
EZONA（エゾーナ～について 

 

 

●活動趣旨● 

 
自分の街を元気にしたい、笑顔が溢れる街にしたい、誰かの役に立ちたい…。 

思いはあっても中々行動に移せない、そんな毎日の中で、日々、個人で活動してきた女性

起業家たちが地域に役立てるような活動と、そして起業を志す女性たちのサポートになれ

ばと、主に、国家資格などを持つ女性たちが集まって 2014 年 3 月から～EZONA～として、

活動を始めることにいたしました。 

 

●活動内容（主催セミナー等）● 

 

 2014 年 3 月 18 日 不動壇のアンジュオープン記念セミナー 

「女性の暮らし生き生き講座」 

講師：EZONA メンバー（佐藤・杉田・桑島）  

2014 年 5 月 23 日 EZONA キックオフセミナー 

「Woman Help Woman 女性が女性を救うということ」  

ゲスト：ニューヨーク州クイーンズ郡最高裁判事代行     

トウコ セリタ氏 

2014 年 10 月 22 日「女性のための起業相談」（予定） 

講師：EZONA メンバー 

（太田・清野・小西・奧野・伊藤・藤田・佐藤）（予定） 

 

 

氏 名 所属・役職等 略 歴 

太田 明子 太田明子ビジネ

ス工房 代表 

 

（EZONA代表） 

伊藤萬株式会社経理部にて決算作業等を担当。1993年北海道

へ移住。NPO私設北海道開拓使の会事務局長、NPO法人札幌

BizCafe事務局長を経て独立。知事公約の全道 13ケ所での女

性起業塾企画運営等、道内シンクタンクとのＪＶにて主に女

性起業家支援に注力。公職は、北海道道州制特区提案検討委

員、北海道生涯学習審議会委員、札幌市経済局中小企業振興

審議委員、札幌市経済局札幌スタイルブランドマネジメント

委員、札幌市男女共同参画センターチャレンジ相談員等を歴

任。サッポロバイクプロジェクト代表。札幌在住。 

 

 

佐藤みはる 女性の健康を支

援するハイジア

代表 

 

（EZONA副代表） 

助産師を取得し大学病院に勤務、結婚・２回の出産をはさみ、

産科の他、耳鼻咽喉科・小児科・婦人科を経験。1989年文部

省主催看護婦看護教員講習会修了しこの講習会をもって認

定看護管理者制度ファーストレベル修了、2009年認定看護管

理者制度セカンドレベルを修了。33年間勤務し助産師として

は約 20年間（後半は管理職）勤務、2013年 3月退職。2013

年にメノポーズカウンセラー、女性の健康と WLB推進委員、

2014年、サプリメントアドバイザーの認定を受ける。2013

年より「女性の健康を支援するハイジア」を始める。札幌在

住。 

 

 

藤田絵理子 不動産鑑定士 

藤田絵理子鑑定

士事務所・不動

産のアンジュ 

代表 

 

（EZONA副代表） 

旭川市出身。ホクレン農業協同組合連合会退職後、専業主婦

をしていたが、社会とかかわりを持ちたいと思い再就職を決

意。その後、仕事、子育て、家事をしながら、不動産鑑定士

（2008年国家試験合格）・宅地建物取引主任者（2003年）・

一級 FP技能士（2005年）等の資格を取得。勤務不動産鑑定

士から 2013年 4月に藤田絵理子鑑定士事務所を独立開業。

翌年 3月には、女性・高齢者を支援する不動産仲介業「不動

産のアンジュ」を開店。高齢の義母との同居体験から、高齢

者の住宅問題について取り組んでいる。 日本不動産鑑定士

協会連合会会員、全日本不動産協会会員。 

 

 

