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ご挨拶

第2回G1中部＠伊勢志摩は、大成功で幕を閉じました。三重県知事の鈴木英敬さんをはじめ、ボー
ドメンバーの皆さん、三重県庁ボランティア、鳥羽国際ホテル＆G1事務局とで半年以上にわたっ
て入念に準備を進め、コロナ禍でも全ての人が望む形で参加できるよう、コロナ対策を万全にし
たリアルとオンラインのハイブリッド形式で開催出来て、本当に良かったです。

リスクを回避するために開催を「ヤメる」という判断は簡単でした。しかし、どうしたら「出来
る」かをボードメンバーの皆さんと知恵を出し合って感染防止対策も万全にし、151名のリアル参
加、23名のオンライン参加者の皆さんと大いに学び、盛り上がり、絆を深めることが出来ました。

午前中のオプショナルツアーでは伊勢神宮を参拝し、鈴木康友市長のモデレートのもと、作家の
竹田恒泰さん、おかげ横丁社長の橋川史宏さんの特別セッションでおかげ横丁の街づくりを学び
ました。
第1部全体会で、鈴木英敬さん、阿部守一さん、大村秀章さん、古川元久さんという中部地域を代
表するリーダーたちによるwithコロナ時代の地方創生という力強いメッセージから始まった本会議
は、自然災害、企業経営、日本人の精神性、地方大学が切り拓く地域づくり、農業のDX、中部の
食と美、観光とワーケーション、物流・ペイメント、スポーツと多岐にわたる議論が繰り広げら
れました。
そして地域会議の最後は、田坂広志さんによる「リーダーは危機の時こそ無邪気に自らの使命を
信じ、絶対肯定の気持ちで素直に生きる」という心震えるメッセージで、参加した各界のリーダ
ーたち全員の心を締めていただきました。

クロージングで鈴木英敬さんも言っていたように、地域会議の意義のひとつは「多様性を知るこ
と」です。伊勢志摩サミットの際、ドイツのメルケル首相が「日本の強さの源泉を見た」と言っ
たという伊勢志摩の地で、地域の多様性と未来を大いに議論し、多くの学びを得、仲間同士の絆
を深める素晴らしい機会となりました。

オンライン参加者の皆さんにも満足いただけるよう、LINEオープンチャットや地元名産品の贈り
物など様々な趣向を凝らし、交流パーティーではレスリングの吉田沙保里さんにもオンラインサ
プライズ登場をしていただくなど、本当に参加された皆さんに満足いただけるイベントとなりま
した。貴重なセッションを実現してくださったご登壇者の皆さん、協賛していただいたスポンサ
ーの皆さま、そして共にG1中部を企画してくれたボードメンバーの皆さまに感謝を申し上げます。
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アドバイザリー・ボードメンバー
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第2回G1中部 in 伊勢志摩 開催概要
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■開催日
2020年9月11日（金）～9月12日（土）

■開催場所
鳥羽国際ホテル（鳥羽市）

■参加者数
174名（リアル151名・オンライン23名）

■主催
一般社団法人Ｇ１



9月12日(土)オプショナルプログラム
伊勢神宮参拝・おかげ横丁特別セッション
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セッションの様子①「オープニングセッション・第１部全体会」

【オープニングセッション】
堀 義人
一般社団法人G1 代表理事 グロービス経営大学院 学長

グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

【第１部 全体会】
G1が考えるwithコロナ時代の地方創生～今こそ実現する真の分散型社会～
＜パネリスト＞
阿部 守一氏 長野県知事、 大村 秀章氏 愛知県知事、 古川 元久氏 衆議院議員
＜モデレーター＞
鈴木 英敬氏 三重県知事

鈴木 英敬氏 三重県知事
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【経済】with コロナ時代に強みとなる経営資源とは～改めて注目される
中小メーカーの技術とエッセンシャルワーカーの価値～

＜パネリスト＞

春日井 康仁 氏 春日井製菓株式会社 代表取締役会長

島田 太郎 氏 株式会社東芝 執行役上席常務 最高デジタル責任者

田口 義隆 氏 セイノーホールディングス株式会社 代表取締役社長

村田 大介 氏 村田機械株式会社 代表取締役社長

＜モデレーター＞

麻生 巖 氏 株式会社麻生 代表取締役社長

【政治】自然災害頻発列島日本～水害による大災害に私たちはどう
対処すべきか～

＜パネリスト＞

勝野 哲 氏 中部電力株式会社 代表取締役会長

柴橋 正直 氏 岐阜市長

鈴木 健一郎 氏 鈴与株式会社 代表取締役社長

速水 亨 氏 速水林業 代表

＜モデレーター＞

藤沢 久美 氏 シンクタンク・ソフィアバンク 代表

【文化・スポーツ】with コロナ時代の日本人の心のあり方～神宮の地
で考える私たちの精神性～

＜パネリスト＞

黒住 宗芳 氏 黒住教 公室長

塩沼 亮潤 氏 慈眼寺 住職

新田 均 氏 皇學館大学 現代日本社会学部学部長

＜モデレーター＞

秋山 咲恵 氏 株式会社サキコーポレーション ファウンダー

セッションの様子②「第2部分科会」
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セッションの様子③「第3部分科会」

