G1 Executive Conference

経営者会議 2022
ご 挨 拶

開催概要

日本経済の中枢を担う企業経営者たちが集い、議論し、学び、行動するためのプラットフォームをつくりたい。

日

時

場

所

来場参加、またはWEB参加をお選びいただけます
・来場参加の場合 ：グロービス経営大学院 東京校（東京都千代田区二番町5-1 住友不動産麹町ビル）

「G1ベンチャー」、
「G1地域会議」に並ぶ会議となります。

アクセス：有楽町線麹町駅より徒歩1分

これまで政界からは菅義偉前内閣総理大臣、世耕弘成参議院自由民主党幹事長、河野太郎前行政改革担当大臣、

・WEB参加の場合：Zoomにて実施いたします

石倉洋子デジタル庁デジタル監、財界からはSOMPOホールディングスの櫻田謙悟グループCEO、JSRの小柴満信名誉会長、
資生堂の魚谷雅彦社長、リコーの山下良則社長、経営共創基盤の冨山和彦会長、学界からは竹中平蔵教授、

2022年11月23日（水・祝）9時00分〜18時30分
終了後懇親会 18時45分〜20時00分（予定）※状況に応じて判断いたします。

そのような思いから2012年、
「G1経営者会議」を立ち上げました。
2009年に立ち上げた「G1サミット」、そこから生まれた「G1 Global Conference」、
「G1新世代リーダー・サミット」、

※開催概要は変更する可能性がございます。

ご参加者

企業の経営者、取締役または執行役員（完全ご招待制）
※女性活躍推進の一環として女性の場合は部長職相当の方もご参加いただけます。

松尾豊教授をはじめ、各界の第一線で活躍するリーダーの方々にお越しいただき、日本の成長戦略の実現に向けて、

※企業経営者に加え、G1サミットの参加有資格者である、政治・ビジネス・文化芸術など各領域の第一線でご活躍の方々もご招待いたします。

経営者のメンバーと共に、議論を交わしてきました。

・来場参加の場合 ：一社につき一名様にご参加いただけます
※女性のご参加者を含む場合は一社二名様までご参加いただけます。

・WEB参加の場合：一社あたりの上限はございません

G1という名称には、
「GLOBALでのNo.1」
「GLOBE（世界）がひとつになる」という思いを込めています。
ご参加料

お一人様：118,000円（参加費・昼食費・懇親会費・消費税含む）
早期申込割引：9月16日（金）までにお申し込みいただいた場合は98,000円となります

「G1経営者会議」の目的は、4つです。
Ⅰ．先人や異領域から学び、新たな時代を拓くリーダーとしての視座を養う
Ⅱ．各分野で活躍する日本企業やグローバル企業の事例と課題を共有し、世界で戦うための戦略を学ぶ
Ⅲ．次世代により良い社会を託すために、企業が果たすべき役割を議論し実行する

申込締切

10月14日（金）※定員になり次第締め切らせていただきます。

主

一般社団法人G1／株式会社グロービス

催

Ⅳ．大企業の執行役員以上が集い、経営層同士のコミュニティ形成に寄与する

日本のさらなる成長は、企業経営者のリーダーシップがあってこそ実現できると考えます。
「G1経営者会議」の場から、日本の変革に向けた行動につなげていきたいと思います。

申込概要

大いに議論し、学び、つながり、行動へと移していきましょう。
以下URLよりご登録をお願いいたします。
G1経営者会議WEBサイト：https://g1summit.com/g1executive （「G1経営者会議」でご検索ください）
・参加者用パンフレット作成のため、お写真及びプロフィールをお申込時に頂戴します。
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

・当日の様子は写真・動画撮影し、当会議の案内にて利用させていただくことがございます。
・10月22日（土）以降のキャンセルは、全額申し受けます。ご了承ください。
・プライバシーポリシーはこちらをご覧ください。https://www.globis.co.jp/privacy