杉田 恵子 理学療法士 

株式会社シーラ

ボ代表取締役 

平成元年 北海道大学医療短期大学部理学療法学科卒業。同

年、医療法人医仁会中村記念病院リハビリテーション科に入

社。以来、急性期病院・慢性期病院・入所および通所施設・

訪問事業所でのリハビリテーションに理学療法士として携

わる。平成 26年独立。札幌市内にて高齢者の理学療法に従

事する傍ら、ファシリテーター、および科学技術コミュニケ

ーターとして、医療技術と市民をつなぐ場を作り、地域包括

ケアシステムの推進に携わる。 

伊藤 順子 行政書士 

なでしこスクー

ル代表・伊藤順

子行政書士事務

所 代表 

法政大学経済学部経済学科卒業。専門商社の財務部に勤務後

退職。2007年北海道へ移住。2012年札幌市中央区で行政書

士開業。同年、北海道ママさん行政書士の会を立ち上げ副代

表として活動。2014年、おうち起業や主婦の再就職を支援す

るなでしこスクールを開講。主な業務は、法人設立書類作成、

契約書作成、HP利用規約作成、おうち起業支援、おうち起業

経営コンサルティング。なでしこスクール代表。北海道行政

書士会札幌支部所属、北海道ママさん行政書士の会副代表。 

 

宮本 優子 

 

社会保険労務士  

宮本優子社会保

険労務士事務所 

代表 

日本テレコム株式会社（現在のソフトバンクテレコム㈱）に

入社。総務課にて総務、経理業務に携わる。業務を行う中で、

社会保険労務士の資格を知り、平成 16年国家試験合格。平

成 17年１月、社会保険労務士登録。資格取得後、社会保険

労務士事務所に勤務、総務省年金記録確認第三者委員会にて

「消えた年金」問題に取り組む。平成 25年４月１日、札幌

市にて宮本優子社会保険労務士事務所を開業。社会保険、労

災保険、雇用保険の手続、就業規則の作成、助成金の申請、

労務管理、メンタルヘルスについての相談、就業支援（キャ

リアカウンセリング）が主な業務。 

 

梅田久美子 

 

公認会計士 北海道美唄市出身、横浜国立大学卒業。2001年公認会計士試

験合格後、大手監査法人勤務（勤務地札幌）。主な業務は、

上場企業やそれに準ずる企業の会計監査、上場を目指す企業

の上場支援業務、決算体制構築・決算早期化支援業務、内部

統制構築支援業務、M&Aや事業再生に関する業務、セミナー

企画、その他企業規模に関わらず会計を含む経営管理面での

相談・支援業務など。日本経営管理協会認定 M&Aスペシャリ

スト及び事業再生スペシャリスト 

 

奥野 舞 

 

弁護士 

中村総合法律事

務所所属 

旭川で生まれ、道内を転々としながら高校卒業までを北海道

で過ごし、その後京都・長崎での生活を経て、地元札幌に舞

い戻り、弁護士として活動中。所属事務所では主に一般民

事・家事事件のほか、中小企業の労務管理・労働事件等を扱

う。自身が四苦八苦して資格を取得した経験から、「頑張る

女性」を支えたいという気持ちがあり、一回的な法律問題の

解決だけでなく、その前後の女性の「自立」・「活躍」までカ

バー＆サポートできる仕事がしたいと熱望。女性起業家支援

活動に関わる。 

 

小西 麻衣 

 

中小企業診断士 2000年上場機械メーカーに入社し生産管理・海外部品調達を

担当。生産管理部の任務としてタイ工場へ３ヶ月単身出張し

生産管理ソフトの導入を行う。その後経営管理部門へ異動し

海外現地法人の月次管理や広報等を担当。2005年中小企業診

断士の資格を取得し、中小企業向けコンサルティング会社に

転職。法人営業を経て、コンサルティング部に経営コンサル

タントとして異動。飲食業、サービス業、食品製造小売業、

運送業等を担当し、経営診断、戦略立案、業態改善、人材育

成、財務改善等、幅広く経営改善業務を経験。2012年独立。

2013年 5月札幌へ移住 

 

木村奈津美 

 

行政書士 

行政書士法人エ

ニシア 副代表 

北大法卒後、荒川化学工業株式会社 経営企画室に勤務。広

報・秘書業務に携わる。退職後、北海道に移住。学食でパー

ト勤務・出産・子育てしながら勉強し、行政書士試験合格。

平成 23年、行政書士事務所開業。平成 25年、行政書士法人

エニシア設立。許認可申請の代行、記帳代行、遺言書作成サ

ポート等の業務を中心に担当。 北海道ママさん行政書士の

会 代表、札幌市男女共同参画会議事業検討会議委員を務め

る。 

清野 直美 

 

税理士  

清野直美税理士

事務所 代表 

 

