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TOYPとは

TOYPのはじまり
大阪青年会議所が TOYP プログラムを始めた際の、梅棹忠夫国

TOYP とは、The Outstanding Young Persons ＝傑出した若者たち、すなわち素晴らしい活躍を続けている若者たちの意味です。

立民族博物館館長（当時）の助言をご紹介します。

さまざまな分野で社会的な影響を与え、前途ある傑出した若者たちと青年としての国際交流を行い、互いに学び合い、意識を高め合
うことを目的としています。
「自立は孤立には非ずして廣き世界との連関に於て立つものでなければならない。先づ眼を開くこと、而し
て緊密なる提携の下に自らをはぐくむこと、かくして初めてまことの日本の再建は目処される筈である。此処に吾々は青年のこだはりな

ちょうど 1 年程前、大阪青年会議 所から、青年の果すべき民間

き廣い友情の力を信じ、既に欧米に発足せる「国際青年会議所」の精神を吾がものとして国際親善に寄興する処あらんとする。」（大

外交としての新しい事業について相談を受けたとき「とにかく少数

阪青年会議所設立主意書

でもよいから海 外の優秀な若者を日本に招き、日本を実感させる

Image

1950）

ことだ。そして、それ以後もコミュニケーションを継続していくこと

社団法人大阪青年会議所は、1950 年の設立以来 半世紀以上にわたって、明るい豊かな社会を実現すべく精力的に活動して参りま
した。そして 1980 年第 35 回 JCI 世界会議大阪大会開催を通じて、国家の枠組みを超えた民間レベルでの外交の必要性を認識し、
「海

だ。」と申し上げた。

外の前途ある優秀な青年を日本に招き、日本を実感してもらうことだ」という故梅棹忠夫国立民族博物館館長（当時）のアドバイスを

先ずお互いの国の違いを知ること、これが国際交流の出発点です。

もとに 1981 年に TOYP（Ten Outstanding Young Persons）事業を開始しました。

知らないことから生ずる多くの誤解が国際関係を困難なものにして

TOYP 事業は国際的な民間ネットワークの構築を目指すとともに、毎年テーマを変えながら、様々な地球社会の抱える課題に取り組ん

いるのである。そういう意味で、これからの国際交流には多数のさ

で参りました。

まざまな情報のパイプが必要である。
TOYP 大阪会議終了後は、
「大阪クラブ」のメンバーとして相互の理

TOYP 事業を通じて、世界中より招聘した情熱溢れる青年達は現在も世界各地のあらゆる分野で目覚しい活躍を続けています。また、

解を深めていくとのことである。ひとつの新しいパイプとして成果

そうした TOYP メンバーとの絶えることなき友情の絆は、我われにとってかけがえのない財産となっています。

に期待したい。
TOYP stands for “The Outstanding Young Persons,” referring to young persons who are engaged in praiseworthy
act iv it ies. TOY P a i m to engage i n i nter nat iona l excha nges w it h out sta nd i ng representat ives of t he you nger
generation who have the rosy future before them and are exerting their social inf luence in various areas, to learn
from each other and to raise awareness of each other’s activities.
“Independence is different from isolation. Independence must be realized based on a linkage with a broader world.
Opening our eyes, and fostering our own development under close cooperation, then, and only then, should Japan
gear toward its reconstruction. Under the spirit of the Junior Chamber International, branches of which have
already been established in Western countries, we herein believe in the power of non-prejudice and broad-minded
friendship of young people, and contribute to international goodwill.”(Excerpt from 1950, the Junior Chamber
International Osaka)
Since its foundation in 1950, the Junior Chamber International Osaka has energetically carried on its activities for
more than half a century, aiming to realize a better, brighter and more aff luent society. Through the 35th JCI World
Congress Osaka/Japan in 1980, JCI Osaka recognized the necessity of the advice of the late Tadao Umesao, then
Director-general of the National Museum of Ethnology. “Invite outstanding promising young people from overseas
countries to Japan and have them experience the real Japan.”
Aiming to establish an international private-sector network, we have dealt with various problems of global society
through the TOYP Program, changing its theme annually.
The young people of passion we invited from around the world through the past TOYP Programs are still making
outstanding contributions to diverse fields throughout the world. Our on-going bonds of friendship with these
TOYP members are now irreplaceable assets for us.