【政治】大学の知を地域へ拓く～地方大学発・新たな地方創生のかたち～

＜パネリスト＞

大友 克之 氏 朝日大学 学長

中室 牧子 氏 慶応大学 総合政策学部教授

西村 訓弘 氏 三重大学 副学長（社会連携担当）

浜田 吉司 氏 株式会社マスヤグループ本社 代表取締役社長

＜モデレーター＞

出雲 充 氏 株式会社ユーグレナ 代表取締役社長

【経済】農業のデジタルトランスフォーメーション～アグリテックの最前線と
次なる可能性～

＜パネリスト＞

浅井 雄一郎 氏 株式会社浅井農園 代表取締役

岩佐 大輝 氏 株式会社GRA 代表取締役 CEO

草野 隆史 氏 株式会社ブレインパッド 代表取締役社長

栗山 浩樹 氏 NTTコミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長

＜モデレーター＞

神成 淳司 氏 慶應義塾大学 環境情報学部教授

【文化・スポーツ】中部地方が誇る食と美～伝統を守り革新を起こす～

＜パネリスト＞

江崎 貴久 氏 有限会社オズ（海島遊民くらぶ）代表取締役

大樋 年雄 氏 大樋美術館美術家・陶芸家 十一代大樋長左衛門

徳岡 邦夫 氏 株式会社京都吉兆 代表取締役社長 総料理長

樋口 宏江 氏 志摩観光ホテル 総料理長

＜モデレーター＞

大島 千世子 氏 株式会社両口屋是清 専務取締役
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セッションの様子④「第4部分科会」

【政治】リゾート・観光・ワーケーション～with コロナ時代に考えるこれからの
地方の可能性～

＜パネリスト＞

雀部 優 氏 株式会社三井不動産ホテルマネジメント 代表取締役社長

里見 治紀 氏 セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役社長
グループCOO

田島 麻衣子 氏 参議院議員

間下 直晃 氏 株式会社ブイキューブ 代表取締役社長 CEO

＜モデレーター＞

伊藤 徳宇 氏 桑名市長

【経済】激変する物流・コマース・ペイメント～with コロナ時代の
新たな潮流とは～

＜パネリスト＞

青柳 直樹 氏 株式会社メルペイ 代表取締役

犬塚 力 氏 中部国際空港株式会社 代表取締役社長

土屋 諭 氏 大垣共立銀行 常務取締役

松本 恭攝 氏 ラクスル株式会社 代表取締役社長 CEO

＜モデレーター＞

辻 庸介 氏 株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 CEO

【文化・スポーツ】with コロナ時代のスポーツビジネス
～日本のスポーツ界はいかにしてこの危機を乗り越えるのか～

＜パネリスト＞

伊藤 絵美 氏 一般社団法人PEARLS チームマネージャー

小倉 隆史 氏 特定非営利活動法人FC.ISE-SHIMA 理事長

瀬古 利彦 氏 株式会社ディー・エヌ・エー 横浜DeNAランニングクラブ
エグゼクティブアドバイザー

髙田 旭人 氏 株式会社ジャパネットホールディングス 代表取締役社長 兼
CEO

＜モデレーター＞

松下 浩二 氏 一般社団法人Tリーグ アンバサダー

＜コントリビューター＞

井原 慶子 氏 Lovedrive株式会社 COO
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セッションの様子⑤「第5部全体会・クロージングセッション」

【クロージングセッション】

【第5部 全体会】「with コロナ時代の人間の生き方-危機において運気を引き寄せるリーダー７つの心得-」
＜スピーカー＞田坂 広志 氏 多摩大学大学院 名誉教授 グロービス経営大学院 特別顧問・特任教授 田坂塾 塾長
＜パネリスト＞鈴木 康友 氏 浜松市長
＜モデレーター＞堀 義人 一般社団法人G1 代表理事 グロービス経営大学院 学長 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
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■ Gold Sponsor

グラビス・アーキテクツ株式会社

株式会社カインズ
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■ Gold Sponsor

住友不動産株式会社

■Silver Sponsor

株式会社

ジャパネットホールディングス

株式会社

マスヤグループ本社
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■ Bronze Sponsors

麻生グループ

株式会社ギークピクチュアズ

鈴与株式会社

株式会社FINE

株式会社フジキカイ
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■特別協力

ハリウッド化粧品株式会社 伊藤園
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■個人協賛

伊藤 順朗 様

大久保 和孝 様

金山 明煥 様

長瀬 孝充 様



多くのご支援に心から感謝
申し上げます。

一般社団法人G1
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