北海道紋別市出身。小樽女子短期大学英文科卒業。国分株式

会社札幌支店経理部に５年勤務の後結婚退職。1997年池脇会

計事務所に入所。税務会計補助として 10年間関与先を担当。

2007年 12月税理士資格取得。2008年札幌中央区で独立開業。

中小法人や個人事業者の会計と税務の顧問、相続税等の相談

や申告等を行っている。主な関与先は、不動産関係、建設業、

理美容業、整骨院、保育園関係、食品や雑貨の小売りや卸、

デザイン関係の業種等多種多様。その他、青色申告会札幌中

支部の顧問税理士、税理士会市民相談等の相談員等。北海道

税理士会札幌中支部所属。札幌商工会議所サムライ倶楽部会

員。 

 

松本 佳織 

 

弁護士  

弁護士法人北海

道ひびき法律事

務所 

 

北海道大学法学部卒業、名古屋大学大学院国際開発研究科国

際協力専攻 2004年最高裁判所司法研修所入所、2006年札

幌弁護士会登録。さっぽろ法律事務所を経て、現在、弁護士

法人北海道ひびき法律事務所の社員（パートナー）弁護士と

して所属。離婚と子どもに関する研究会、遺言・相続研究会、

国際人権 NGOヒューマンライツ・ナウ等の団体に所属し、家

事事件、高齢者問題、労働事件等を多く扱っている。公職と

しては、札幌市外部評価委員会委員、北海道弁護士会連合会

理事、日本弁護士連合会外国弁護士及び国際法律業務委員会

等を歴任。 

 

大宮麻由美 

 

司法書士 

アンビシャス総

合法律事務所 

旭川市出身。北海道大学法学部在籍中に札幌市内の法律事務

所にアルバイトとして入所し、大学卒業後、同事務所へ正式

に入所。一般民事事件、債務整理等の法律事務に従事する傍

ら 2007年司法書士試験に合格。2008年、簡易裁判所訴訟代

理権取得。2012年、弁護士数名が所属するアンビシャス総合

法律事務所へ移籍。同年札幌司法書士会に登録。主に道内の

企業に対して幅広い法的サービスを提供している同事務所

にて、商業登記、不動産登記、裁判関連の業務を行う。 

 

桑島まゆみ 

 
 

整理収納アドバ

イザー 

整理収納＆アル

バム整理「かる

ルン♪倶楽部」

主宰 

生まれも育ちも東京。1976年結婚して北海道へ。札幌・帯広

を経て 1992年より石狩市在住。同年夫が小児科医院を開業

するに当たり、場所探し、建築設計、事業計画書作成、癪入

金手続き、職員募集などゼロからの起業準備等を任される。

現在医療法人理事（経理総務人事など担当）。 

2004年子育て支援サークル Timeを立ち上げ、石狩市や近隣

大学学生、地域町内会と協働事業を行う。2010年 NPO法人ハ

ウスキーピング協会の整理収納アドバイザー1級、2013年 2

級認定講師資格を取得、北海道内外や海外での整理収納セミ

ナー・お片付け作業サポート等を行っている。今後は地域内

でのスペシャリストネットワークを構築し、世代間横断相互

サポートを作るのが目標。 

 

熊野 綾 

 

弁理士 

冨岡公治法律事

務所所属 

札幌市出身、2006年弁理士試験合格、2007年弁理士登録。

株式会社ブリヂストンの知的財産本部にて社内弁理士渉外

担当として、約４年経験積み、その後、札幌の技術系ベンチ

ャー企業にて知財関連業務や事業企画や法務等の幅広い業

務を経験。現在は、大組織、小組織内での両方の経験や弁理

士としての専門知識を基に、冨岡公治法律事務所にて、各企

業様の個別の経営課題に応じた、知的財産権に関するリーガ

ルサービスを提供している。  中小・ベンチャーの支援に

注力し、弁理士としてインキュベーションに携わりたいと考

えている。札幌、北海道の素晴らしさを世界に発信し続けら

れる事業を生み出す縁の下の力持ちとなることが目標。 

 

 

 
 

●ご連絡先：●  

EZONA 代表 太田明子 

札幌市中央区大通西 20丁目 3-30-804 太田明子ビジネス工房 内 

mail:cqn01336@nifty.com mbile:090-3119-3174 

 

 



 

 


