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〈辻田素子氏〉

　皆様、どうぞ宜しくお願いいたします。只今、

ご紹介にあずかりました龍谷大学経済学部の辻

田と申します。中小企業や地域産業をテーマと

しております。滋賀県とのお付き合いは３年前

の２０１０年に始まりました。先ほど、知事か

らご紹介がありましたように、県が中小企業を

活性化するための条例を制定されるということ

で実際、現場の中小企業の調査をご一緒させて

いただいたことがきっかけです。

　当初は滋賀県が全国に誇る製造業の中小企業

の実態を調べさせていただいておりましたが、

今年度は飲食業やサービス業、農業といった非

製造業の分野の中小企業の皆様のところにも訪

問させていただいております。そうした中で、

知事の講演にもあったように、滋賀県における

女性の活躍は、全国の中小企業で働いていらっ

しゃる方、あるいは経営されている方々と比較

して少し遅れているのではないかという印象を

受けました。

　他方、国は新たな成長戦略の中核として女性

の活躍を掲げています。女性経営者や女性管理

職の増加が大きな命題です。滋賀県でも、これ

まで十分に活かされてこなかった女性がその能

力を発揮していけるような環境づくりをしてい

こうという認識を強められ、今回の滋賀の女性

経営者フォーラム開催の運びとなりました。女

性の活躍を議論するに当たっては大企業で働か

れている女性管理職の増加というのも非常に大

きなテーマかと思われます。ただ、今回のフォー

ラムでは女性の起業家、女性経営者にテーマを

絞って女性の活躍について議論させていただき

たいと思います。

　これから始まるパネルディスカッションで

は、経営の第一線でご活躍されている４人の女

性パネリストをお招きしております。４人の方

に色々な、お話をお聞きしたいと考えておりま

す。今回の４人のパネリストは、滋賀の皆様に

とってはお馴染みの方ばかりだと思いますが、

改めて簡単にご紹介させていただきます。

　まず、左端に座っていらっしゃる池田喜久子

様ですが、六次産業化に成功されました。六次

産業化とは、農業や水産業などの第一次産業が
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食品加工（第二次産業）や流通販売（第三次産業）