これまでのご登壇者

毎年統一テーマを定め、セッションテーマに沿って各分野の登壇者が議論を交わします。各セッションテーマをクリックすると、内容をご確認いただけます。

2021年 「グリーン・デジタルで進化するステークホルダー経営」

第1部
グリーン・デジタルで進化するステークホルダー経営

第2部
グリーン・デジタルで進化するステークホルダー経営

ネットゼロへの挑戦①
〜素材・エネルギー産業編〜

デジタル庁 デジタル監
一橋大学 名誉教授
石倉 洋子 氏

株式会社リコー
代表取締役 社長執行役員・CEO
山下 良則 氏

国際環境経済研究所 理事
U3innovations合同会社 代表取締役
竹内 純子 氏

カーボンニュートラルで加速するESG投資

人材版伊藤レポートを踏まえた人財資本とCHROの役割

デジタルで進化するB2Bビジネス
〜顧客価値をどう創り出すか〜

国連事務総長 特使（革新的ファイナンスと持続可能な投資担当）
米テスラ 社外取締役
水野 弘道 氏

豊田通商株式会社
CHRO
濱瀬 牧子 氏

AGC株式会社
代表取締役 兼 副社長執行役員
宮地 伸二 氏

規制改革の現状と今後の展望

コロナを機に実現するDX
〜加速する働き方改革〜

2020年 「コロナを機に実現するDXとAIによる新次元経営」

菅政権が作り出す力強い日本
〜政府が行うこと、民間に期待すること〜

※本セッションは非公開です。

規制改革担当大臣
衆議院議員
河野 太郎 氏

株式会社ワーク・ライフバランス
代表取締役社長
小室 淑恵 氏

コロナを機に実現するDistance Leadership
〜ステークホルダーエンゲージメント〜

DXとAIによる新時代経営を牽引するリーダー育成

コロナを機に実現するDXとAIによる新次元経営

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社
常務 エンタープライズマーケティング本部 本部長
山口 有希子 氏

オムロン株式会社
執行役員常務 グローバル人財総務本部長
冨田 雅彦 氏

富士通株式会社
代表取締役社長 兼 CDXO (Chief Digital Transformation Oﬃcer)
時田 隆仁 氏

オープンイノベーション
〜大企業とスタートアップのアライアンス戦略〜

テクノベート時代を勝ち抜く
戦略的サステイナビリティ

新たな人材戦略としての
外国人材・シニア人材の活躍推進

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
里見 治紀 氏

JSR株式会社
代表取締役会長
小柴 満信 氏

シンクタンク・ソフィアバンク
代表
藤沢 久美 氏

AIとビッグデータによる
戦略的サステイナビリティの実現

イノベーティブな組織を実現する企業文化

企業経営とスポーツの戦略的サステイナビリティ

Zホールディングス株式会社
代表取締役社長 CEO
川邊 健太郎 氏

グーグル合同会社
バイスプレジデント アジア太平洋・日本地区 マーケティング
岩村 水樹 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
髙田 旭人 氏

内閣総理大臣
菅 義偉 氏

2019年 「テクノベート時代を勝ち抜く戦略的サステイナビリティ」

※本リーフレットに掲載のご所属・お役職はご登壇当時のものとなります。

昨年度プログラム G1経営者会議2021

「グリーン・デジタルで進化するステークホルダー経営」

※各セッションテーマをクリックすると、内容をご確認いただけます。
（非公開セッションは除く）
※本リーフレットに掲載のご所属・お役職はご登壇当時のものとなります。

