨学金を受けて米国SIT大学に留学・修士課
程修了。家族は鉄道会社で働く夫と、小学生・保育園児の子供２人。

1950年4月2日秋田県湯沢市生まれ。
1975年中央大学法学部卒業。同
1975年（株）羽後銀行入行。平成元
年東京事務所次長。1992年人事部
人事第一課長。1993年合併により
（株）北都銀行人事第一部人事第一

課長。1996年人事部次長。1999年湯沢支店長。2001年総合企画部
長。2002年取締役総合企画部長。2004年常務取締役。2006年専務取
締役。2008年取締役頭取（現職）2009年フィデアホールディングス（株）
取締役（現職）

パネリスト
斉藤 永吉
（株）北都銀行 取締役頭取

北九州市生まれ。西南女学院中高等学校、滋賀県立大
学短期大学建築学科卒業。（有）ゼムケンサービス JKDT
女性建築デザインチームスター代表。大工の娘に生まれ、
工務店を継承。男性多数の建設業において母親女性一
級建築士としてワークライフバランスを実践。多様な人材
がワークライフバランスで業績を上げるため、環境整備と社

員教育に取組む。ＪＫＤＴ女性建築デザインチームによるまちづくりを全国展開中。北九州市ワークライフバラ
ンス表彰市長賞も2回受賞（個人・企業）。2013年内閣府「女性のチャレンジ賞」受賞。平成25年度経済産業
省「ダイバーシティ経営企業100選」に選定された。平成27年第1回内閣府「女性が輝く先進企業」表彰。

パネリスト・講師
籠田 淳子
（有）ゼムケンサービス 代表取締役

大学卒業後7年間私立幼稚園に勤
務。閉園により退職。2005年マイホーム
取得を機に自宅に子育てサロンを開
設。10年目に突入。サロン運営の傍
ら、執筆、講演、セミナーなども行う。主
な著書に「これだけで子どもが変わる
魔法のひと言」(学陽書房)。

講師
若松 亜紀
親子の集いの場「陽だまりサロン」主宰

2013年「つながる・広がる」をコンセプトにプラットフォーム型の会員制団体「Venus 
Club（ヴィーナスクラブ）」を設立。現在、会員数約400名。県内最大の女性ネットワーク
団体に成長。2014年 Venus Club運営会社であるオルウィーヴ（同）を設立。女性の就
業機会の拡大と社会で輝く女性の輩出を目的に事業展開。起業・再就業コンサルティ
ング事業、企業研修事業、企業広報事業、モニタリング事業、イベントプロデュース事業
等を行う。2014年 秋田県女性の再チャレンジ支援事業受託。2015年秋田市連携創業
支援事業者認定。年間約150件の相談実績により、昨年度14名の女性起業家を輩出。

講師
竹下 香織
ヴィーナスクラブ・オルウィーヴ（同）代表

1995年カルビー（株）入社。広域販売部に
て約7年営業職を務めた後、経営企画
室・社長秘書に配属。トップの真の思いを
社内に発信するため、社内イントラネットを
立ち上げる。2007年、2009年、社内プロ
ジェクト「移転によるワークスタイル変革プ

ロジェクト」等に参画。2010年「ダイバーシティ委員会」の立ち上げから、2年に
わたり委員長を務める。2012年4月より広報部部長を務める。2014年4月より、
新設されたコーポレートコミュニケーション本部長に就任。管轄は、広報部、お
客様相談室等、食育等。様々なステークホルダーの皆様に向けて直接あるい
は、様々なメディアを通してコミュニケーションをする窓口の役割を果たす部門。

パネリスト
後藤 綾子
コーポレートコミュニケーション本部長

カルビー（株） 執行役員 

1972年に美容部員として（株）資生堂山形販
売に入社。10年間店頭で活動した後、社員や
お店の方の教育に9年間携わる。1991年に
（株）資生堂が別会社を立ち上げると同時に異
動し、13年間勤務する。ここでは店頭活動・営
業・責任者を経験。その後、（株）資生堂に戻り、

宇都宮支社長、大阪支店長を経験、2009年に国際事業部に異動し、海外BCの“おもて
なし応対”を徹底し、お客さまの気持ちに寄り添うカウンセリング販売を世界に浸透させ
成果を上げた。2012年4月、執行役員に就任。国内外約22,000名のビューティーコンサル
タントのトップとして指導育成や経営改革にあたってきた。2013年、日経ウーマン・オブ・
ザ・イヤー2013のリーダー部門を受賞。2014年4月、執行役員常務に就任。今日に至る。

パネリスト
関根 近子
（株）資生堂 執行役員常務

京都大学経済学部卒業後、1980年日
本鋼管株式会社に入社。1992年マサ
チューセッツ工科大学（MIT）スローン
経営大学院で修士号を取得。1999年
から2012年3月までGEにおいて複数
のビジネスで日本およびアジアの人事

責任者を歴任。2012年4月より（株）LIXILグループ 執行役副社長に就
任し、人事総務を担当。

1976年大阪府立大学経済学部卒
業。1976年日産自動車株式会社入
社。1990年アジア大洋州事業本部ア
ジア大洋州営業部主担。1991年同社
アジア大洋州事業本部アジア大洋州
営業部ジャカルタ事務所長。1997年

企画室主担。同年企画室主管。1999年企画室長アライアンス推進室
長。2000年 常務執行役員。2005年最高執行責任者。2005年代表取
締役最高執行責任者。2013年代表取締役副会長。2015年6月取締役
副会長

パネリスト
八木 洋介
（株）LIXILグループ 執行役副社長

2003年（株）イトーヨーカ堂人事部統
括マネジャー。2009年人事企画部シ
ニアオフィサー。2012年執行役員人事
企画部シニアオフィサー。2014年株式
会社イトーヨーカ堂人事室長。

パネリスト
土佐谷 政孝
（株）セブン&アイ・ホールディングス
執行役員 人事企画部シニアオフィサー

パネリスト
志賀 俊之
日産自動車（株） 取締役副会長

「女性の活躍が地方を元気にする」

「地方創生のカギは女性たち
 にある！～街と地域を変える
 女性たちの力～」

「女性が活躍する企業は持続的に
 成長できる～女性活躍、その戦略
 と推進のポイント～」

「女性が活躍することによる
  企業メリット」

「女性自身が輝き活躍するには」

「女性が起業するには」

あきた女性の活躍推進会議
キックオフイベント第 1 回 輝く女性を

（1部2部出演順）
（五十音順）