にまで事業を展開することをいいます。最近、

酪農家が自らジェラートを作り自ら販売をされ

るという動きが広がっておりますが、そういっ

た動きの先駆けとなられた女性経営者です。東

近江市で牧場を経営しつつジェラートを生産販

売されています。

　次が佐藤祐子様です。歓楽街のイメージが強

かった雄琴温泉のイメージを払拭するために地

域の方々とご活躍されてきた、美しい旅館の女

将、びわ湖花街道社長の佐藤祐子様です。

さらに、障がいのある方と一緒に安心、安全の

おいしいクッキーを作られている社会福祉法人

共生シンフォニーの常務理事で、がんばカンパ

ニー所長の中崎ひとみ様にもお越しいただきま

した。

　そして、自ら働く広告塔となってゆばブーム

を引き起こした、比叡ゆば本舗ゆば八社長の八

木幸子様です。内閣府男女共同参画局が、チャ

レンジすることで輝いている女性個人やグルー

プを年に一度表彰しています。「女性のチャレ

ンジ賞」というものですが、八木様は滋賀県

内で唯一その賞を受賞されている方でもありま

す。

　今回、ご登場いただいた４人の皆様は、多く

の女性にとって、自分の生き方や働き方を考え

るうえでの身近なモデルではないでしょうか。

一方、中高年の男性にとっては、非常に魅力的

なアイドル的存在として、地域でご活躍されて

いるんだろうなとお見受けいたしました。

　パネルディスカッションを通して、経営者が

男性ではなくて女性であるということが社会に

とって、企業にとって、あるいはまた、その企

業で働く人々にとってどういう意味があるのか

というのを皆様と一緒に考えていきたいと思い

ます。また、活躍される女性を増やすためには

どのような環境を整備していく必要があるのか

ということも、皆様と共に議論していければと

思っております。最後に女性がこれからどうい

う意識を持って社会と関わっていく必要がある

のかについてもアドバイスいただくつもりで

す。

◇事例紹介について

　それでは、パネルディスカッションを行うに

あたり、各パネリストの皆様から自己紹介及び

各社の事例発表をお願いいたします。最初の発

表はおいしいジェラートを作っておられる酪農

家、有限会社池田牧場の専務取締の池田喜久子

様です。最初に簡単なご挨拶をしていただいて、

その後、池田牧場の全容を紹介するＤＶＤを上

映していただきます。そして、ＤＶＤ終了後に

補足的な説明をいただければと思います。どう

ぞ宜しくお願いいたします。

〈池田喜久子氏〉

　皆さん、こんにちは。東近江市の鈴鹿山脈の

ふもとで牛を飼って、ジェラートを売って、農

家レストランと宿泊施設もやっております、池

田牧場の専務取締役の池田喜久子です。宜しく

お願いいたします。

～ＤＶＤ上映～（約１０分間）

名物おばあちゃんを目指しております。皆さん、

是非、来てくださいね。

〈辻田素子氏〉

　どうもありがとうございました。では引き続

きまして旅館の女将として活躍されているびわ

湖花街道の代表取締役社長の佐藤祐子様、宜し

くお願いいたします。

〈佐藤祐子氏〉

　皆様、こんにちは。本日はお集まり頂きまし

てありがとうございます。世界遺産の比叡山延

暦寺のお膝元、大津市の雄琴温泉で旅館を営ん

事例発表
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でおります、びわ湖花街道代表取締役社長をし

ております佐藤と申します。私は池田さんみた

いな良いビデオがご用意できなかったんですけ

れども、今から見ていただきますのは、私ども

びわ湖花街道で毎年、経営方針発表会という全

社員が集まっての会をしておりまして、それに

向けて社員が作ってくれましたビデオを流させ

ていただきたいと思います。どんな旅館かとい

うのは是非皆様のお手元の封筒の中に旅館のパ

ンフレットが入っておりますので見ていただけ

ればと思います。これから紅葉の季節や忘年会

の季節なので来ていただきたいと思います。そ

の時に、旅館と共に見ていただけたらと思いま

すが私どもびわ湖花街道の一番の宝物である社

員の笑顔、それも見ていただけたらと思います

ので、どうぞご覧くださいませ。

～ＤＶＤ上映～（約６分間）

　ありがとうございました。自己満足ですが、

観ると色々と思い出し涙ぐんでしまうんですけ

れども、このＤＶＤは一昨年の経営方針発表会

において６２期から６３期に向けて全社員が何

をしていかなければならないのかとういうよう

な事を考えた結果、施設が美しいだけではなく、

やはり、笑顔でお客様に対する心をどう伝えて

いくのかとういうことをまとめたものです。私

自身は働く女性ではありますけれど、旦那さん

もいませんし、残念ながら子どももいませんが、

社員を旦那さんや子どものような家族と考えて

います。家族のようなみんなと一緒になってお

客さまをお迎えし、びわ湖花街道に来ていただ

いたお客様にも、家族のありがたみとか優しさ、

存在の温もりなど、そういうものを感じていた

だければと宿を営んでおります。今日はどうぞ

よろしくお願いいたします。

〈辻田素子氏〉

　感動的なＤＶＤをどうもありがとうございま

した。では、引き続き、共生シンフォニー常務

理事の中崎ひとみ様お願いいたします。

〈中崎ひとみ氏〉

　皆さん、こんにちは。社会福祉法人の共生シ

ンフォニー、常務理事をしております中崎と申

します。よろしくお願いいたします。当法人は

クッキーを作って販売しておりますが、クッ

キーも実は滋賀県ではなくて他の都道府県、特

に東京での販売が多いです。是非、今回、滋賀

県の皆様にも知っていただければなと思ってお

ります。社会福祉法人という、皆さんとは少し

違う体制の中でやらせていただいており、福祉

の色が濃いＤＶＤですが、それを皆様に１０分

ほど見ていただけたらなと思います。お願いし

ます。

～ＤＶＤ上映～（約１０分間）

　ありがとうございました。このように私たち

は福祉のサービスを提供する施設と労働統合型

という、福祉を受けながらも事業を行い、雇用

する施設の二種類を運営しております。どうも

ありがとうございました。

〈辻田素子氏〉

　中崎様どうもありがとうございました。最後

になりましたが株式会社比叡ゆば本舗ゆば八の

代表取締役の八木幸子様どうぞ宜しくお願いい

たします。

〈八木幸子氏〉

　みなさん、こんにちは。台風も無事通り過ぎ

てほっとしております。私は比叡山延暦寺御用

達で創業７３年、ゆばづくり一筋に歩んでまい

りました。私も嫁いでから子ども三人を授かり

ました。一人目のときはやはり子育てしながら

子連れ出社、二人目のときは家で請求書を書く

など家に仕事を持って帰る。三人目のときは非

常勤という形でした。その間、簿記の学校に行っ

たり、運転の免許を取ったり、出来ることをやっ

ておりました。そして一番下の子が小学生高学

年から常勤という形で、会社で仕事をしてまい

りました。

　ところが、今から１９年前、主人と経営に関
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わって６年という時に、突然主人が急逝しまし

た。私は女性ですので男性の経営ができるわけ

ではありません。ですから、女性として何が出

来るのか、じゃあ「ゆばブーム」を仕掛けよう

と思いました。比叡山にゆかりのある「ゆば」

が珍味である限り広がらないと考え、これを日

常の食材、世界の食材にしようと思いました。

　日常の食材ということで、おかげさまで７年

前から滋賀県の学校給食に一月に一回入れてい

ただきました。世界の食材につきましては、世

界に３１店舗ある松久信幸氏のレストランでゆ

ばを使っていただいております。今回のプロ

モーションビデオはニューヨークの２店舗でゆ

ばを使用していただけるということで、そのイ

ベントの為に英語のナレーションをつきのビデ

オを制作しました。是非ご覧ください。

　私は英語がしゃべれません。それもピンチが

チャンスです。英語がしゃべれないと松久信幸

さんにお話しましたら「そんなの簡単だよ。英

語のナレーションを入れればいいんだよ。」と

言っていただいたおかげで、このプロモーショ

ンビデオが出来たというわけです。是非ご覧く

ださいませ。お願いいたします。

～ＤＶＤ上映～（約６分間）

　どうもありがとうございました。このプロ

モーションビデオをニューヨークの２店舗でス

タッフの方、お食事されるアメリカのお客様に

事前に見ていただき、その後に、実際にゆばの

フルコースを召し上がっていただき大変感動し

ていただきました。今ニューヨークＮＯＢＵレ

ストランでは週に一回、比叡ゆばのメニューが

入っております。そして、また、この１１月に

もＮＯＢＵ東京で３日間、ゆばのフルコースを

佐渡の生酒と一緒に、来年３月にはＮＯＢＵ香

港で日本酒とゆばのフルコースを召し上がって

いただく予定になっております。本当に皆さん

のおかげで素晴らしいプロモーションビデオが

できましたが、まだまだ、ゆばは広がっており

ません。みなさんに是非ゆばを召し上がってい

ただき、健康と幸せにお役立ちできるような、

そういう企業でありたいと全社員一丸で精進い

たしております。ありがとうございました。

〈辻田素子氏〉

　八木様どうもありがとうございました。各パ

ネリストの皆様がどういった方と関わられなが

らどんな事業を展開されていらっしゃるのかと

いうのがよく分かりました。これからのディス

カッションではもう少し詳しくそのあたりのお

話を聞かせていただけたらと思います。

◇テーマ１

　まず、ディスカッションでは二つ大きなテー

マを出させていただきます。そのテーマごとに

各パネリストの方からお話をいただきます。

　まず、最初のテーマですが、このフォーラム

の大きなテーマでもある『女性の感性や視点に

よって生まれたビジネス』をテーマにパネリス

トの方々からお話をいただければと思います。

ではまず、池田様からお願いできますでしょう

か。

〈池田喜久子氏〉

　私のところは酪農家です。牛乳を搾ってメー

カーに買っていただいているんですが、生産調

整が昭和５０年代にありました。そのため牛乳

を毎日、畑に捨てていました。男の方は経済的

に割りと簡単に捨てますが、私は女性であり、

母親であるため、子どもを大きくするために出

る母乳を人間の都合で捨てないといけないとい

パネルディスカッション
テーマ1

『女性の感性や視点により

生まれたビジネス』
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うのがおかしいと思いました。牛乳をいただい