9：00‐9：15

オープニング・セッション

9：15‐9：55

第1部 全体会「グリーン・デジタルで進化するステークホルダー経営」

◇パネリスト◇

石倉 洋子 氏/デジタル庁 デジタル監、一橋大学 名誉教授
水野 弘道 氏/国連事務総長 特使（革新的ファイナンスと持続可能な投資担当）、米テスラ 社外取締役

◇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

10：00‐11：00

第2部 全体会「グリーン・デジタルで進化するステークホルダー経営」

◇パネリスト◇

魚谷 雅彦
代表取締役 社長 兼 CEO
三村 明夫 氏/日本商工会議所・東京商工会議所 会頭、日本製鉄 名誉会長
山下 良則 氏/リコー 代表取締役 社長執行役員・CEO

◇モデレーター◇

秋山 咲恵 氏/サキコーポレーション ファウンダー

11：20‐12：20

氏/資生堂

第3部 分科会

「デジタルで進化するB2Bビジネス
「スタートアップと大企業の価値共創」
〜顧客価値をどう創り出すか〜」
◇パネリスト◇
大澤 正和 氏/三菱UFJフィナンシャル・グループ
執行役常務デジタルサービス事業本部長 兼 グループCDTO
志済 聡子 氏/中外製薬 執行役員 デジタル・IT統轄部門長
芹澤 亮 氏/インダストリー・ワン 代表取締役社長
宮地 伸二 氏/AGC 代表取締役 兼 副社長執行役員
◇モデレーター◇
栗山 浩樹 氏/NTTコミュニケーションズ 代表取締役副社長

◇パネリスト◇
稲田 武夫 氏/アンドパッド 代表取締役社長
小澤 隆生 氏/ヤフー 取締役 専務執行役員COO
中馬 和彦 氏/KDDI 事業創造本部
ビジネスインキュベーション推進部部長
中村 亜由子 氏/パーソルイノベーション
eiicon company 代表/founder
◇モデレーター◇
今野 穣/グロービス・キャピタル・パートナーズ
代表パートナー 最高執行責任者（COO）

「D&Iの先にあるDEI（Diversity、
Equity、Inclusion）を考える」
◇パネリスト◇
乙武 洋匡 氏/作家
土井 香苗 氏/ヒューマン・ライツ・ウォッチ 日本代表
森 まさこ 氏/参議院議員 自民党副幹事長
◇モデレーター◇
安渕 聖司 氏/アクサ・ホールディングス・ジャパン
代表取締役社長 兼 CEO

「ネットゼロへの挑戦①
「デジタルにより政府・企業の働き方は
〜素材・エネルギー産業編〜」
どこまで飛躍できるか〜デジタル戦略に大きく
舵を切った企業の働き方改革の成果とは〜」 ◇パネリスト◇
◇パネリスト◇
小林 史明 氏/衆議院議員 デジタル副大臣 兼 内閣府副大臣
佐賀 文宣 氏/ZVC Japan（Zoom）社長
佐々木 聖治 氏/セールスフォース・ドットコム
Slack 日本韓国リージョン事業統括 常務執行役員 カントリーマネージャー
保元 道宣 氏／オンワードホールディングス 代表取締役社長
◇モデレーター◇
小室 淑恵 氏/ワーク・ライフバランス 代表取締役社長

出雲 充 氏/ユーグレナ 代表取締役社長
手塚 宏之 氏/JFEスチール 専門主監（フェロー）
兼 技術企画部地球環境グループリーダー
村松 衛 氏/日本原子力発電 取締役社長

◇モデレーター◇
竹内 純子 氏/国際環境経済研究所 理事、U3innovations 代表取締役

ランチ特別セッション「河野太郎 氏×竹中平蔵 氏 ランチトーク」

13：30‐14：30

第4部 分科会

「デジタルが促すサプライチェーン改革」 「米中覇権争いの時代：グローバル戦略 「ステークホルダーの幸せを実現する
としてのステークホルダ―経営」 ウェルビーイング（Well-being）経営の実践」