第 1 回 TOYP 大阪会議の様子

青年の果すべき民間外交は今始まったばかりなのである。
第 1 回「TOYP レポート」より
梅棹忠夫氏は 2010 年 7 月 3 日亡くなられました。
謹んでご冥福をお祈りします。

The Junior Chamber International Osaka (JCI Osaka)’s TOYP Program was launched in 1981 based on the advice of Dr. Tadao
Umesao, then Director-general of the National Museum of Ethnology. Details of the launch will be introduced from the first TOYP
Report:
Just about one year ago, I was consulted by the Osaka Jaycees about non-governmental
diplomacy. I told them the following. ”No matter how few they are, invite excellent young people from abroad and let them get to
know Japan. After that, keep communications open between them and you”
To know the difference between two countries; this is the beginning of international understanding.
Misunderstandings due to ignorance of each other’s way of life makes international relations difficult.
In this sense, in international interchange, it is very necessary to have various lines of communication.

INDEX

I understand that participants of the TOYP Osaka Conference will become members of the Osaka Club and will help further
mutual understanding in the future. I trust that this will grow into a new line of communication and bear favourable results.
Non-governmental diplomacy undertaken by young people has just begun.
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2013年度

ＴＯＹＰ事業趣意書

理事長挨拶

The Theme of 2013 TOYP program

Message from the president

「 支え合うまちの創造 」

私たち社団法人大阪青年会議所は、１９８１ 年より世界各国との相互理解とコミュニケー
ションの促進を目的に、
「The Outstanding Young Persons『傑出した若者たち』(TOYP) 事

～持 続可能な経済活動が世界を変える～

業」を開始しました。

Image

そして、私たちは３２年間、毎年テーマを変えながら、大阪から世界へ、国際的な民間ネッ

現在、様々な技術の進歩により、想像を超えるスピードでグローバル化が推し進められ、世界で起こる様々な事柄があらゆる所へ影

トワークを構築してまいりました。

響を与える時代となっております。そのため、人びとが幸せに暮らす世界を創造するには地球規模で物事を考えなければなりません。
また、地球規模で人口が増え続け、世界を不安定化させる大きな脅威として環境問題や貧困問題などがあります。それらの課題は将

本年度は、
「支えあうまちの創造」～持続可能な経済が世界を変える～をテーマに、世界で

来において国家や地域間紛争への発展や、人類の存続までを危ぶませる可能性があり、今を生きるわれわれが次代を生きる子供達の

活躍している『傑出した若者たち』を日本に招聘し、
「エシカル」という地球や社会、人の事

為に、その課題をしっかりと見据え、今、行動を起こさなければなりません。それらの課題を解決するためにはわれわれが自分達の身

を考え倫理的に正しく行動するという判断基準の元で継続的に社会問題の解決に取り組む彼

近なことだけに関心を持つのではなく、世界に目を向け、良心に基づき互いに支え合い、課題解決に向けて継続的に活動している個人

らの活動と、その根底にある想いを伝えて頂きました。

や団体を社会全体で協力し続けることが大切であり、より良い世界を構築していく上で欠かせないことだと考えております。
社団法人
本年度の TOYP 事業の趣旨と致しまして、世界を舞台に積極的な経済活動を通して継続的に社会の課題を解決しようと活動してい
る青年経済人を TOYP メンバーとして日本に招聘し、個々の問題解決方法や仕組みを発表してもらい、まちの人びとと共に考える場を
創出することで、まずは経済を通して社会問題を解決することの重要性を理解してもらいます。
そして、これからの日本を背負う人々や私たち青年会議所メンバーがそこからさまざまな気付きと刺激を受け、他者を思いやる気持ち
を養ってもらい、自らが起点となりより良い世界を創造していく気概を醸成することで、
『心』あるまち大阪の実現に繋がっていくと信
じています。