ているのに余ったから捨てるのはおかしいと思

いました。

　じゃあ、何がおかしいかという事を考えた時

に、生産者が牛乳を捨てているというのを消費

者の方はご存知ではないのではないか。生産者

と消費者の距離が遠いから、捨てても消費者の

方は痛みを感じられないのではないか。じゃあ

自分から近づいていったらいいのではないかと

考えて乳加工のジェラートを作りました。お客

様からは、乳牛の大きさ、いつになったら乳は

出るのか、オスでもメスでも出るのかなど平気

で聞かれるので、こんなに距離が遠いものかと

感じ、どんどん距離を縮めていかないといけな

いなと思いました。

　先ほどＤＶＤでご覧いただいたように毎日毎

日お客様と色々な農業のことをお話ししながら

やっております。お客様から「あそこで、ああ

いうものが取れるのでジェラートにしないか」

と相談を受ければ、私も作るのが好きなので、

近くで採れるさつまいもとうちの牛乳でコラボ

してさつまいものジェラートを作ってみたり、

黒豆を炊いて黒豆きなこのジェラートを作った

りしました。いっぱい失敗もしましたが中には

上手くいくものもあって、今では３０種類ほど

になりました。捨てた量もかなりありましたが

上手くいったものもいくつもあり、１７年目に

なりますがお客様に支えていただいて頑張って

います。

　事業を始めて三年目ぐらいの、どんどんと商

品を作っていかないといけないという時に、体

が動かない、お店にもいけないという時期があ

りました。これは、自分が本来生産者であるの

に一歩外に出たら商売屋にならないといけない

という事に対して苦しさを感じていました。

　この時に長野県で牛乳からチーズを製造して

いらっしゃるところに連れていっていただいた

んですが、「あなたがやっていることは隙間産

業なのよ。生産者でも農業者でもない。そして

商売屋でもない。その間をすり抜けていく隙間

産業をやっているのだから、どうせやるなら隙

間産業のパイオニアになるようなことをやりな

さい。男の感性ではなく女の感性で隙間産業の

道を開いていくのよ。」と言われたその一言で

また頑張るようになって、それから１５年がた

ちました。

　すごく良い言葉に出会って、いつも困ったと

きは誰かに助けてもらって、この会場にも顔を

知っている方がたくさんいますが、そういった

人たちに支えてもらって今の池田牧場があると

思います。女の人は支えてもらっていることに

嬉しさを感じ、頑張れます。

〈辻田素子氏〉

　池田様どうもありがとうございました。今、

池田さんのお話をおうかがいしていて、京都府

の京丹後市にある平林牧場のことを思い出しま

した。そこも奥さんが前面に出られて旦那さん

が裏方で支えて、同じようにジェラートを作っ

ておられます。ジェラートを作り始めたきっか

けが、やはり、もったいないという女性ならで

はの視点でした。最後におっしゃられたみんな

に支えられているという周囲への感謝の気持ち

も全く同じです。まだ二つの事例ですけれども

酪農家の六次産業化モデルとして、妻が全面に

でるのが最強なのかなという印象を今改めて受

けました。どうもありがとうございました。

では、佐藤様宜しくお願いします。

〈佐藤祐子氏〉

　私は旅館業を営んでおります。皆様ご存知の

方が多いと思いますが雄琴温泉はご紹介にもあ

りました通り歓楽街のイメージが随分とござい

ました。長い間、それはそれで商売の糧となっ

ておりましたのでよかったのですが、そのイ
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メージがあることによってマイナスの要素もた

くさんございました。

　その中で私は女性ですので、どうして雄琴温

泉には女性のお客様が少ないのだろうと旅館を

継ぐときに最初に思いました。じゃあ、そのイ

メージを払拭していくためにはどうしたらいい

のだろうかと地元の旅館の跡継ぎの方と一緒に

なってブランディングをしていこうというとこ

ろに着目をしました。

　今現在で言いますと雄琴温泉のお客様は６割

から７割、当社では日によっては女性のお客さ

まが１００％という日もあります。４０年ほど

前は男性のお客様ばかりの雄琴温泉が今はそう

いうふうに変わってきました。

　これはなぜかと言いますと、当然私のような

女性経営者あるいは地元の女性の方々、色々な

女性の感性や意見を取込んできたということも

ありますが、旅館業を通して国力を高めると言

いますか、みんながいかに幸せかを感じていた

だけるかが、私の観光業に対する思いです。そ

して、幸せとはいったい何だろうと思ったとき

に家族であったり仲間であったり、池田さんも

おっしゃってくれました、支えてくれる人と時

間を一緒にどう過ごすかという時間の提案を、

私たちは旅館業の商品の最大の魅力ではないか

と考えております。

　そういうものを作るにあたって私が女性だか

らこそ、歓楽街に行かれる男性たちがおられて、

それがだめだという否定ではなく、あの世界は

大きな雇用の創出もありお金もたくさん動いて

いますし、地元との関わりとは、そういうもの

なのかということを、女性だからこそ客観的に

いい意味で見られたというのがありました。

子どもの頃は意味も分かりませんでしたが、な

んだか不潔だなと思うこともありましたが、人

間の営み、欲求を受け止めていってお互い共存

共栄ではないですが、ないものをねだるんでは

なく、あるものをお互いにいかに活用していく

ところが、雄琴温泉のイメージの払拭にもなり

ましたし、私が女性だったからこそ受け止めら

れたと思います。

　女性というのは男の人に褒められたり、男の

人に相手をしてもらうと嬉しいものですので、

雄琴温泉ではたぶん初めてだと思いますが仲居

さんを男性にしました。今は４、５人いますが

当時は珍しがられて、女性のお客様は若い男の

人が出てきて、少し失敗しても多少のことは許

していただけたる事などがありました。これは

雄琴温泉の中では初めてのことでしたので、女

性経営者ならではの取り組みであったのではな

いかなと思っております。また、私が女性だか

らこそというわけではないですが、自分自身が

行ってみて日常から嫌なことを忘れたり、ある

いは、新しい自分を発見したりする時間をどう

過ごすかということを旅館でどう提供できるか

ということを考えております。やはり女性なら

ではの目配りであったり、気配り、心配り、あ

るいは、おめかしして出かける華やかさや優し

さなどを商売にどう繋げていくか、あるいは、

雄琴温泉というイメージを払拭するために、そ

の要素をどう組み込んでいくかということが一

つテーマとしてありました。

〈辻田素子氏〉

　どうもありがとうございました。一般的に女

性の感性や視点とは何かをおうかがいせずに皆

様に話をしていただきましたが、今、女性の感

性や視点がそもそもどういうものなのか、ご説

明いただきありがとうございました。引き続き

まして中崎様お願いいたします。

〈中崎ひとみ氏〉

　色々と事業をしておりますが、がんばカンパ
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ニーのことを中心にお話をさせていただきま