◇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

「モビリティの産業構造大変革が
「コミュニケーション戦略から考える
「経営者が持つべき
『教養』
とは？」
生み出すビジネスチャンス」
炎上リスクマネジメント」
◇パネリスト◇
加藤 真平 氏/ティアフォー 創業者 兼 最高技術責任者
鯉渕 健 氏/トヨタ自動車クルマ開発センター フェロー
ウーブンプラネット CTO
須賀 千鶴 氏/経済産業省商務情報政策局 情報経済課長
野辺 継男 氏/米インテル
デジタルインフラダイレクター 兼 チーフ・サービス・アーキテクト

◇パネリスト◇
田中 愼一 氏/フライシュマン・ヒラード・ジャパン 代表取締役社長
津田 大介 氏/ネオローグ 代表取締役
夏野 剛 氏/慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科 特別招聘教授
蜷川 聡子 氏/ジェイ・キャスト 取締役

◇モデレーター◇
阿部 暢仁 マッスィミリアーノ 氏/A.T. カーニー シニア パートナー

◇モデレーター◇
瀬尾 傑 氏/スローニュース 代表取締役

◇モデレーター◇
木村 尚敬 氏/経営共創基盤 共同経営者
マネージングディレクター、IGPI上海董事長兼総経理

「『攻めの経営』を促す報酬体系とガバナンス」 「ネットゼロへの挑戦②〜運輸・製薬・林業に
おける自社を越えた脱炭素社会への貢献〜」
◇パネリスト◇
阿部 直彦 氏/ペイ・ガバナンス日本
代表取締役・マネージングパートナー
岡 俊子 氏/岡＆カンパニー 代表取締役
平手 晴彦 氏/Hirate & associates 代表取締役社長
三島 茂樹 氏/パナソニック 執行役員 グループCHRO

◇パネリスト◇
岩﨑 真人 氏/武田薬品工業 代表取締役 日本管掌
小山 智之 氏/日本郵船 専務執行役員 技術本部長
光吉 敏郎 氏/住友林業 代表取締役社長

◇モデレーター◇
キャシー 松井 氏/MPower Partners ゼネラル・パートナー

◇モデレーター◇
栗原 美津枝 氏/価値総合研究所 代表取締役会長

◇パネリスト◇
岩井 睦雄 氏/日本たばこ産業 取締役副会長
小国 士朗 氏/小国士朗事務所 代表取締役
篠田 真貴子 氏/エール 取締役

◇モデレーター◇
鎌田 英治/知命社中 代表、グロービス経営大学院専任教授、
グロービス・パートナー・ファカルティ

「人材版伊藤レポートを踏まえた
「消費者と組んだグリーン成長戦略」
人財資本とCHROの役割」
◇パネリスト◇
時田 隆仁 氏/富士通 代表取締役社長
兼 CDXO (Chief Digital Transformation Oﬃcer)
冨田 雅彦 氏/オムロン 執行役員常務 グローバル人財総務本部長
濱瀬 牧子 氏/豊田通商 CHRO

◇パネリスト◇
青井 宏憲 氏/booost technologies 代表取締役
井垣 勉 氏/オムロン 執行役員
石井 菜穂子 氏/東京大学 理事
伊藤 順朗 氏/セブン＆アイ・ホールディングス 取締役常務執行役員

◇モデレーター◇
西 恵一郎/グロービス マネジング・ディレクター、
顧彼思（上海）企業管理諮詢有限公司 董事

◇モデレーター◇
山田 唯人 氏/マッキンゼー＆カンパニー パートナー

16：00‐17：00

第6部 分科会

「パーパスを軸にした経営革新と
「コロナで変わる都市開発」
「デジタルで進化する
ステークホルダー経営」
ユーザーエンゲージメント」
◇パネリスト◇
高見 聡 氏/ホンダモビリティソリューションズ 代表取締役社長
和佐 高志 氏/日本コカ・コーラ 最高マーケティング責任者
渡辺 洋之 氏/日本経済新聞社 専務取締役 デジタル事業/
人材教育事業統括、日経イノベーション・ラボ所長

