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女性たちよ、大志を抱け
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アンジャナ・ケーシー 氏
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小川孔一氏

氏
ピョートル フェリークス
グジバチ

HAPPY WOMAN 代表

プロノイアグループ 代表取締役

HAPPY WOMAN

OiRASE

2018

SUMMiT

女性リーダー育成 プレミアムセミナー｜ハッピーウーマン・奥入瀬サミット2018

9.8 sat
9.9 sun
八戸市

十和田市

デーリー東北メディアホール

11:00-17:45

定員200名

【11:00-16:00】女性の美と健康セミナー
参加費 3,000円（昼食付）
・2,000円（昼食なし）
【16:15-17:45】交流会｜参加費 4,000円

星野リゾート奥入瀬渓流ホテル

10:00-14:15

美しい奥入瀬の自然の中でステップアップする2日間

定員80名

【21:30-22:30】9/8 ナイトセッション（宿泊者限定特典 ※希望者のみ）
【 9:15- 9:45】9/9 モーニングセッション（宿泊者限定特典 ※希望者のみ）
【10:00-14:15】女性リーダーのためのステップアップセミナー
ワークショップ・昼食付｜参加費 20,000円
■宿泊費｜2名1室 朝食付 18,000円（１名1室の場合＋10,000円）

女性経営者や女性管理職・女性リーダーをめざす皆様を応援します。
1日目のみ・2日目のみのスポット参加も可能です。

※ 定員となり次第、締め切りとなります。 ※ 内容は予告なく変更になる場合があります。 ※ 当日の状況により時間が前後したり、変更になる可能性がございます。

【主催】奥入瀬サミット実行委員会・青森県・十和田市 【共催】HAPPY WOMAN実行委員会 【後援】八戸市 【協力】NPO法人 GEWEL

http://www.oirase-summit.com/
詳細は

奥入瀬サミット

HAPPY WOMAN

OiRASE

SUMMiT

2018

9.8 sat 9.9 sun
八戸市



十和田市

女性たちよ、大志を抱け

多彩な登壇者による多様なプログラムを展開する女性リーダー向けプレミアムセミナー
『ハッピーウーマン・奥入瀬サミット』
は、女性経営者率２年連続NO.1※1 の青森県にて
全国の女性リーダーが毎年集うプレミアムセミナーとして進化します！

※1：2018年4月末時点の青森県内企業の女性社長比率が10.60%で、2年連続全国トップ（帝国データバンク調査）

プログラム

登壇者プロフィール

9.8 sat
八戸市

対馬ルリ子 氏

デーリー東北メディアホール

女性の美と健康セミナー

登壇順（2018年7月3日 現在）

定員200名

【11:00-12:00】プレセミナー
『 100年美しく健やかに生きる 女性ホルモン塾』
対馬ルリ子氏／吉川千明氏

産婦人科医師・医学博士

青森県出身。1984 年弘前大学医学部卒業、東京大学医学部産科婦人科学教室入局、
都立墨東病院周産期センター産婦人科医長などを経て、2002 年に女性ライフクリニッ
ク銀座開院。2003 年には NPO 法人「女性医療ネットワーク」を設立。全国約 600
名の医師、医療保健関係者と連携し、さまざまな啓発活動や政策提言を行っている。

吉川千明 氏

美容家・メノポーズカウンセラー

小林照子氏

美容研究家

小巻亜矢 氏

サンリオピューロランド館長

コスメのみならず、食、女性医療、漢方、植物療法、ファッション、インテリア、
旅とナチュラルでヘルシーな女性のライフスタイルを提案。1990 年代より、オーガ
ニックコスメと植物美容を日本に広げたナチュラルビューティの第一人者。株式会社
TUTU・ビオ代官山代表。

【13:00-13:10】開会式
【13:15-14:15】トークセッション１

『人生100年時代の女性の生き方』
小林照子氏／小巻亜矢氏

1935 年生まれ。株式会社コーセーにて取締役・総合美容研究所長を退任後に独立し
1991 年に美・ファイン研究所を設立。現在はトータルビューティのプロの養成、ビュー
ティビジネスのプランニング、コンサルティングなど多岐にわたり活躍。著書「これ
はしない、あれはする」( サンマーク出版 ) は 11 版 5 万 8,000 部を突破。

【14:30〜15:30】トークセッション２

『フランスに学ぶ女性の健康と幸せとは』
ドラ・トーザン 氏／対馬ルリ子氏

【15:30〜16:00】ミニトーク

『でこぼこの道〜わたしたちの失敗』

大学卒業後、株式会社サンリオに入社。結婚退職、子育て時期を経て 2008 年
教育支援 NPO 法人ハロードリーム実行委員会設立。同時にサンリオ内グルー
プ企業として女性活躍支援の株式会社 Nal 設立。2014 年よりサンリオピュー
ロランドの経営に携わる。