す。

　まず、私たちの法人には当然ですが、障がい

者がいっぱいおります。その人たちを社員とし

て雇用しています。社員ということは、その障

がいがある人たちにもお給料を払わないといけ

ません。よって、福祉をするだけではなく、給

料を払うためには事業を成立させないといけな

いということになります。つまり、利益を生み

出して社員にお給料として支払わなければいけ

ない、そのために四苦八苦して参りました。最

初の立ち上げ時には、他から仕入れたお菓子だ

けを販売しておりましたが、仕入れた商品があ

まりにも美味しくなかった。オーガニック中心

のものを仕入れておりましたが、１９９０年代

頃はオーガニック＝まずい、固いというものが

多かったのです。その様な中で、体に良いもの、

おいしいものを食べたい、子どもたちに食べさ

せたいというのが私たちの願いとして出てきま

した。

　その発案をできたのは女性であったからだと

思います。材料がどこのものであるか分からな

いとか、何が入っているかわからないものでは

なく、自分の子どもに食べさせるものを作って

売りたいというのがクッキーを作りを始めた

きっかけになっております。

　最初にクッキーを作り始めていただいた方た

ちは「自分たちが買いたい物をつくる、自分の

子どもに食べさせたいものを作る」との思いで

した。現在、その方たちが今はおばあちゃんに

なって、その娘さんたちが３０代になって、ま

た、その子供たちに安心な物を食べさせたい物

を作るという思いが受け継がられています。

　これというのはやはり女性ならではであると

思います。無添加のクッキーを作り始めた最初

は、近所の農家のおじいちゃんたちに馬鹿にさ

れました。なぜなら、私の事業所は瀬田にある

んですが、周囲は田んぼだらけで、農薬をまい

て、お米を作っていました。クッキーだけオー

ガニックにしてもしょうがないと言われたこと

もありました。その時代はそうで、それほど無

添加は売れなかった。でも、今は食の安全とい

うのが追い風になり売り上げにつながっている

かなと思います。

　商品開発の中心は、女性です。女性が色々考

えて、私だったら買うかなとか、家に持って帰っ

ておばあちゃんは買うかなと考えてやっている

ので、非常に女性の活躍が目立っていると思い

ます。また、うちの社員のほとんどが女性です。

そして、かなりの割合でシングルマザーであっ

たり、ご主人がいらっしゃっても色々な事情で

一家の大黒柱となっています。そういう方々に

活躍していただいています。それと障がいのあ

る方にたくさん働いてもらっているので、女性

のほうが支援のスキルがあると思います。子育

てもスキルがあるので、ちょっとしたことに工

夫でみんなの作業がしやすくなったり、やる気

にさせたりと、そういったスキルを持っている

ことが、やはり女性ならではでないかなと思っ

ております。

〈辻田素子氏〉

　ありがとうございました。八木様よろしくお

願いいたします。

〈八木幸子氏〉

　私自身は前社長が生前は超マイナス思考の人

間でした。完璧主義です。完璧主義というのは、

まん丸お月様をイメージしていただくと分かり

やすいんですけれども、本当に取り越し苦労を

したり、マイナスのことしか考えません。
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　ところが、前社長がある日、突然急逝しまし

た。明日おはようと言う保証がないことを実感

しました。そこから大きな気づきを得ました。

死から生きるほうを振り返る人生、限られた命、

限られた人生、限られた時間です。悩んでいる

時間がもったいないと、このように思いました。

さらには、１９９９年のサンキューの年、感謝

一筋に、自分の意識をありがとうモードに設定

いたしました。その結果、ありがとう角度から

ものを見ますから色々なありがとう現象が次々

と起こりました。まず、ゆばブームを仕掛けて、

そして私自身が動く広告塔となりました。

　中小企業家同友会など４０ほどの経済団体等

に入会しました。自分磨きと経営の勉強をす

るため、男性の経営を見るために入りました。

４０通りの情報が得られ、４０通りのビジネス

チャンスがあり、そして４０通りの人脈が得ら

れます。北は北海道、南は沖縄まで全国で４万

社の中小企業がありますので、ここで動く広告

塔として、この方たちを対象に今までに６００

回ぐらい講演をさせていただいております。ゆ

ばの話はあまりしません。なぜかというと自分

の経験、体験、経営はまさに生き物でございま

す。旬を先取りしないと生き残っていけないで

す。

　そして、前社長からもう一つ教わったことが

あります。私はどちらかというと目立ちます。

出る杭は打たれます。だけど、打たれない方法

と教えてくれたのが、飛び抜けろと言われまし

た。飛び抜けると誰も飛び上がってまで叩きに

きません。そういうことから、まさしくオンリー

ワンの女性でありたいと考えています。

　ゆばに関して、なぜ広まらなかった、これは

やはり女性の方がゆばの使い方をあまり知らな

いということです。ゆばはお料理店でお召し

上がりいただくものだと思い込んでおられま

す。じゃあ、ゆばの料理本を出版しようと考え

て、創業６５周年の８年前に、ゆば料理のレシ

ピ５０種類を載せた本を出版いたしました。お

かげさまで５０００部は売り切れまして、この

１０月に２０００部を増刷いたしました。

　日常のお料理に使っていただきたい、綺麗な

形のゆばはなかなか使いづらいものですので、

頂いても食品の棚に入っていたり、たいがい忘

れられて身近な食材ではないと思います。その

ため、すぐに使える、お徳用ゆばというのを開

発いたしました。

　長浜工場はちょうど１１年になりますが、地

域密着型の経営をしております。長浜の地場の

大豆、地場の雇用。県の福祉委員をさせていた

だいたときにポテトファームの所長さんと親し

くなりました。結果、その作業所の方、８名の

障がい者と２名の健常者の方が私どもの工場で

働いていただいております。クレームがあっ

てはいけないのでコンピュータースケールをい

れ、金属探知機をいれ、クレームのない安心・

安全なおいしいゆばを生産し、年間１０万袋を

売るまでに成長いたしました。そして、このお

徳用ゆばは今やショップチャンネルにも出演し

販売しております。３月２９日に出演したとき

は１０分間でこれがなんと１万袋売れました。

　待っていてもブームは起きない、仕掛けて、

そして絶えず話題を作り、そしてメディアの方

に取り入れていただくことが大切です。こうい

うことを続けておりますと取り上げていただい

た記事が、だいたい５センチぐらいのファイル

が７冊になっております。

　実は前社長が比叡ゆばのブランド戦略として

特許庁に登録商標を申請しましたが、認可が下

りませんでした。私はなんとか取りたいという

ことで、全国的に知名度があって知られている

ことをPRするため、パブリシティも抜粋して、

平成９年に特許庁に再申請しました。そうする

と、農水省の例外により比叡ゆばの登録商標が
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取得できました。取得できたおかげで料理店に