◇パネリスト◇
島田 由香 氏/ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス 人事総務本部長
竹内 達也 氏/ボストン コンサルティング グループ
マネージング・ディレクター＆パートナー 組織・人材グループ日本リーダー
徳永 文 氏/エーザイ サステナビリティ部長

◇パネリスト◇
秋田 典子 氏/千葉大学大学院園芸学研究院 教授 日本都市計画学会 理事
髙田 旭人 氏/ジャパネットホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO
森 浩生 氏/森ビル 取締役副社長執行役員

◇モデレーター◇
岩村 水樹 氏/グーグル
バイスプレジデント アジア太平洋・日本地区マーケティング

◇モデレーター◇
高橋 亨/グロービス マネジング・ディレクター

◇モデレーター◇
梅澤 高明 氏/A.T.カーニー 日本法人会長、CIC Japan 会長

◇パネリスト◇
北村 吉弘 氏/リクルートホールディングス 常務執行役員
リクルート 代表取締役社長
佐藤 光紀 氏/セプテーニ・ホールディングス
代表取締役グループ社長執行役員
高倉 千春 氏/ロート製薬 取締役

◇パネリスト◇
稲垣 精二 氏/第一生命ホールディングス 代表取締役社長
大関 洋 氏/ニッセイアセットマネジメント 代表取締役社長
菅野 暁 氏/アセットマネジメントOne 代表取締役社長
水野 弘道 氏/国連事務総長 特使
（革新的ファイナンスと持続可能な投資担当） 米テスラ 社外取締役

◇モデレーター◇
岡島 悦子 氏/プロノバ 代表取締役社長

◇モデレーター◇
翁 百合 氏/日本総合研究所 理事長

17：15‐17：45

◇パネリスト◇
田村 耕太郎 氏/ミルケンインスティテュート アジアフェロー
徳谷 昌也 氏/三井物産(中国)有限公司 董事 兼 総経理
宮原 京子 氏/ファイザー 炎症・免疫部門 取締役執行役員部門長
村田 大介 氏/村田機械 代表取締役社長

第5部 分科会

「カーボンニュートラルで
「Z世代の時代に向けて企業が備えて
加速するESG投資」
おくべきこと〜若手社員の活性化〜」

12：30‐13：15

◇パネリスト◇
島田 太郎 氏/東芝 執行役上席常務 最高デジタル責任者
土川 元 氏/ソニーグループ VP
ソニーイノベーションファンド チーフインベストメントマネジャー

14：45‐15：45

◇パネリスト◇
石川 善樹 氏/Wellbeing for Planet Earth 代表理事
小島 玲子 氏/丸井グループ 取締役執行役員
Chief Well-being Oﬃcer 専属産業医
轟 麻衣子 氏/ポピンズホールディングス 代表取締役社長
矢野 和男 氏/日立製作所 フェロー

◇モデレーター◇
小林 正忠 氏/楽天グループ 常務執行役員 Chief Well-being Oﬃcer

社会事業家部門

第7部 全体会 G1・KIBOWソーシャルアワード授賞式
◇受賞者◇

山田 邦雄 氏/ロート製薬 会長

◇プレゼンター◇
社会起業家部門

◇受賞者◇

特別賞

◇受賞者◇

◇プレゼンター◇

村田 早耶香 氏/かものはしプロジェクト 共同創業者

太田 雄貴 氏/国際フェンシング連盟 副会長、国際オリンピック委員会（IOC）アスリート委員

◇プレゼンター◇

17：45‐18：30

森 浩生 氏/森ビル 取締役副社長執行役員

今村 久美 氏/カタリバ 代表理事

杉山 文野 氏/東京レインボープライド 共同代表理事

第8部 全体会 「G1・KIBOWソーシャルアワード受賞記念パネルディスカッション 〜マルチステークホルダーが実現するインクルーシブな社会に向けた企業の役割〜」

◇パネリスト◇

今村 久美 氏/カタリバ 代表理事
太田 雄貴 氏/国際フェンシング連盟 副会長、国際オリンピック委員会（IOC）アスリート委員
山田 邦雄 氏/ロート製薬 会長