【16:15〜17:45】交流会

ドラ・トーザン 氏

小嶋美代子氏／アンジャナ・ケーシー氏

ゲスト：なぎさなおこ氏 他 青森県女性経営者
星野リゾート奥入瀬渓流ホテルへ移動

【21:30〜22:30】ナイトセッション

『一夜限りのオフレコ話』

＜宿泊者特典＞ 参加費無料

小嶋美代子 氏

佐藤有美氏

9.9 sun
十和田市

星野リゾート奥入瀬渓流ホテル

定員80名

女性リーダのためのステップアップセミナー

【9:15-9:45】モーニングセッション ＜宿泊者特典＞ 参加費無料
『 幸せ顔を手に入れる！ハッピーメイクレッスン』
小林照子氏

【10:00〜10:10】開会式
【10:10〜10:55】セミナー１

『美しい時代を創る共創ハッピーマネージメント』
奥田浩美氏

【11:00〜11:45】セミナー２

『個人・チームで成果を上げる神速仕事術』
ピョートル・フェリークス・グジバチ氏

【11:50〜12:40】トークセッション

『女性リーダの苦悩とHAPPY思考』
小林照子氏／佐藤有美氏／小巻亜矢氏
モデレーター 小川孔一氏

【12:45〜14:00】グループディスカッション

『ビジネスワークショップ』

参加者の皆様と登壇者によるグループディスカッションを開催

【14:00〜14:15】閉会式・記念撮影
※ 内容は予告なく変更になる場合があります。 ※ 当日の状況により時間が前後したり、変更になる可能性がございます。

国際ジャーナリスト

ソルボンヌ大学、パリ政治学院卒業。国連本部広報部に勤務ののち、NHK テレビ『フ
ランス語会話』に出演。日本とフランスの架け橋として、新聞雑誌への執筆、テレビ・
ラジオのコメンテーター、講演会など多方面で活躍。著書『好きなことだけで生きる』
『フランス人は年をとるほど美しい』（大和書房）他多数。2015 年、レジオン・ドヌー
ル勲章を受章。

NPO 法人 GEWEL 副代表理事

メーカー系大手ＩＴ企業でエンジニアとして金融機関向けシステム開発に従事。人材
育成業務およびブランドマネジメント室、ダイバーシティ推進の管理職を歴任。
2017 年退職、独立し、現在は幅広いパラレルキャリアへライフシフト中。

アンジャナ・ケーシー 氏

ネパール障害女性団体 DWEC 代表

1988 年ネパール・ポカラ生まれ。生まれつき骨形成不全症のため、小さい頃
から自立歩行ができず母親の助けを得て高校まで通学。大学卒業後、人権団
体で就業したのち、ダスキンのアジア太平洋障害者リーダー育成事業により
来日。ネパールのバリアフリー化の推進に尽力している。

佐藤有美 氏

株式会社 経済界 代表取締役

奥田浩美 氏

株式会社ウィズグループ 代表

昭和 39 年に設立された経済界グループの 2 代目社長。雑誌『経済界』及び書
籍『経済界出版』の発行、異業種交流会「経済界倶楽部」の運営を行なっている。

インド国立ボンベイ大学（現州立ムンバイ大学）大学院社会福祉課程修了。
1991 年に IT 特化のカンファレンス事業を起こし、数多くの IT 企業の日本進
出を支える。2001 年にウィズグループ、2013 年には株式会社たからのやま
を創業。近年は地域と海外を繋いだビジョナリー・リーダーの創出活動も行っ
ている。

氏
グジバチ
ピョートル フェリークス

プロノイアグループ株式会社
代表取締役

モルガン・スタンレー、グーグルを経て独立。企業がイノベーションを起こ
すため組織文化の変革コンサルティングを行ない、そのメソッドをモティファ
イにてテクノロジー化。二社の経営を通じ、変革コンサルティングを推進し
ている。『0 秒リーダーシップ』『世界一速く結果を出す人は、なぜ、メールを
使わないのか』『New Elite』『Google 流 疲れない働き方』著者。

小川孔一 氏

HAPPY WOMAN実行委員会 実行委員長

広告制作会社、株式会社マイナビを経て 2015 年より起業。2017 年、国連が
制定している「国際女性デー」イベント『HAPPY WOMAN FESTA』を立ち上げ、
2018 年には全国展開スタート。ヨーロッパで発行のフランスの月刊誌
「ZOOM JAPON」の【明日の日本を創る 50 人】にも選出された。