提案する場合も比叡ゆばというブランドにより

営業しております。

　そして、また先ほど知事さんもおっしゃいま

したけれども、我々女性は財布を握っておりま

す。百貨店の催事でも男性におすすめすると

「買って帰ると怒られる」、「変なもの買ったら

怒られる」と必ずこういう言葉が返ってきます。

だから、必ず奥さんにおすすめする。それが一

番の近道です。

　そういう発想から湯葉ちらし寿司の素を開発

いたしました。これは３年前に開発いたしまし

た。他のちらし寿しの素に入っている、しいた

けや竹の子のような具材は中国産が多いです。

我々の商品は、全部、安心・安全の国産で、そ

して、滋賀県産大豆１００％から製造したゆば

でございます。他のちらし寿司は２合用が多い

ですが、私は利用する際の利便性を考えて１合

用を作りました。これがまた、ヒット商品にな

りまして３年間で累計８万袋以上、リピーター

が増え続けております。

　女性というものは右脳と左脳が同時に働くよ

うになっているようでございます。男性は、残

念ながら新聞を読んでいる時に、奥様から色ん

な言葉を言われても聞こうとしていないのでは

なくて、そういう体の構造になっているんです。

我々は子育てをしながら仕事もできます。掃除

しながら料理もできます。何でも、ながらなが

らで出来ます。これは女性に生まれてよかった

なと思う点でございます。

　でも、私自身その女性経営者として事業をし

たとき、中学校の同級生の男性経営者から言わ

れたことがあります。「可愛らしい女性経営者

になりや」と。そうすると、色んな方からアド

バイスがいただける、そして、色んな方が支え

てくださる、こういうことを教わり、それを心

がけております。

　先日、ニューヨークに行ったときに国際会計

士の方からやはりアドバイスを頂きました。そ

の方は３Ｋを大切にしているとおっしゃいまし

た。それは「感謝・謙虚・工夫」という言葉を

頂きました。それから、自分にも従業員教育に

も必ず使うようにしております。今までの完璧

主義である私は失敗すると落ち込んでいました

が、自分自身をありがとうモードに設定してい

ますと、失敗してもなんて可愛い自分がいるの

かと思えるため、絶対落ち込みません。大事な

ことはプラスエネルギーです。そして、不安

がよぎると不安の不を消す言葉、これが大丈夫

という言葉でございます。大丈夫＝万国共通の

オッケーです。マイナスエネルギーはゼロにし

て、そして、プラスエネルギーに転換しないと

いけません。だから、不安がよぎると大丈夫と

いう意識を設定して、そして、ありがとうモー

ドに設定できます。ピンチがチャンスです。災

い転じて福となります。転んでもタダで起きて

はいけません。転んだら何か掴んで起きる、草

でも引きむしってニワトリにあげると、ひょっ

として卵を産むかもしれません。このぐらいの

厚かましさでいくと、毎日が楽しくて、楽しく

て仕方ないです。

他人と過去は変えられません。未来と自分はい

くらでもチェンジできます。今日から皆さんも

ありがとうモードに設定していただいて、あり

がとう人生を是非、始めていただきたいと思い

ます。以上でございます。どうもありがとうご

ざいました。

〈辻田素子氏〉

　ありがとうございました。最後に、嘉田知事

にもお話をお伺いしたいと思います。

〈嘉田知事〉

　４人の皆様に共通することが二つあると思い

ます。一つは私の前に道はない。私が歩いた後

に道ができるということです。本当に先駆者の

方ばかりです。
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　池田さんもそうですが、ちゃんと家族の役割

があり、収まるところの収まっていると思いま

した。

佐藤さんを経営者として尊敬するところは、従

業員の方一人一人を本当に大事にされていると

ころです。やはり「おもてなし」を感じるには

一人ずつ輝いていないといけないと思います。

実際、花街道に行った時は非常に気持ちいいで

す。

　共生シンフォニーの中崎さんは子どもに安心

して食べさせたいという思いが、その娘さんに

つながっていくという世代を越えた繋がりがあ

りました。池田さんも、母親として当たり前に

望んでいることを社会に広げようと考えていた

ことが、いつの間にかすごい広がりになってい

たという、やはり道を作ってこられたという感

じがいたしました。

　そして、八木さんは。県庁内でも新しいこと

をする際に積極的なのは女性職員の方だと思い

ます。男性は大きな未来のビジョンを描いてき

ます。両方必要なことだと思います。

　４人のような方が、これからどんどんグロー

バル的に社会進出をされると、日本病も回復す

るのではないかと、非常に力強く思いを持ちま

した。女性の感性や視点により生まれたビジネ

スを活かすというテーマは、日本に新しい活路

が開けるのではないかと、改めて感じました。

〈辻田素子氏〉

　やはり観光や食、そして福祉の分野において

女性が活躍しやすいというのはあるのでしょう

か。

〈嘉田知事〉

　それはあると思います。実は製造業のよう

なところは全部緻密にやらないといけません。

３万点の部品をどう組み立てるか考えないと車

は動きません。ですから、大きなモノづくりは

男性的な青写真が必要です。

お客さんを相手にする場合は、目の前にあるこ

とに対して一つ一つをありがとうモードで対応

することが大切です。そういった意味でサービ

ス業や福祉の分野は女性の強みを活かせると思

います。この４人の方の事業内容が近いのは偶

然ではないと思います。

〈辻田素子氏〉

　得意分野で行う方が近道かもしれないという

ことでしょうか。

〈嘉田知事〉

　そうですね。今日、会場に来られている皆さ

んも、自分だったらどの分野に自分の強みを活

かせるかというのを考えていただく方が良いと

思います。

◇テーマ２

〈辻田素子氏〉

　ありがとうございました。それでは次のテー

マに移りたいと思います。

次は「女性経営者や女性管理者が増えるために

は、どのような環境整備が必要か」をテーマと

して議論いただきたいと思います。今度は八木

様からお願いできますでしょうか。

〈八木幸子氏〉

　自分の力は限られております。これから大事

なことは連携だと思います。私どもは食材を提

供する業種に特化しております。料理店は作り

ません。そして、ゆば工場見学というのも観光

ルートとして、１０年以上前から行っておりま

す。体験型でございます。

　そこで、佐藤さんのところへお客様を送った

パネルディスカッション
テーマ2

『女性経営者や女性管理職
が増えるために必要なこと』
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り、色々なところへお客様を送っています。

