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報道関係者各位

一般社団法人 NELIS
共同代表：ピーター D ピーダーセン
秋村田津夫
山本昌仁
ネリス

第２回 NELIS 世界大会のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。表題についてご案内させていただきます。

昨年に続き、第 2 回 NELIS 世界大会を開催いたします。世界 6 大陸 15 ケ国から、社会起業家やジャーナ

リストなど若手リーダー（20〜40 歳）35 名が日本に集結。今回は初めて「次世代リーダーサミット」を

開催し、世界の社会イノベーターと聴衆のみなさまがともに「これからの時代に必要な価値観、社会像、
リーダーシップ、イノベーション」を多目的に議論します。

NELIS は地域発（滋賀 近江八幡発）のグローバル・ネットワークとしては日本でも新しい取り組みです。

下記と別紙スケジュールにより開催いたしますので、ぜひ貴社にてお取り上げいただければと思います。
ご来場いただける際は開場準備の都合上、事前にご連絡いただきたくよろしくお願いいたします。

開催概要
【京都 1/14,15】
●日 時： 2017 年 1 月 14 日 13:00 オープニング〜18:30、15 日 9:30〜17:30
●会 場： 立命館大学 朱雀キャンパス 大講義室（京都市中京区西ノ京朱雀町１）
●参加者： 約 300 人（大手企業の若手社員、一般市民、学生、NELIS 支援者など）
メディア席もご用意しております。ぜひご臨席ください。
●参加費： 一般 32,400 円、学生無料 ※取材関係者は無料です
●問合せ： 一般社団法人 NELIS 事務局 堀、小玉
TEL：0748-33-6666
●Ｈ Ｐ： http://www.nelis2020.net
主 催 ： 一般社団法人 NELIS
主な支援企業： 公益財団法人東芝国際交流財団、日産自動車株式会社
味の素株式会社、SG ホールディングス、京都信用金庫、株式会社東芝など
約 20 社が人材育成の一環として若手社員などを派遣しています。
【滋賀 1/17,18】 非公開（※一部 取材可）
●日 時：2017 年 1 月 17 日、18 日
●会 場：ラ コリーナ近江八幡 たねやグループ本社（滋賀県近江八幡市北之庄町 615-1）
★近江八幡 2 日間は、基本非公開ですが、滋賀県知事と行う「サステナブル滋賀」に関する
ブレスト・セッション〈17 日 16：30〜18：00〉のみ取材可です。

《取材のお申込み・問い合わせ先》
たねやグループ 社会部 広報室 担当：田中、國領
TEL：0748-31-3844
（1 月 14,15 日については 050-7102-3330 にご連絡下さい）
※ご取材いただける際は事前にご一報いただきたくお願い申し上げます。
※プログラムは別紙資料をご参照ください。
※スケジュールは変更になる場合もございます。

【資料１】

NELIS

Next Leadersʼ Initiative for Sustainability

NELIS 次世代リーダーサミット
NELIS 世界大会 ２０１７
次世代リーダーサミット
場所

立命館朱雀キャンパス

2017.1.14（土） 13:00 〜 18:30
オープニング
時代背景 Why NELIS ？
テーマ別ワークショップ
岡田武史氏、野中ともよ氏 対談

2017.1.15（日） 9:30 〜 17:30

次世代リーダーシップとは？
テーマ別ワークショップ、未来探求ワークショップ
全体セッション
クロージングセッション
「新しいイノベーションの地平」
※両日の詳細スケジュールは【資料２】をご参照
ください。

クローズド セッション
NELIS 世界大会 2017

次世代リーダーサミット 35 名の参加者

場所

たねやラ コ リーナ近江八幡

2017.1.17（火）
、18（水）

★クローズドセッションは一般公開していません
ただし、滋賀県知事と行う「サステナブル滋賀」
に関するブレストセッション〈17 日 16:30〜18:00〉
のみ取材可。