大阪青年会議所

第 63 代理事長

山本

樹育

Shigenari Yamamoto
The 63rd President
Junior Chamber International
Osaka(Japan)

そこから、国や地域が違ったとしても互いの価値観の違いを受け止め、自らが担うべき役割
を認識するとともに、より良い世界を築いていくためには良心に基づいた支え合いの気持ちが
最も大切だという事を気付かせていただきました。
本年度のＴＯＹＰ事業が、まちの人びとに他者を想い行動することの大切さを再認識する機
会となり、
「心」あるまち大阪の実現に繋がる一助になったと確信しております。
最後になりますが、本年度も本事業の実施に際しまして、暖かいご支援・ご協力を頂戴しま

“Creating a Community Where People Support Each Other”
―Sustainable economic activities changing the world―
Currently, with various technical advancements, globalization has been promoted at a speed beyond imagination, forcing us into an
age where various occurrences around the world have great inf luence on many people and places. As such, to create a world where
people can live happily together, we must think globally.
Wit h a n ever-g row i ng globa l popu lat ion, we face t he la rge is sues of env i ron ment a l a nd pover t y problem s t hat t h reaten to
destabilize the world. Since these problems could develop into a national or regional conf lict and even jeopardize the survival
of human beings in the future, we who live today must act immediately, fixing our gaze on those problems for our children, the
bearers of the next generation. To solve these problems, it is important that we turn our eyes to the world, to support each other
based on our sense of morality, and to continue providing society-wide support and cooperation for individuals and groups that
continuously act in solving these problems, rather than merely being interested in things around us. We believe that these are
essential efforts necessary to establish a better world.
During this fiscal year, the TOYP Program aims to invite young, active economic experts to Japan as TOYP members. These are
people who are attempting to continuously solve various social problems through positive economic activities on the world’s
stage, and we ask them to present their methods and mechanisms toward solving their unique problems. This will, in turn, enable
pa r t icipat ing communit y residents to understa nd t he impor ta nce of solv ing socia l problems t hrough economics by creat ing
opportunities to think together with them.
We believe that “Transforming Osaka into a City with Heart and Soul” can be realized when those who will bear Japan’s future,
as well as we members of the Junior Chamber International Osaka, develop an unyielding spirit to create a better world by being
aware of and being inspired by various issues, by fostering regard for other people's situations, and by acting as a starting point.
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した関係各位の皆様に深く感謝申し上げます。

We at the Junior Chamber International Osaka initiated the Outstanding Young Persons (TOYP) Program in 1981, with the aim of
promoting mutual understanding and communications with countries around the world.
Since then, we have established international private networks from Osaka to the rest of the world over the past 32 years, changing
the program theme each year.
This f iscal year, under the theme “Creating a Community Where People Suppor t Each Other—Sustainable economic activities
changing the world," we invited to Japan several outstanding young persons who are active in the world, and asked them to talk
about their activities in which they have continuously made efforts to solve social problems under the criterion of “being ethical” in
thinking about the earth, society and people and acting ethically, as well as about their underlying beliefs.
From their speeches, I realized that in order to understand the different values of other people, even though they are from different
countries or regions, to recognize our own roles, and to establish a better world, the most important thing is to establish a mindset
of support for each other based on righteousness.
I am cer tain that the TOY P Program held this f iscal year provided community residents with an oppor tunity to reaff irm t he
importance of respecting and acting for others, and will help lead to transforming Osaka into a city with heart and soul.
Lastly, I would like to express my deep appreciation for all the people concerned who provided warm support and cooperation
again for us to implement this year's Program.
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委員長挨拶

フローチャート

Message from the Committee Chairperson

TOYP Flow Chart

今年で３２回目を迎えましたＴＯＹＰ事業も、多くの皆様のご参加を頂き、無事に素晴らしい
成果を収めることができました。これも一重に、様々な関係者の皆様のご支援、ご協力の賜物