　低リスク、低依存、低姿勢、やはり、今は３

低が大事な時代でございます。そういう意味で

は料理店を経営してしまうとシェフを雇用しな

いといけないし、店舗のリフォームをやってい

かないといけないです。

　そして、私どもは前社長が３６年前から週休

２日制を実行しております。日曜日、祝日は観

光事業を行っている方にお任せいたします。

　そういう意味で私どもは食材屋として特化し

よう。そして、全国の料理店や全国の販売店な

どで売っていただけるような連携をするんで

す。

　そういう意味では何か自分に得意な分野を探

してください。その得意な分野だけでは成り立

たなくても、他を得意とする分野の方と連携す

れば素晴らしい立体的なものができます。点と

点、線と線、面と面、そうすることによって立

体的なものができ、産官学とよく言われますけ

れども、私は産官学、福祉、金融機関、五角形

がこれから連携する時代だと思っております。

　そういう意味でも、是非、自分が得意なこと

を知ること、そして、周りの他を得意とする人

と連携を組む、そういうことをされれば、その

気になれば不可能なことはございません。是非

みなさん勇気を出して一歩前へチャレンジして

ください。以上でございます。

〈辻田素子氏〉

　今どちらかというと女性に対するメッセージ

を説明いただいかと思うんですけれども、シス

テムだとか環境整備に関してはいかがでしょう

か。

〈八木幸子氏〉

　これも未熟の未は、魅力の魅だと思っており

ます。失敗してもそこでめげてはいけません。

女性経営者が活躍する風土、近江商人の三方よ

しの滋賀県は、意外と古風なんです。女性が出

ると、嫌がられたりします。そういう意味で男

性は洞察力があります。女性は目先に鋭いです。

男女共同参画社会になるように男性も理解し女

性も理解していただけるような、パートナーと

してのあり方がとても大事だと思います。役割

分担でございます。ありがとうございます。

〈辻田素子氏〉

　ありがとうございました。次に中崎様、よろ

しくお願いいたします。

〈中崎ひとみ氏〉

　子育てしてきた経験上、一番大事なことは、

ほとんど嘉田知事が講演の中でおっしゃってい

ただきましたが「制度の充実」だと思います。

保育所や学童の不足、待機児童などの問題がた

くさんあると思います。

　もう一つは企業からの支援です。子育て期間

中は遅く出勤できるとか、早く退社できること

が必要です。また、短時間労働や育休や産休を

含めての支援が受けやすいかどうか、制度が使

いやすいかどうかです。

　もう一つは、生活サービスの拡充というのが

まだ日本では少ないと思います。例えば、家の

掃除サービスや介護のサービス、お料理を作っ

てくれる、いわゆるハウスキーパーも海外では

かなり使われていると思います。そういうこと

が日本ではまだ少ないと感じております。その

ために、一番大事なことは周りの女性からの応

援がなかったら女性向けのサービス等が充実し

ないということです。隣の女性からあそこのお

家の人は自分でお掃除をしないでお掃除サービ

スを利用しているというような批判があると、

やはり、利用しにくいと思います。

　私の体験からも男性に対していろいろな面で

戦うより、女性から応援があったら色んな制度

もできるし会社も変わるし、さらに、地域から
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の応援も増えると思います。

　もう一つ、女性経営者として銀行からの信用

です。昔、経営難だったときにシングルマザー

で息子をかかえて働いておりましたが、その際

にお金を貸してもらえないということがありま

した。銀行のほうに運転資金を貸してほしいと

お願いしましたが、実家を担保に入れろという

ことでした。父と母には必ず返すとお願いしま

した。弟は返すまで心配でしょうがなかったと

いうことでした。銀行ですので仕方が無いこと

ですが、未来を信じて貸してくれる所があれば、

そういう制度ができればいいかなと思っており

ます。

〈辻田素子氏〉

　どうもありがとうございました。では佐藤様、

よろしくお願いいたします。

〈佐藤祐子氏〉

　八木さんや中崎さんのお二人が話してくれた

通りだと思っております。八木さんからはいつ

も電話で励ましをいただいたております。男の

人と話してもそれなりにパワーがもらえると思

いますが、女の人の輪の中にいて独特のパワー

がもらえるという感じは女性ならではだと思い

ます。

　今日もこの会場の皆様も知事や八木さんのパ

ワーをもらい明日から頑張ろうと思えると思い

ます。女性は昨日まであんなに悩んでいたのに

何かの話を聞いた瞬間に「それいい！」と切り

替えられて、数秒まで悩んでいたことを瞬間で

忘れられるというのが、女性の特有の魅力では

ないかなと思います。

　それが、色々なビジネスであったり、新しい

しくみの改善につながってくるのではないかと

思います。結婚や介護などのできない理由を探

すのではなく、今あるチャンスを活かして進ん

でいくということが、女性が活躍するために必

要なのではないかなと思います。

　経営者としては、今ある制度の内容、育児休

暇や色々な制度休暇について理解を示さない

と、なかなか、社員が使えなかったりします。

従業員さんは非常にまじめに会社のために働い

てくれています。例えば、親が入院して毎日見

送っていかないといけないなどといった場合、

朝の定時出勤ができないから辞めないといけな

いとかで、ものすごく思い悩んでおられるとい

うこともあります。

　そういうところも、ちゃんとそれぞれの個人

の事情を優先できるような会社体制と経営者の

理解が必要だと思います。経営者がより理解を

して、制度のことを勉強して活用していくとい

うことさえ出来れば、もう少し女性が豊かに活

躍する場が増えてくるのではないかと思いま

す。私も女性でありながら考え方が男性的で従

業員に対しては非常に厳しいので、もう少し優

しくしないといけないと思いました。

〈辻田素子氏〉

　今のお話ですと経営者の方がもう少し諸制度

の勉強をして、それを積極的に活用するという

のが一つの方策になるということでしょうか。

〈佐藤祐子氏〉

　実際、私も制度を理解はしているんですが、

それ利用すると人が二人増えるからとか、どう

しても数字を追いかけてしまうところがありま

す。それはそれという切り替えと、ご縁を深め

ていってビジネスチャンスを掴むんだという

経営者の発想がないとだめだなと思っておりま

す。

〈辻田素子氏〉

　どうもありがとうございました。最後になり
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ましたが、池田様よろしくお願いいたします。

