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ご挨拶

第10回G1サミットは、大成功でした！！

「10年は続ける」と 初回のG1サミットのクロージングセッションで、宣言しました。そのG1サミットが
規模も質もパワーアップして、 約460名（ご家族を含む）の仲間が結集し、今年10回目を迎えること
ができました。 G1を信じ、 ご参加・ご協賛いただいた全ての皆様に心より感謝申し上げます。

記念すべき第10回目となるG1サミットでは、3つの目玉をご用意いたしました。第1は、「G1がつく
る日本の未来～100の行動2.0～」 というテーマでした。今回のG1サミットでは、4日間を通して
「100の行動」について徹底的に議論しました。最終セッションでは30のグループの代表から「100の
行動2.0」を発表いただきました。多くのG1メンバーが「行動」をコミットしてくれました。ここから、新
たな「100の行動2.0」を書き上げ、そしてどんどん日本を良くしていきたいと思います。また、国際会
議への大臣の出席を可能とする国会改革について、参加した全ての国会議員の方々に登壇しても
らう特別セッションを実施しました。今国会中に、総理・大臣を国会に縛り付けている悪弊を変える
べく、徹底的に発言し、行動していきたいと思います。

2つ目の目玉である2つのフェスも大盛り上がりでした。「G1スポフェス」では、おそろいのG1Tシャ
ツを着て12のチームに分かれ、卓球、ビーチサッカー、ビーチバレー、アクアスロンの4つの競技で
真剣勝負しました。「G1沖縄フェス」では、新進気鋭のPrecious Jさんやディアマンテスさん、そして
園田青年会のエイサーで大いに盛り上がりました。

3つ目の目玉は「10周年」。10年連続でG1サミットにご参加いただいた皆様には、G1かりゆしナイ
トで記念バッグを贈呈しました。沖縄フェスでは、「勝利のうた」の後に特別な花火でG1サミット10周
年が高らかに祝われました。飲んで、歌って、踊って、とても楽しかったです！

G1は10年経って、ぼくらが行動を起こせば日本の課題を解決できるコミュニティに成長してきまし
た。仲間が結集し、「100の行動」というビジョンが作られ、「日本を良くする」多くの行動を前に進め
ています。これから新たな「100の行動2.0」をつくりあげ、社会のマインドセットを変えていくために、
ぼくら一人一人が自信を持って、さらに強く発言し、行動していきたいと思います。 世界に向けても
「日本は必ず良くなる」と発信し続けていきたいと思います。そのためにも、これからのG1は、7つの
コンファレンスの運営に加えて、１）シンクタンク機能と発信力の強化、２）イニシアティブの強化、

３）海外発信を強化して、「日本を良くする」ためのプラットフォームとしての機能をより一層強めてい
きたいと考えています。

第10回目のG1サミットを大成功で終えられましたことを、全ての皆様に感謝いたします。 花まる
学習会の高濱さんによるG1 Junior特別プログラムのおかげで、ご家族向けプログラムが充実した
ものとなりました。方円企画のおかげで囲碁サロンが二晩開催できました。そして何よりもスポンサ
ーの皆様に深く御礼申し上げます。 皆様からのご協賛のお陰で、ザ・ブセナテラスを借り切った運
営が実現しました。今後とも継続的なご支援をよろしくお願いします。



アドバイザリー・ボードメンバー



第9回Ｇ１サミット 開催概要
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■開催日
2018年2月9日（金）～12日（月）

■開催場所
沖縄 ザ・ブセナテラス ／ 万国津梁館

■主なアトラクションプログラム
2月9日 レセプション

2月10日 G1かりゆしナイト ／ G1 Junior ディナー ／ G1 Youth ディナー
G1囲碁／G1サロン

2月11日 G1新世代リーダー・アワード／ G1Sports Festival／
プールサイド・カクテル／ダインアラウンド／G1 Okinawa Festival

2月12日 フェアウェル・ランチ

■参加者数 458名
ご本人 291 名
ご家族 167名

■主催
一般社団法人Ｇ１



セッション①（2月10日）

第１部 全体会「G1がつくる日本の未来～100の行動2.0～」
パネリスト：世耕 弘成氏、竹中 平蔵氏
モデレーター：小泉 進次郎氏
コントリビューター：武田 洋子氏

オープニング・セッション
スピーカー：堀 義人



セッション②（2月10日）

特別セッション
「ホンネの特別討論～国益を考えた国会運営とは～」

第2部 全体会
世界の中の日本
～外交・金融・国際機関から見た課題と可能性～
パネリスト：神保 謙氏、本田 桂子氏、水野 弘道氏
モデレーター：堀 義人



セッション③（2月10日）
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セッション④（2月10日）
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セッション⑤（2月11日）
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セッション⑥（2月11日）
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セッション⑦（2月11日）
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セッション⑧（2月11日）
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村井 満 公益社団法人日本プロサッカーリーグ チェアマン



セッション⑨（2月12日）
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セッション⑩（2月12日）

第11部 全体会
G1がつくる日本の未来～日本がとるべきテクノロジー戦略とは～
パネリスト：西村 康稔氏、山中 伸弥氏
モデレーター：鈴木 寛氏

第12部全体会
G1がつくる日本の未来～100の行動2.0～
コメンテーター：翁 百合氏、世耕 弘成氏、水野 弘道氏
モデレーター：堀 義人



クロージングセッション

セッション⑪（2月12日）



G1 OKINAWA FORUM（2月10日）



G1 Connected Industries Workshop（2月10日）



G1 Nature Walk（2月10日）



G1かりゆしナイト（2月10日）



G1 Junior/G1 Youth ディナー/特別セッション（2月10日）



G1囲碁・G1サロン（2月10日）



G1新世代リーダー・アワード（2月11日）

◆政治の部

受賞者： 﨑田 恭平氏

日南市長

プレゼンター： 髙島 宗一郎氏

福岡市長

◆経済の部

受賞者： 山田 進太郎氏

株式会社メルカリ

代表取締役会長兼CEO

プレゼンター： 岩瀬 大輔 氏

ライフネット生命保険株式会社

代表取締役社長 兼 ＣＯＯ

◆社会・文化の部

受賞者： 松山 大耕氏

臨済宗 大本山妙心寺 退蔵院

副住職

プレゼンター： 御立 尚資氏

ボストン コンサルティング グループ

シニア・アドバイザー



G1 Sports Festival（2月11日）

◆ビーチサッカー

◆卓球

◆ビーチバレー

◆アクアスロン



G1 Okinawa Festival （2月11日）
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Silver Sponsors
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Bronze Sponsors
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特別協賛/特別協力/企画運営

◆特別協賛 ◆特別協力

◆企画運営



秋池玲子 様

麻生巖 様

伊藤順朗 様

井上高志 様

奥本真一郎様

金山明煥 様

亀山敬司 様

川﨑達生 様

窪田良 様

坂本大地 様

四方敬之 様

重富隆介 様

高野真 様

田口義隆 様

谷家衛 様

辻 庸介様

寺田航平 様

間下直晃 様

増島雅和 様

都 賢治様

村田大介 様

茂木潤一 様

森川 亮 様

矢崎和彦 様

安渕聖司 様

柳沢正和 様

柳澤大輔 様

山田邦雄 様

個人協賛



本年も、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