本年度テーマの研究・調査

Studies and surveys for the theme of this fiscal year

私たちはグローバル化が進む今、より良い世界を創造する

Based on our studies on what is needed to create a better

本年度は、ＴＯＹＰテーマを「支え合うまちの創造」～持続可能な経済活動が世界を変える

ためには何が必要であるのかを研究し、テーマを「支え合

world in this globalizing age, we set the theme as “Creating a

～とさせていただき、世界を見据え、今我々が何をしなければいけないのか、どうすれば世界

うまちの創造」～持続可能な経済活動が世界を変える～と

各地に存在する諸問題の解決に向けての第一歩になるのかを見つけるために、アメリカ、ガーナ、

致しました。

We a n a l y z e d a c t i v i t i e s i m pl e m e n t e d b y i n d i v i d u a l s ,

カンボジア、フィリピン、メキシコから自らが積極的に地域の課題解決に向けて行動している５

世界で活躍している個人、組織、企業の活動を分析し、社

orga n i zat ions a nd compa n ies act ive in t he world, a nd

名のＴＯＹＰメンバーをお招き致しました。

会の諸問題を解決するにはどのような事が必要なのかを研

と心より感謝申し上げます。

Image

Community Where People Support Each Other—Sustainable
economic activities changing the world.”

conducted research and surveys to find out what is required
to solve various social problems.

究、調査いたしました。
わたしたちは、グローバル化が進む現代において我々の生活は何かしら世界のどこかの地域
社団法人 大阪青年会議所
世界の大阪創造室
大阪の未来創造委員会

委員長

佐藤

裕介

Yusuke Sato, Chairperson
Committee to Create the Future
of Osaka
Office to Create an International
Osaka
Junior Chamber International
Osaka (Japan)

とつながっており、様々な地域に存在する諸問題を無視する事はできないと考えております。そ
んな諸問題を解決するためには、他者の善意による寄付や志の高い方々の自己犠牲の上で成り
立っている活動ではなく、経済を基盤とした持続可能な社会開発運動が必要だと考えました。

TOYP メンバー選定

Selecting TOYP members

のファッション業界動向をご説明頂き、これからは地球にやさしく、人にやさしく、環境にもや

過年度の TOYP メンバー、各国大使館、総領事館、NGO、

Ba sed on i n for mat ion gat hered t h rough t he i nter net a nd

さしいといった「エシカル」という発想を持って活動しているブランドが消費者から選ばれ、消

企業など関係団体とのネットワーク、およびインターネット

networks with TOYP members from past fiscal years, as well

費者もそういった企業を支えていくことが大切であるという事を気付かせていただきました。

などによる情報収 集を行いました。世界の国々において活

また、ＴＯＹＰメンバーからはそれぞれの活動内容をプレゼンテーションしていただき、実際の

躍されている青年を 5 名選出し、日本へ招聘いたしました。

そこで、本年度のフォーラムでは世界的なファッションジャーナリストである生駒芳子様に最新

as from related organizations such as embassies, consulates
gener a l , NG O s, a nd compa n ie s of releva nt cou nt r ie s, we
selected f ive young persons who a re act ive i n va r ious
countries worldwide, and invited them to Japan.

活動内容を聞くことで、まちの人びとに様々な諸問題に対して関心を持ち、解決に向けて自らの
役割を認識し、まずは自らが協力できることから行動しようと思っていただけるきっかけになっ
たと確信しております。
最期になりますが、宮内庁の皆様をはじめ、ご後援を頂きました大阪市経済局様、大阪市役

フォーラム

所の皆様、各国領事館の皆様、そして本事業の企画、実施に関わって頂いた様々な皆様に心よ
り厚く御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

大阪市民に向けて、基調講演、TOYP メンバーのプレゼン
テーションを通して、より良い世界を創造するためには様々
な地域の課題に対して経済活動を通した持続可能な活動が

The TOYP Program, which marked its 32nd anniversary this year, closed with great success, attracting many participants. I would
like to express my sincere appreciation to everyone concerned, attributing this success to their support and cooperation.