〈池田喜久子氏〉

　私のところは２２、３人の従業員が働いてく

れていますが、比率は８０％以上が女性です。

女性が多いとそれなりに困ったことも多いで

す。もう少し責任を持った仕事をしてもらうた

めに、店長や工場長になってほしいと頼むと、

責任を持つのが嫌だとか役職に就くのが嫌など

と言われて、困ったこともありました。

　それと税制、扶養控除の関係で、どうしても

主人の扶養に入りたいから収入を１０３万円で

とめておきたいなど、ここから頑張ってほしい

というときにと思うこともありました。そう

いったことで正社員になるのをやめるという方

が何人もおられました。そうすると、経験を積

んで何年も仕事をしてもらう人に責任のある仕

事をやってほしいのに断られるため、若い人を

正社員として迎えて、その人の下で働いてもら

わないといけなくなり、これにもまたストレス

が溜まるという方たちも多いです。

　どうしてもやってほしいことは、子育てや家

事を女性の仕事とするのではなく、男性も出来

ることはやっていくという世の中になっていく

と、女性の方が働きやすくなると思います。み

んながやるようになり、それが当たり前になれ

ばいいなと思うこともあります。

　私のところの就業形態は女性にあったものに

しております。子どもの世話やお年寄りの世話

がいるときは、社員になって何時から何時まで

で月に何日出てきてほしいといったことは言え

ないので、パートで来られる時間を言ってもら

いシフトで働いてもらいます。仕事に専念でき

るようになったときに社員になってもらってい

ます。一度は、働くのが無理だから辞められて

も、子どもが高校に行ったので、戻ってきてい

ただいて仕事をしておられる方も何人もおられ

ます。

　私たち夫婦と娘夫婦がいてあとは全部フラッ

トな関係です。管理職なしという体制で、４人

で従業員さんの面倒を見ているという感じで

す。

　お給料も年功序列で、池田牧場のために長年

働いてくれた方のほうがお給料は高くて、若い

方は責任のある仕事をしていても低くなってお

ります。

　女性が管理職になるというのは難しいこと

で、もしもの時にどう責任をとっていいか分か

らないからなりたくない、どうしてもやらない

といけないなら辞めたいと言う人もおり、管理

という部分では今は私たちがやっております。

〈辻田素子氏〉

　実態に基づいたお話をどうもありがとうござ

いました。それでは知事にもお話をおうかがい

したいと思います。私から一点よろしいでしょ

うか。他の先進国と比べて日本はかなり遅れて

いて、その中でも、特に、滋賀は遅れていると

いう点も踏まえて、滋賀で女性経営者、女性管

理者が増えるためにはどうすればよいかという

点も触れていただければと思います。

〈嘉田知事〉

　皆さんのお話をお伺いしておりますと、やは

り女性経営者、女性管理職というのが増えるた

めに必要なことは３分野から考えないといけな

いなと思っております。

　一つは自分、自己意識です。この自己意識で

まさに、ありがとうモードにして、出すぎた杭

になり、そして、転んで磨いてということを、

皆さんしっかりと行われて来られたなと思いま

す。

　池田さんの話は深刻で、女性は管理職になっ
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てというと、引っ込み思案になって、私なんか

