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2021年10月吉日

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

堀 義人

「第3回G1九州 in 宮崎」は大成功で幕を閉じました！リアル199名、オンライン21名、総勢220名の方々
にご参加いただき、参加者数は過去最高でした。

本プログラム前日のオプショナルプログラムは、「日南市の伝統と地方創生巡り」と題し、前日南市長の
﨑田恭平さんに、鵜戸神宮、油津商店街、飫肥城下町をご案内いただきました。地域の多様性と未来を
多いに議論し、多くを学び、仲間同士の絆を深める素晴らしい機会になりました。

第1部全体会では、九州経済界の重鎮である唐池恒二さん、髙田明さん、そして髙島宗一郎市長という
九州を代表するリーダー達が登壇し、髙田さんの「ピンチの際はまず受け入れることから始まる」といっ
たメッセージから始まり、政治・経済・安全保障を包含した九州のビジョンについて熱く議論いただきま
した。

続く分科会は政治、地域創生、経済、社会・文化・スポーツの4セッション×3コマで、DX、ポストコロ
ナを見据えた地域の魅力づくり、美と健康の追求、危機管理、地政学、スポーツ、地域の連携など、
G1九州でしか実現し得ないユニークなセッションを行いました。

そして最後の全体会では、秋山咲恵さん、松田丈志さん、松山大耕さんから、「リーダーは困難な時代
こそ自分は何者なのかを真剣に考え、自身の使命を明確にする。そうすれば、どんな試練でも乗り越えら
れる。高い精神性をもち、勇気、知恵を与えることがリーダーの役割である」という深い学びがありまし
た。

また、ランチは「九州＆沖縄8県・官民の新たな創造と変革の取組み」をテーマに各県の代表からそれ
ぞれの取り組みをご披露いただきました。ディナーでは、宮崎で有名な三味線奏者の村上三絃道さんに
力強く演奏いただきました。

ということでコロナ禍ではありましたが、充実したプログラムを実現することができました。アドバイザ
リー・ボードの皆さん、宮崎県庁・日南市役所・延岡市役所のボランティア、会場を提供してくださった
里見治紀さんやシーガイアの皆さん他、ご協力いただいた全ての皆さんに感謝です！

また、ご協賛いただいた皆さんに深く御礼申し上げます。皆さんのご協賛のお陰で、ハイブリッド形式で
感染症対策も万全に開催することができました。
今後とも継続的なご支援・ご協力をよろしくお願いします。そして最後にご登壇者と参加者に感謝申し上
げます。



納富 貞嘉 氏

株式会社Fusic
代表取締役社長

アドバイザリー・ボード
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朝日 健太郎 氏

参議院議員
国土交通大臣政務官

井上 英明 氏

株式会社パーク・コーポレー
ション
代表取締役

桑野 和泉 氏

株式会社玉の湯
代表取締役社長

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

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CEO
株式会社セガ
代表取締役会長CEO
サミー株式会社
代表取締役社長CEO

髙島 宗一郎 氏

福岡市長

西高辻 信宏 氏

太宰府天満宮
宮司

古川 康 氏

衆議院議員
総務大臣政務官

麻生 巖 氏

株式会社麻生
代表取締役社長

河瀬 航大 氏

株式会社フォトシンス
代表取締役社長

﨑田 恭平 氏

株式会社飫肥社中
代表取締役

高濱 正伸 氏

株式会社こうゆう
花まる学習会
代表取締役

長野 恭紘 氏

別府市長

西川 正明 氏

株式会社再春館製薬所
代表取締役社長

堀 義人

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

松岡 恭子 氏

スピングラス・アーキテクツ
代表取締役
株式会社大央
代表取締役社長

武井 俊輔 氏

衆議院議員

西川 朋希 氏

桜十字グループ
代表



第3回G1九州 in 宮崎 開催概要

■開催日

2021年9月24（金）～25日（土）

■開催場所

フェニックス・シーガイア・リゾート & オンライン

■参加者数

220名

（リアル199名、オンライン21名）

■主催

一般社団法人G1
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9月24日（金）オプショナルプログラム
「日南市の伝統と地方創生巡り～鵜戸神宮・油津商店街・飫肥城下町～」

5※撮影時のみマスクを外しました



オープニング・セッション
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【オープニング・セッション】
堀 義人 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
河野 俊嗣 氏 宮崎県知事

※登壇時のみマスクを外しました



第1部全体会
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【第1部全体会】
G1九州が描く九州のビジョン
＜パネリスト＞
唐池 恒二 氏 九州旅客鉄道株式会社 代表取締役会長
髙田 明 氏 株式会社A and Live 代表取締役（ジャパネットたかた創業者）
＜モデレーター＞
髙島 宗一郎 氏 福岡市長
＜コントリビューター＞
神保 謙 氏 慶應義塾大学 総合政策学部教授

※登壇時のみマスクを外しました



【政治】
九州から考える農業の未来
～コロナ時代における農業の課題と可能性～

＜パネリスト＞

秋元 里奈 氏 株式会社ビビッドガーデン 代表取締役社長

池田 宜永 氏 都城市長

生駒 祐一 氏 テラスマイル株式会社 代表取締役
＜モデレーター＞

岩佐 大輝 氏 株式会社GRA 代表取締役CEO

第2部分科会
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【地方創生】
長崎の未来を創る、地域創生の産学官連携