必要であり、その中で自らの役割を認識し、共に支え合う

This fiscal year, under the TOYP theme “Creating a Community Where People Support Each Other―Sustainable economic activities
changing the world,” we invited five TOYP members who have fixed their eyes on the world and who are actively working to solve
regional problems in the U.S., Ghana, Cambodia, the Philippines, and Mexico in order to find what we should do today, and what can
be the first step to solving various global problems that now exist.

いたしました。

ことの大切さに気付くきっかけとなるようフォーラムを実施

Forum
We held a Forum in order to provide Osaka citizens with an
opportunity to recognize their own roles and to be aware of
the importance of supporting each other through sustainable
act iv it ie s ba sed on econom ic act iv it ie s, t h roug h key note
speeches and TOYP member presentations. To create a better
world, such sustainable activities are needed to cope with
various regional problems.

In this modern age of globalization where our daily lives are connected everywhere else in the world in some way, we cannot think
that we can ignore various problems that exist in various regions. To solve these problems, we believe that sustainable social
development campaigns based on economics are necessary, rather than activities based on goodwill donations by other people or
self-sacrifice by people with high aspirations.
As such, in the Forum this fiscal year, global fashion journalist Yoshiko Ikoma explained about trends in the fashion industry and
taught us that it is important that consumers choose brands that play an active role in the industry with an earth-friendly, peoplefriendly, or environmentally friendly vision of “being ethical,” and that will support the mother companies of such brands.
Furthermore, we are certain that listening to TOYP members’ presentations on their activities provided citizens of the community
with an opportunity to be interested in various problems and to be aware that social development campaigns through economic
activities are needed to create a better world.
Last ly, I would like to ex press my sincere appreciat ion to representat ives of t he Imper ia l Household Agency, as well as t he
Economic Affairs Bureau of the Osaka Municipal Government, representatives from the Osaka Municipal Office, consular officials
from participating countries, and the various people involved in planning and implementing this Program. Thank you very much.
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TOYPスケジュール