◇モデレーター◇

髙島 宏平 氏/オイシックス・ラ・大地 代表取締役社長

18：30‐18：50

クロージング・セッション

18：50‐19：10

情報交換会

※過去のセッションも知見録からご覧いただけます。

https://globis.jp

Facebook: https://www.facebook.com/CHIKENROKU
Twitter: https://twitter.com/GLOBISJP

「G1」というプラットフォーム

これまでのご参加企業（一部抜粋、五十音順）

「一般社団法人G1」はG1サミットをはじめ、年間６つのカンファレンス、６つの部会、４つのシンクタンク、そして30を超える
イニシアティブを運営しています。マルチステークホルダーが集うプラットフォームとしての機能をさらに拡大しています。

G1サミット

本会議

各領域の第一線で活躍するリーダーが集い、党派や領域を超えて議論し行動する

カンファレンス

G1Global Conference

グローバル

グローバル・リーダーたちが集い、国際社会の取り組むべき課題と日本の果たす役割を議論する

G1ベンチャー

G1経営者会議

経済

日本経済の中枢を担う代表的企業のリーダーが集い、
混迷と停滞の打破を目指す

イノベーションを継続的に生み出し、
強いベンチャー企業を育む生態系の構築を目指す

G1新世代リーダー・サミット

地域・世代

各領域で活躍する20歳〜30歳代のリーダーを募り、
日本の未来を担う人材を発掘・育成する

G1地域会議

（九州、関西、中国・四国、中部）

同時多発的な変革を通じて、地域から日本の変革を目指す

シンクタンク機能
G1政策研究所
（100の行動）

G1テクノロジー研究所

G1環境研究所

G1文化研究所

（Ｇ１宇宙研究会、
Ｇ１ディープラーニング研究会、
Ｇ１ Ｆｉｎｔｅｃｈ研究会）

（G1海洋環境研究会）

部会ネットワーク

イニシアティブ

G1メンバーたちが各領域の創造と変革を目指して
ネットワークを構築し、勉強会を主催しています

「批判よりも提案を」
「思想から行動へ」という行動精神から、
30を超えるイニシアティブが生まれています

G1政治部会

G1首長ネットワーク

G1官僚部会

KIBOW

東の食の会

アスリートソサエティ

G1メディア部会

G1スポーツ部会

G1ソーシャル部会

ソーシャルビジネス
プラットフォーム

熱意ある地方創生
ベンチャー連合

スタートアップ都市
推進協議会

（一部抜粋）

過去10回の開催において、多数の企業の経営者・取締役または執行役員の方々にご参加いただきました。
朝日インテック株式会社

株式会社新生銀行

日鉄ソリューションズ株式会社

旭化成株式会社

鈴与株式会社

株式会社ニップン

アサヒビール株式会社

住友重機械工業株式会社

日本電気株式会社

味の素株式会社

住友商事株式会社

日本特殊陶業株式会社

アデコ株式会社

住友ファーマ株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社

アフラック生命保険株式会社

セガサミーホールディングス株式会社

農林中央金庫

江崎グリコ株式会社

株式会社セブン銀行

パーソルキャリア株式会社

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

双日株式会社

株式会社博報堂

SCSK株式会社

第一生命ホールディングス株式会社

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社

エヌ・イー ケムキャット株式会社

株式会社ダイエー

パナソニックホールディングス株式会社

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

株式会社大創産業

株式会社日立製作所

オタフクソース株式会社

大和ハウス工業株式会社

株式会社ブリヂストン

小野薬品工業株式会社

武田薬品工業株式会社

