
ホテル金沢 ４階 エメラルド
14：00 開始（開場 13：00）

第 1部
講演 石坂 典子氏
二代目女性社長の号泣戦記

「産廃屋」なのにホタル？
 14:00-15:30

第2部 パネルディスカッション
女性社長たちの
“今だから言える”My戦記
 15:45-16:45
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10月5日（水）

石坂 典子 加葉田 恵子 藤井 佳代子 若松 典子 木藤 衣妃子
（コーディネーター）

パネラー

主催　金沢レディースベンチャークラブ

共催　金沢商工会議所女性会
　　　女性起業家交流会 in HOKURIKU

後援　北國新聞社

　　　（公財）いしかわ女性基金

チケット（前売りのみ） 1,500円

KANAZAWA  LADIES  VENTURES  CLUB  2016  FORUM

経済産業省「おもてなし経営企業選」選出
産業廃棄物会社・石坂産業㈱代表取締役



　石川県で活躍している女性指導者の集まりで、経済・経営・社会・文
化などに関する諸問題を研究し会員相互の資質の向上を図り、事業
と活動を通じて社会に貢献することを柱に女性起業家の相談・支援・
育成することを大きな目的としております。
　どの会員も自分だけの素晴らしいサクセスストーリーを持ち、自分
自身をテストモデルとして次なるステージへのステップアップを目指
しております。
　女性経営者の集まりの会「金沢レディースベンチャークラブ」をよ
ろしくお願い致します。 代表　浅野 邦子

株式会社 箔一　代表取締役会長　浅野 邦子
京都府生れ。
1975年創業
石川県の伝統工芸品、金沢箔の製造販売。
北陸経済連合会女性部会長・金沢経済同友会理事・
東京商工会議所女性会員・金沢商工会議所評議員。

2016年6月　日本経済団体連合会審議員会副議長として選出され
（女性で2人目）地域産業活性化の担い手として経団連に新しい風を
吹き込むべく期待されている。

株式会社マルハ商店（かぶら寿
し本舗 かばた）代表取締役社長
金沢市生れ。
大正１４年創業　郷土料理かぶ
ら寿しを漬物業者として初めて
製造販売に繫げる。漬物屋三代
目として、継承と革新を担う。

株式会社アーバンホーム
代表取締役社長
金沢市生れ。
“不動産業”主に賃貸をメインに
北信越No.1の管理戸数。社員数
110名内女性は7割、その他に
売買、資産運用コンサルティン
グ、保険業。

若松工業株式会社
代表取締役社長
野々市市生れ。
昭和31年より、アルミ・ステンレ
ス・鉄の鈑金加工業を営んでい
る。特に難しいとされるアルミの
溶接を早くから取り入れる。

　1972年東京都生れ。米国に短期留学後、父が創業した産業廃棄物中間処理業の石坂

産業に入社。埼玉県所沢市周辺の農作物がダイオキシンで汚染されているとの報道を

機に、「私が会社を変える」と父親に直談判し、2002年社長に就任。

「自然と地域と共生する企業」を目指し、共に育み共に栄える100年先の企業づくりに

挑戦。“見せる・見られる”五感経営を実践し、世界中から見学者が訪れる先進的な環境

配慮型企業に変革させた。里山保全再生に取組み、JHEP（ハビタット認証制度）最高ラ

ンク「AAA」を取得。2013年には経済産業省「おもてなし経営企業50選」に選出。

　『先輩ROCKY0U（日テレ）』『夢の扉+』（TBS）『先人たちの底力　知恵泉（NHKEテ

レ）』出演ほか、多数のメディアに取り上げられている。日本全国の団体・行政・学校から

講師・講演依頼が殺到している。2014年12月ダイヤモンド社から単行本「絶対絶命で

も世界一愛される会社に変える！」を発刊。日経Woman of the Year 2016に選ばれる。

NORIKO  ISHIZAKA

加葉田 恵子 藤井 佳代子 若松 典子 木藤 衣妃子

Gues t  Prof i le

Pane l i s t  Pro f i le

浅野 邦子 ㈱箔一 ／ 安藤 喜代子 ㈱かなや ／ 石黒 環 ㈱石黒学舎 ／ 岩田 京子 NPO法人 菜の花 ／ 大友 恵利子 ㈱オートモ
大町 雅枝 ㈱生活文化社 ／ 大西 奈津子 ㈱東方美人 ／ 尾崎 知恵子 ㈱山岸製作所 ／ 加葉田 恵子 ㈱マルハ商店
木島 幸子 木島司法書士事務所 ／ 木藤 衣妃子 ㈱アーチ23 ／ 木和田 里美 ㈱エイチツーオー ／ 久保 洋子 金沢市市議会議員
小坂 治美 ㈱MOYU ／ 小林 みずほ ㈱アルティスタ ／ 高長 美津子 A.Lab㈱ ／ 忠縄 美貴子 スタジオ エストレージャ
徳久 宏子 ㈲とくひさ ／ 中島 利美 元内灘町議会議員 ／ 中宮 紀伊子 ㈱森八 ／ 永松 薫歩 Pay it Forward ／ 長澤 裕子 坂井法律事務所
中屋 薫美 中屋司法書士事務所 ／ 新田 陽子 ㈱トミショープラン ／ 萩原 扶未子 ㈱ジーアンドエス
橋本 昌子 てまりグループ：㈱スパーテル・㈱EHMメディカル・フィリア㈱ ／ 八田 知子 石川県議会議員 ／ 藤井 佳代子 ㈱アーバンホーム
道越 起代美 ㈱金沢豆冨 ／ 水上 誠子 ダートコーヒー㈱ ／ 三平 佐弓 ㈱ヴェルテブラ昴 ／ 宮川 昌江 ㈱シーピーユー
安居 知世 石川県議会議員 ／ 横田 幸子 Office YOKOTA ／ 若松 典子 若松工業㈱

金沢レディースベンチャークラブ　会員

金沢レディースベンチャークラブとは

●株式会社アーバンホーム　総務部　担当：松本・南部

TEL 076-241-8300／ E-mail　soumu@urbanhome.co.jp
受付時間　9：30～18：00（日・祝日を除く）

お問い合せ･お申込みは

（会員名は50音順）

石坂産業株式会社　代表取締役

石坂 典子（いしざか　のりこ）

株式会社アーチ23
代表取締役社長　金沢市生れ。
建築物環境衛生管理業および産
業（特別管理）廃棄物収集運搬業。
業務上排出される廃棄物を的確・
スピーディーに処理、建物内の環
境維持のための清掃・空間測定・
害虫駆除などを行っている。
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