TOYPフォーラム

TOYP Schedule

TOYP Forum

9/

5

TOYP メンバー来日

関西国際空港

ホームステイ

委員会メンバー宅

Arrival in Japan

Thu

Image

Stay at host family

Kansai international Airport
Committee member’s house

大阪企画１

Tours in Osaka 1

9/

6

高津玉枝氏

対談

Talk with Tamae Takatsu

Fri

大阪市公館

オリエンテーション

大阪市公館

ウェルカムパーティー

大阪市公館

Tea Reception

Welcome Party

9/

7
8

TOYP フォーラム

Sat

Rihga Royal Hotel Osaka

歓迎茶会

Orientation

9/

リーガロイヤルホテル大阪

TOYP Forum

Mayor’s Mansion, Osaka
Mayor’s Mansion, Osaka

Mayor’s Mansion, Osaka

大阪国際交流センター

Osaka Castle inspection

大阪城

Osaka Castle

東京へ移動

Transfer to Tokyo by Shinkansen

東京企画

Tours in Tokyo

9/

9

築地市場散策

築地市場

はとバスにて東京周遊

丸の内はとバス乗り場

Tsukiji market walk

Mon

Tokyo round tour at Hato Bus

10

9/
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Tue

Tsukiji Market
Aboard Hato Bus of Marunouchi

皇太子殿下拝謁

東宮御所

フェアウェルパーティー

屋形船

Farewell Party

Sumidagawa Houseboat Komagata

TOYP メンバー帰国

成田国際空港

An Audience with his Imperial
Highness The Crown Prince Naruhito

Departure from Japan

TOYP members

名前 Name：Kythzia Barrera Suarez
性別 Sex：女性 Female
国籍 Nationality：メキシコ合衆国 United Mexican States
団体拠点 Organization base：メキシコ合衆国 United Mexican States
団 体 名 Organization name：Innovanting Tradition & Colectivo 1050
Grados
役職 Position：Executive Director & Legal representative
彼女は、デザイン学部の教授であるとともに、団体代表者であり、企業の代表取締役と
して、貧困層のための新しいエネルギーの開発や、新しい技術で最貧困層の地域の女性
が世界市場に向けて付加価値の高い商品を作ることのできる企業を設立することに取り
組んでいます。中でも、メキシコにおける何千年もの歴史を有する農業と手工芸に着目し、
それらの価値を高めることで貧困地域の女性を力づけられるよう、革新的なビジネスプ
ランを作成し、地域政府、中央政府、大学、私企業とのパートナーシップを成立させる
べく、また、彼女たちのプロジェクトを理解し支援してくれる投資家や慈善ベンチャー
を見つけるべく活動しています。

名前 Name：Sreang Chheat
性別 Sex：男性 Male
国籍 Nationality：カンボジア王国 Kingdom of Cambodia
団体拠点 Organization base：カンボジア王国 Kingdom of Cambodia
団体名 Organization name：Cambodia Development Resource Institute
役職 Position：Program Coordinator

Ky t h z ia Ba r rera Sua rez i s a profe s sor of a de sig n facu lt y a nd t he
representative of Innovating Tradition & Colectivo 1050 Grados. As
Executive Director of a company, she has engaged in developing new
energy for the poor, and in establishing a company in which women
from the poorest segment of the population can create high valueadded products for the global market using new technology. She has
created innovative business plans particularly focusing on handicrafts
and agriculture, both of which have a history of several thousand years
in Mexico, aiming to encourage women in impoverished regions by
enhancing the value of these industries, and has found investors and
charitable venture businesses that understand and provide support for
her business in order to form partnerships with regional governments,
the central government, universities, and private companies.

Srea ng Ch heat e st abl i shed a voc at iona l t ra i n i ng center for you ng
people a nd poor st udent s. Focusi ng on such f ields a s elect ron ic s,
welding, woodworking, and design that are in high demand but receive
insufficient support from the government, he offers training so trainees
can acquire not only technical skills but also abilities as industrialists.
He believes that these activities should lead to improving the labor
environment in Cambodia, and developing its economy and society.

彼は、若者たちや貧しい学生などを対象とした職業訓練センターを設立しました。特に、
電子・溶接・木工・デザインといった需要が高いにも関わらず、政府のサポートが十分
でない分野に重点を置き、技術的な技能だけでなく、事業家としての技能を身に着けて
もらえるよう訓練を提供しています。彼は、こうした活動により、カンボジア王国の労
働環境を向上させ、ひいては経済や社会そのものを発展させることに繋がると考えてい
ます。

名前 Name：Dennis Penu
性別 Sex：男性 Male
国籍 Nationality：ガーナ共和国 Republic of Ghana
団体拠点 Organization base：ガーナ共和国 Republic of Ghana
団体名 Organization name：Life-link Friendship Schools
役職 Position：Director
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Crown Prince’s Palace

駒形

Narita International Airport

彼は、2009 年に国連主催の模擬国連に参加し、それ以降、現在まで、国連によるガーナ
の若者たちのための活動の企画や手配に従事しています。毎年 6 月、8 月、10 月に世界
から学生をガーナに迎え入れ環境問題等について話し合う場を設けており、今年 6 月に
は「世界の経済的な発展のための連携の促進」をテーマに会議を行うなど、未来のリーダー
たちとの意見交換を続けています。現在、ガーナの若者から模擬国連代表団を選出する
ことに寄与しようと、「外交官」というタイトルのテレビ番組を企画しています。