本田技研工業株式会社

関西電力株式会社

テルモ株式会社

丸紅株式会社

キリンホールディングス株式会社

株式会社デンソー

三井金属鉱業株式会社

KDDI株式会社

東急リバブル株式会社

株式会社三井住友銀行

サントリー食品インターナショナル株式会社

東京エレクトロン株式会社

三菱食品株式会社

JSR株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

明治安田生命保険相互会社

JFE商事株式会社

東京電力ホールディングス株式会社

株式会社UACJ

JFEスチール株式会社

株式会社東芝

楽天グループ株式会社

株式会社JTB

凸版印刷株式会社

ロート製薬株式会社

株式会社島津製作所

豊田通商株式会社

清水建設株式会社

長瀬産業株式会社

シミックホールディングス株式会社

中日本高速道路株式会社

他多数

これまでのG1経営者会議ご参加者の声
◆インプットの質・量共に想像以上でした。皆様のエネルギーを感じるとともに、本日学んだことを自社や周囲に
アウトプットし、世の中を変える一歩にしたいと思いました。
◆本を読んだりして学ぶことも多いですが、こうしたダイレクトの学びの機会と比べると、前者が漢方薬みたいで後
者は注射みたいなところがあり、やる気に対する刺激度・スピード感が違うので、やっぱりこうした機会は必要だ
と痛感しました。
◆初めての参加でしたが、分科会はリアリティーがあり参考になりました。特にコンサル会社ではなく、実務会社の
トップマネジメントの分科会が良いと感じました。
◆企業規模が異なる経営者の方々の視点、視座、課題から、期待以上の学びと気付きを得ることができました。
◆マクロ・国レベルのテーマから、明日からの具体的なアクションにつながる戦略・組織・人材の話まで、多様な刺激
を得られ充実した時間になりました。
◆さすが第一線で活躍されてる経営者の方々の集まりで、想定よりもざっくばらん、かつ思い切った発言も多くあり
ました。G1経営者会議というものの雰囲気を感じることが出来て非常に勉強になりましたし、刺激も受けました。

グロービスが提供する役員向けプログラム「知命社中」は、異業種から集った経営

◆パネリストが次のセッションではオーディエンスになるというスタイルは他にはないので、すばらしいと感じました。

幹部が切磋琢磨しつつ、経営者としての使命を自得する場です。各界の第一線で

活躍する講師や参加者同士のダイアログには、社内では味わえない異次元の刺激

があります。得られた刺激を通じて経営哲学を磨き、時代認識を明確にした上で、

◆一流の経営者の皆様の肉声で、多くの意見を聞ける機会は大変参考になりました。企業の実務責任者の生の声を聞
けるのはありがたいことです。

アセスメントでの自己客観視、吉野山など非日常体験を活かして自己内対話を

◆ハイブリット形式で開催されリラックスして参加できました。セッションのお題が興味深いものばかりで出たいも
のが重なりました。

目指すビジョン、組織が向き合うアジェンダをクリアにしていきます。また、
深めていきます。

開催概要

（※）
コロナ禍では、
マスク着用・ソーシャルディスタンス等、感染予防
対策を徹底しながら運営しています。

■実施日：2022年9月〜2023年3月（7モジュールで計18日間/モジュール合宿形式）
■場所：東京、奈良県吉野町、静岡県浜松市、茨城県水戸市
■対象：企業の次の経営を担うエグゼクティブ層（原則執行役員以上）
■定員：40名 ※定員になり次第募集を締め切らせていただきます。

詳細はお問合わせください。

知命社中事務局：横田・塩谷
Email：chimei＠globis.co.jp
WEB：https://chimeishachu.globis.co.jp

◆オンラインで参加してもリアル参加と同じくらい有意義でした。

■お問合せ先
G1経営者会議事務局
東京都千代田区二番町5-1 住友不動産麹町ビル
E-mail：g1executive̲staﬀ@globis.co.jp
担 当：梁島（やなしま）、岩崎

株式会社グロービス内
202205