できないわというふうになります。自己意識は

大変大事な出発点だと思います。これをどう

やって育てていけばいいのかというと、子ども

時代からの何かがあると思います。

　滋賀県の場合は、自己意識が非常に引っ込み

思案といいますか、男性を立てるといいますか、

関西全体がそうだと感じております。私は関東

生まれなんですけれども、関東の女というのは

どちらかというと自己意識が強くてぶつかるこ

とがあります。その中でも滋賀の方は譲る意識

の方が多いと思います。それだけ、豊かなんだ

と思います。女性が働かなくても男性について

いったら、ほどほどの暮らしとほどほどの豊か

さが手に入るのでハングリー精神なしにやって

来られたことも豊かさの一つだと思います。先

ほども高知とか徳島などでは男も女も働かない

といけないというところでは女性の意識がずい

ぶん高まってきたかもしれないと思います。

　二つ目は制度ですね。公的な制度がどうなっ

ているか、池田さんがおっしゃられた日本の扶

養控除、それから年金というのは世界の先進国

で例外的です。女性の参画面から見たら遅れて

います。でも、専業主婦を選択する上ではこれ

がないとやっていけません。ですから、扶養控

除と年金という制度があることが、全体的にま

だ女性は男性に依存するという税制の仕組み、

雇用の仕組みになっています。ここを転換しな

いと実は制度全体の中では変わっていきませ

ん。私は国政でそういった提案をしてきたんで

すけれども、すごく抵抗が大きいです。一番専

業主婦の方からの抵抗が大きいです。ですから、

今すぐやれというのではなく段階的に、５年、

１０年かけて改革を行う必要があります。

　ドイツ労働、ドイツ賃金、そして扶養控除の

１０３万円を廃止して、併せて、旦那さんの年

金ではなく、年金は自分でかけるということを、

１０年くらいかけてやらないと、公的な制度に

よって、女性が一人前に、経営者や管理職とな

る意識が育っていかないと思います。

　三つ目が風土ですね。風土というのが、まさ

に職場などの風土、あるいはそれぞれの地域な

どの風土です。先ほど中崎さんがお掃除をお願

いしたら、あの方お掃除をお願いしていると女

性同士から言われるとおっしゃっておりまし

た。私もご飯を作りに毎日入ってもらっていた

人がいます。そうすると、私も隣近所から結構

言われておりました。子どもたちに隣は隣、家

は家と、比較しないように言っておりました。

これが風土ですよね。

　ですから、自分の意識と公的な制度と風土、

三つが上手く前にいかないと、なかなか女性経

営者、女性管理者が増えないです。１年、２年

ではだめだと思います。

　どうしたらいいのか、実は今日みなさんから

アイデアを頂いて、県政としてどうしたらいい

のかという宿題をもらったと思います。今日は

制度として滋賀県から新事業応援ファンド助成

金というオレンジ色のパンフレットが入ってい

ます。

　この新事業応援ファンドを見ていただきます

と、実は応募していただく条件がかなり緩いで

す。任意団体でもよいです。二人でもよいです。

テーマとなるものが後ろに書いてありまして、

それは地域産業資源です。とにかく、滋賀に関

わる関係で事業を起こしていきましょうという

ことです。こういうところで練習をしながら一

歩一歩踏み出していただけたらなと思います。

　それから先ほど中崎さんが金融機関の信用と

おっしゃっておられました。なかなか、銀行が

融資をしてくれないということですので、中小

企業の活性化に関わるところで、実は来年度の

融資制度において、女性枠を作ろうかと考えて

おります。これは来年度の予算の中に入れよう

としておりますので女性創業枠をつくり、より

公的な融資の中でバックアップしようというこ

とも考えております。いずれにしても自己意識

と公的なバックアップとその真ん中にある日々

の風土、この三つが上手く揃わないといけない

と思いました。今日から動き出したと感じまし

た。
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◇メッセージ

〈辻田素子氏〉

　どうもありがとうございました。少し時間が

超過しそうなので簡単にお願いしたいのです

が、自己意識、風土、制度が十分整っていない

中でも、これから頑張っていこうとされている

女性の方々にメッセージを頂けますでしょう

か。

〈池田喜久子氏〉

　基本的には女性を前面に出すのではなくて、

男性にはおもしろいことをやっているな、大丈

夫かなと思ってもらい、男性に支えてもらえる

やり方をしばらくはやっていって、男女の参画

が５０％、５０％になったときに、よし女性だ

けでも頑張るぞというふうにやっていけばいい

と思います。それまでは、男性に支えてもらい

ながら色々な事業をすることが一番よいのでは

ないかと、私は思っております。

〈佐藤祐子氏〉

　全てはどう生きていくかということがテーマ

ではないかなと思っております。自分らしくど

う生きるか、試されている人生をどう生きるか

ということを考えていってほしいと思います。

仲間を増やして、色々周りの方にたくさん相談

して、自分で抱えて悩まずに進んでいっていた

だきたいと思います。

〈中崎ひとみ氏〉

　時代は変わってきていると思います。私が昔、

頑張ってクッキー工房を立ち上げた時とは全然

違います。今、中心を担ってくれている３０代

の彼女たちの考え方や価値観も違います。彼女

たちの中で旦那さんの会社が倒産しそうだか

ら、私が頑張るということで管理職になった人

もいました。お給料が増えるなら頑張るという

ことでした。子どもさんの送迎や家事も旦那さ

んにがんばってもらうと言っていました。男性

の職員で子どもさんに問題が出て奥さんが仕事

を辞めるという話もでました。奥さんは別の会

社で働いていましたが、彼女の方が資格もいろ

いろ持っていてキャリアがあるので、男性社員

にあなたが育休を取るか短時間労働者になりな

さいと言いました。

　やはり、そういう時代になってきたと思いま

す。あとはそれをどう使えるか、いかに堂々と

使えるのかという、女性は女性の応援が必要だ

と思うので、女性の皆さんがこういう方々を

もっと応援していったら、もっと早いスピード

で進むのではないかと考えております。一緒に

頑張りたいと思います。

〈八木幸子氏〉

　上手に生きるための極意は甘え上手、喜び上

手、お願い上手です。これは必ず実践していた

だきたいと思います。そして先ほども助成金の

資料を説明されましたけれども、これから大事

なことはアピール力です。いかに上手にプレゼ

ンするか、銀行に行ってこれからのビジョンを

熱く熱く、その思いを入れながら語ります。そ

うすると、銀行もそのビジョンに対して融資を

します。だから勇気と自信を持っていただき、

いかにアピールをしていただくか、そのために

は多くの方々との人脈を作っていただくことで

す。今日一番残念なことは９割が女性です。１

割が男性です。こういう場に男性に入っていた

だくことによって、やはり女性を理解し男性を

理解できると思います。こういう場を大いに活

かしていただきたいと思います。以上です。あ

りがとうございました。

パネルディスカッション

『メッセージ』
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〈嘉田知事〉

　どうもありがとうございました。「女性の感

性と視点を活かして滋賀の経済を元気に活性

化」ということで、今日から始めていきたいと

思います。県の主催で初めて女性経営者フォー

ラムを行いましたが、改めて４名の方にお礼を

言いたいと思います。ありがとうございました。

〈辻田素子氏〉

　会場から「それでも女性管理者になることが

不安」という質問をいただいております。「管

理職というのはやはり男性と同じ仕事をしない

といけませんが同じように仕事をこなそうとす

ると残業も多くなり、責任感が伴うのが不安で

す。育児とどういったふうに両立すればよいの

でしょうか」、という質問がありました。皆様

の会社でこういうふうにしているという実例が

ありましたらご紹介していただきたいと思いま

す。

〈中崎ひとみ氏〉

　私の職場では、女性の管理職が多いです。時

間や給与、責任度合いなどの問題より、彼女た

ちは仕事を楽しんでいます。モチベーションが

あります。仕事のやりがいがあり、責任を任せ

られる、みんなの力で実現できるという楽しみ

のほうが大きいと思います。企業によっても違

うと思いますが、その中で自分の生きがいを見

つけられたら、また変わっていくのではないか

と思います。

〈辻田素子氏〉

　ありがとうございます。先ほどから出ている

生き方、働き方というのは個人の問題で、自分

自身がいかに生きるか、いかに人生を歩むかと

いうことを考えていくことが管理職になりたい

かなりたくないか、どう育児と両立させるかと

いうのと関わってくるのではないかという気が

しました。

　本日は第一回の滋賀の女性経営者フォーラム

として地域の皆様に参加いただきまして、特に

大勢の女性の方にご参加いただきまして、どう

もありがとうございました。本日のフォーラム

を通して女性の感性と視点を活かして滋賀の経

済を活性化していくためにはどうすればよいの

かについて色々なヒントがいただけたのではな

いかと思います。知事自身がこの場に来てくだ

さっていますので、さっそく今から何か新しい

取り組みが始まっていくのではないかと期待し

ております。今後も、このような女性の活躍

を促進される機会を通じまして県内の女性の皆

様がますますご活躍され、地域の企業の皆様が

いっそう発展されますことを祈念して本日の

フォーラムを終わりたいと思います。どうも長

時間にわたって、ありがとうございました。
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平成 25 年度　滋賀の女性経営者フォーラム　　　○交流会○

　講演会、パネルディスカッションに続いて交流会を開催しまし
た。これは、県内で活躍されている女性経営者等の皆様のネット
ワークをさらに広げていただくために実施したものです。
　当日はパネリストやコーディネーターをはじめ９４名の方にご
参加いただき、積極的な交流や意見交換が行われていました。
　また、パネリストが製造されたジェラート、クッキー、ゆばを
提供させていただき、参加者からご好評をいただきました。