名前 Name：Richard Sandlin
性別 Sex：男性 Male
国籍 Nationality：アメリカ合衆国 United States of America
団体拠点 Organization base：アメリカ合衆国 United States of America
団体名 Organization name：Fair Trade USA
役職 Position：Business Development Manager; Coffee
彼は、発展途上国の農業従事者が極貧の生活を強いられながら生産している物、特にコー
ヒーを我々が毎日好んで消費していることに着目し、公正な価格での取引により、発展
途上国における農業従事者の賃金を保証するために活動しています。そして、公正な価
格で農産物が取引されれば農業従事者は自力で貧困から脱出できると考え、公正な価格
での取引の意義を理解してもらえるよう、コーヒー業界の大手企業や団体の説得に取り
組んでいます。

名前 Name：Melissa Yeung
性別 Sex：女性 Female
国籍 Nationality：フィリピン共和国 Republic of the Philippines
団体拠点 Organization base：フィリピン共和国 Republic of the Philippines
団体名 Organization name：Got Heart Foundation,Inc.
役職 Position：Founder and Executive Director
彼女の設立した団体は、フィリピン共和国における農業従事者の貧困問題を解決すると
ともに、生産・収穫能力を向上させて同国の食糧需要を満たすことや、若者の農業離れ
の解消を目的としています。そのために、農業従事者によりよい技術や知識を提供して、
生産・収穫の向上に寄与しています。また、仲介業者による搾取を排除するために、小
売店を開設して運営しています。こうして、彼女は同情や寄付に頼らず、貧困等の問題
解決に取り組んでいます。

Dennis Penu participated in the Model United Nations organized by the
real United Nations in 2009, and since then has engaged in the planning
and arrangement of activities for young Ghanaian persons conducted by
the United Nations. Every year in June, August and October, he provides
opportunities to discuss environmental problems, welcoming students
from other countries to Ghana. Also, he held a meeting under the theme
“Promotion of Cooperation for the World’s Economic Development” in
June this year. As such, he continues to exchange views with leaders
for the future. Currently, he is planning a TV program under the title
“Diplomat” in an attempt to contribute to selecting a delegation for the
Model United Nations comprising young people of Ghana.

Richard Sandlin, noting the fact that we are willing to consume items
such as coffee that are produced by farmers in developing countries
while they are forced to live in extreme poverty, plays an active role
in guaranteeing wages for farmers in developing countries through
transactions at fair prices. Believing that if agricultural produce is
traded at fair prices, farmers should get out of poverty by themselves,
he has strived to persuade leading companies and organizations in the
coffee industry so that they can understand the significance of fairly
priced transactions.

An organization established by Melissa Yeung that aims to help solve
poverty problems among farmers in the Republic of the Philippines,
to meet t he cou nt r y’s food dema nd by en ha nci ng produc t ion a nd
harvesting abilities, and to reverse the declining population of young
people involved in agriculture. To t hat end, she has cont ributed to
increasing agricultural production and harvests by providing better
tech n iques a nd k nowledge for fa r mer s. Fu r t her more, to el i m i nate
exploitation by intermediaries, she established and manages a retail
store. In this way, she has made efforts to help solve such problems as
poverty without relying on sympathy or donations.
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TOYPフォーラム

TOYPフォーラム

TOYP Forum

TOYP Forum

基調講演

ＴＯＹＰメンバーのプレゼンテーションから、まず、彼らが困っている人

Keynote speech

びとを助ける為、自分達の住むまちをもっとより良くする為、という高い志
《講師》ファッション・ジャーナリスト fashion journalist

生駒 芳子 氏

Image

をもって活動されていることを知る事ができました。

Yoshiko Ikoma

そして、彼らの様々な活動事例を聞く事でまちの人びとは、それぞれの立
場でやるべき事を見つけ、より良い世界の創造に向けて支え合いながら行

有名ファッション雑誌の編集に携わり、２００８年に独立後、ファッション、アート、ラ

動に移していくことが必要だと知って頂く機会となりました。

イフスタイルを核に社会貢献、エコロジー、女性の生き方まで、講演活動、雑誌や新聞
への執筆など幅広く活動されている生駒芳子氏をお招きして、
「エシカルファッション」を
テーマに基調講演して頂きました。
エシカルファッションとは、地球にやさしく、人にやさしく、伝統を見直し、リサイクル、
リメイク、リユースを考える、そんな新しいトレンドファッションであり、これからのファッ
ション業界はエシカルの発想を持った企業が消費者に選ばれる時代になっていくと熱く
語って頂きました。