＜パネリスト＞

河野 茂 氏 長崎大学 学長

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

平田 研 氏 長崎県 副知事

＜モデレーター＞

大原 あかね 氏公益財団法人大原美術館 理事長

※登壇時のみマスクを外しました

【経済】
地方で働くという選択
～移住・ワーケーション・多様な働き方と生き方とは～

＜パネリスト＞

奥本 みずほ 氏 株式会社イクリプス 代表取締役会長&CEO

多田 洋祐 氏 株式会社ビズリーチ 代表取締役社長

永山 由高 氏 日置市長

吉田 浩一郎 氏 株式会社クラウドワークス 代表取締役社長CEO

＜モデレーター＞

高濱 正伸 氏 株式会社こうゆう 花まる学習会 代表取締役

【社会・文化・スポーツ】
美と健康の追求
～あなたの知らない美と健康の今～

＜パネリスト＞

池田 欣生 氏 東京皮膚科・形成外科 総院長

出雲 充 氏 株式会社ユーグレナ 代表取締役社長

尾池 雄一 氏 熊本大学 医学部 教授/医学科長

＜モデレーター＞

西川 朋希 氏 桜十字グループ 代表



ランチ 「九州＆沖縄8県・官民の 新たな創造と変革の取組みピッチ」
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【政治】
熊本地震から考える災害時の危機管理の要諦

＜パネリスト＞

大西 一史 氏 熊本市長

西川 正明 氏 株式会社再春館製薬所 代表取締役社長

古荘 貴敏 氏 株式会社古荘本店 代表取締役社長

＜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

第3部分科会
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【地方創生】
九州の都市デザインの今
～駅と街の新関係～

＜パネリスト＞

黒瀬 武史 氏 九州大学大学院

人間環境学研究院都市・建築学部門 教授

髙原 祥有 氏 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社執行役員

松下 琢磨 氏 九州旅客鉄道株式会社 常務執行役員

事業開発本部副本部長・開発部長

＜モデレーター＞

松岡 恭子 氏 株式会社スピングラス・アーキテクツ 代表取締役/

株式会社大央 代表取締役社長

※登壇時のみマスクを外しました

【経済】
地方メディアの生存戦略
～テクノロジーが拡げる地方メディアの可能性～

＜パネリスト＞

坂本 大典 氏 株式会社ニューズピックス 代表取締役社長 CEO

髙島 宗一郎 氏 福岡市長

牧 巌 氏 株式会社宮崎放送 代表取締役社長

＜モデレーター＞

瀬尾 傑 氏 スローニュース株式会社 代表取締役

【社会・文化・スポーツ】
力強く成長する九州の観光産業
～コロナ時代を生き抜く新たな戦略～

＜パネリスト＞

片桐 孝一 氏 フェニックスリゾート株式会社

代表取締役 社長執行役員

加藤 史子 氏 WAmazing株式会社 代表取締役員/CEO

山田 桂一郎 氏 JTIC.SWISS 代表

山野 智久 氏 アソビュー株式会社 代表取締役CEO

＜モデレーター＞

長野 恭紘 氏 別府市長



【政治】
九州が持つ地政学上のリスクとチャンス

＜パネリスト＞

神保 謙 氏 慶應義塾大学 総合政策学部教授

武井 俊輔 氏 衆議院議員

柳川 範之 氏 東京大学 大学院経済学研究科・経済学部教授

＜モデレーター＞

麻生 巖 氏 株式会社麻生 代表取締役社長

第4部分科会
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【地方創生】
"裏九州"の底力
～陸の孤島問題に負けない東九州の戦略～

＜パネリスト＞

鞍掛 斉也 氏 株式会社狼煙 代表取締役

郡司 行敏 氏 宮崎カーフェリー株式会社 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CEO／

株式会社セガ 代表取締役会長CEO／
サミー株式会社 代表取締役社長CEO

＜モデレーター＞

﨑田 恭平 氏 株式会社飫肥社中 代表取締役

※登壇時のみマスクを外しました

【経済】
デジタルが引き出す地方の潜在力
～地方×デジタルの可能性～

＜パネリスト＞

河瀬 航大 氏 株式会社フォトシンス 代表取締役社長

納富 貞嘉 氏 株式会社 Fusic 代表取締役社長

柳瀬 隆志 氏 嘉穂無線ホールディングス株式会社

代表取締役社長

＜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

【社会・文化・スポーツ】
地域を盛り上げるスポーツの力

＜パネリスト＞

岩下 英樹 氏 株式会社長崎ヴェルカ 代表取締役社長

田中 敏弘 氏 九州アジアプロ野球機構 代表理事

堀江 貴文 氏 SNS media＆consulting株式会社 ファウンダー

松下 浩二 氏 株式会社VICTAS 代表取締役社長

＜モデレーター＞

朝日 健太郎 氏 参議院議員 国土交通大臣政務官



【第5部全体会】
コロナ時代に成長し続けるための勇気・知恵と精神性

＜パネリスト＞
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
松田 丈志 氏 セガサミーホールディングス株式会社 元競泳選手
松山 大耕 氏 臨済宗 大本山妙心寺 退蔵院 副住職

＜モデレーター＞

堀 義人 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5部全体会／クロージング・セッション

12※登壇時のみマスクを外しました

【クロージング・セッション】
アドバイザリーボードメンバー



ディナー

13※演奏時のみマスクを外しました



会場の様子
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会場の様子
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Gold Sponsor
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麻生グループ



Bronze Sponsors
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株式会社ギークピクチュアズ

セガサミーグループ 株式会社ネオキャリア

桜十字グループ
株式会社

ジャパネットホールディングス

株式会社こうゆう 花まる学習会ＫＭバイオロジクス株式会社

株式会社再春館製薬所

株式会社西原商会



個人協賛
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麻生 巖 様

足立 佑馬 様

磯﨑 寛也 様

伊藤 順朗 様

井上 英明 様

猪口 耕成 様

大久保 和孝 様

金山 明煥 様

田中 洋之 様

吉田 浩一郎 様

李 忠烈 様

特別協力

株式会社伊藤園
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多くのご支援に
心より感謝申し上げます。

一般社団法人G1