一般社団法人 NELIS

共同代表

ピーター D. ピーダーセン（リーダーシップ・アカデミー TACL 代表）
秋村田津夫（株式会社秋村組 会長、近江八幡商工会議所 会頭）
山本昌仁（たねやグループ CEO、株式会社まっせ 代表取締役社長）
NELIS
Next Leadersʼ Initiative for Sustainability 2015 年 1 月近江八幡市で誕生しました。
次世代リーダーのグローバルネットワークをつくり、持続可能な近代社会・文明へと続く行動の和を広げてい
くことを目的としています。
2015 年 10 月にはたねやラ コリーナ近江八幡、永源寺、びわ湖 湖上、立命館大学など滋賀を舞台に第一回世界
大会を開催させて頂きました。

【資料２】

NELIS GLOBAL GATHERING 2017 PROGRAM
NEXT LEADERS’ SUMMIT PROGRAM
DAY ONE
13：00
13：30

Ritsumeikan University

JAN. 14-15th, 2017

2017.1.14 (Saturday)

オープニング・セッション

美しいビジュアルと音楽とともにNELISを紹介し、本日のプログラム詳細を説明する

全体セッション❶ Why NELIS?

Global Sustainability Dashboardのプロトタイプを初公開、
データでみる世界の現状
ITベンチャー、
ウフル社との共同プレゼンテーションにより、地球の環境・社会トレンドを一望できる
Global Sustainability Dashboardをお披露目する

14：40

テーマ別ワークショップ❶ NELISイノベーション・ラボ Part 1

NELISのメンバーによる同時開催のワークショップ、社会・環境イノベーションの最前線戦を追求する
（5つの分科会）
各ワークショップで3〜4名のNELISメンバーがショートプレゼンを行い
（共通のテーマについて）、
その後、全員で討議する

16：55
18：30

全体セッション❷ チャレンジ・セッション

NELISの若手リーダー6名と、既にリーダーとして多くの修羅場を経験した
メンター二人の対面セッション（野中ともよ氏 岡田武史氏）

これからの時代に必要なリーダーシップ／困難の克服／志の持ち様／社会との関わりなどについての
双方向性セッション

DAY TWO

2017.1.15 (Sunday)

9：00

ロビーにてネットワーキング

9：30

全体セッション❸ 次世代リーダーシップとは？

世界100人の若手リーダーおよび世界的権威によるグローバルオンライン調査の結果を公表する
彼らの問題意識と将来展望を明らかにする

NELISグローバルオンライン調査の結果発表 ＋ 米国などから生出演（スカイプ）
：
世界的科学者、思想家フリチョフ・カプラ／世界の若手実践者他

10：45

テーマ別ワークショップ❷ NELISイノベーション・ラボPart 2
NELISのメンバーによる同時開催のワークショップ
社会・環境イノベーションの最前線戦を追求する
（5つの分科会）

各ワークショップで3〜4名のNELIS メンバーがショートプレゼンを行い
（共通のテーマについて）、
その後、全員で討議する

13：50

未来探求ワークショップ❸ The Future of…

アーバンモビリティ／食／テクノロジー／金融などの未来像を探る

4〜5つのテーマについて、専門性の高いNELISメンバーがパネルとして参加。全員でその分野の未来像を探究し、革新的なアイデアについて議論する

15：40

全体セッション❹ 新しいムーブメントを創る

①TEDの経験を語る―TEDxBrasil ロドリーゴ・クンヤ氏

社会的インパクトと協働を広めるために創造されたグローバル・コミュニティ
「 +Social Good: 」
とは

②話題を集める日本のグリーンベンチャーのストーリーを語るー㈱ユーグレナ 永田 暁彦氏

16：45

クロージング・セッション―新しい
「イノベーション」
の地平

17：30

次世代リーダーサミット共通の成果をまとめる
NELISメンバー（ステージ上）
とオーディエンス
（会場内）
による大規模ブレストを予定

次世代リーダーサミット全参加者による
「協奏」
＋
「共創」、NELISの展望と次年度計画

CLOSED SESSIONS

La Collina Omi-Hachiman

workshops & discussions on strategy for NELIS
NELISの戦略、発展の仕組、活動内容に関するグループワーク
三日月滋賀県知事とのセッション
「サスティナブル滋賀」

JAN. 17-18th, 2017