TOYP members’ presentations showed us that they act with high aspirations in order to help people in need and to make their own
local communities better places to live in.
Furthermore,

そこから私達は、企業・各種団体が自己の利益だけを考えてはいけないこと、まちの人
びとは購入する商品がどのような企業・各種団体から提供されているのかを見極め、しっ
かりと選ぶことがより良い社会を築いていく上で大切だという事を知るきっかけとなりまし
た。

This forum provided community citizens with an opportunity to find what they should do in their respective positions and to
learn the necessity of putting ideas into action in order to create a better world, while supporting each other by listening to their
speeches outlining examples of their various activities.

参加者アンケート

Questionnaire results

We invited Yoshiko Ikoma to this forum and asked her to give her keynote speech under the theme “Ethical Fashion.” Ms. Ikoma
was once involved in the editing of a famous fashion magazine, and since becoming independent in 2008 has been widely engaged
in lecturing and writing for magazines and newspapers in such fields as fashion, arts, social contributions focusing on lifestyles,
ecology, and women’s lifestyles.

今回の基調講演内容である、エシカルファッションや、

基調講演を聞いて、エシカルファッションや、フェアト

フェアトレードを知っていましたか？

レードに必要性を感じましたか？

Ethical Fashion is a new trend in fashion where we reconsider tradition and think about recycling, re-making, and re-using in

D E

A

earth-friendly and people-friendly ways. She said passionately that in the future the fashion industry will become a place where
companies with ethical visions will be those chosen by consumers.

A

B

D

Her speech provided us with an opportunity to consider that companies and other organizations should think not only about their
own benefits, and that it is important in establishing a better society for citizens of a community to distinguish companies and
organizations that offer products on the market and to carefully select from among those products.
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TOYPメンバープレゼンテーション

よく知っている・・・8

TOYP members’ presentation

A. 強く感じた・・・43

C

B. やや強く感じた・・・33

知っている・・・25

C. 感じた・・・48

あまり知らない・・・61

D. あまり感じなかった・・・5

全く知らない・・・41

E. 全く感じなかった・・・3

B

C
基 調 講 演を聞いて、持 続可能な経済活 動 が、世界に、

TOYP メンバ ー に よるプ レ ゼ ン テ ーション を 聞 いて、
TOYP メンバーが実践している経済活動に参加・協力し
ようと思いましたか？

大阪のまちに必要であると感じましたか？

D E
ＴＯＹＰメンバープレゼンテーションでは、①現在の自身の活動
について

②その活動・事業を始めるきっかけ

いく上で最も大切にしている事
く未来像

④活動を継続していく事で想い描

⑤経済大国日本が果たすべき役割

今すぐ出来ることはどんな事があるのか
バーから熱く語って頂きました。

③活動を続けて
⑥まちの人びとが

について各ＴＯＹＰメン

Respective TOYP members passionately talked about
to initiate their activities and programs,

③ What they

A
C

value in continuing their activities, ④ Future visions they

A. 強く思った・・・30

B. やや強く感じた・・・32

B. やや思った・・・27

should be played by Japan, one of the economic powers,

D. あまり感じなかった・・・5

and

E. 全く感じなかった・・・3

⑥ What community residents can do to make the

A

A. 強く感じた・・・50
C. 感じた・・・41

have conceived to continue their activities, ⑤ What roles

world a better place.
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①

Their own activities at present, ② What triggered them

D

C

C. 思った・・・66

B

D. あまり思わなかった・・・7
E. 全く思わなかった・・・0

B
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TOYPメンバーレポート
TOYP members’Report
名前 Name：Kythzia Barrera Suarez
性別 Sex：女性 Female
国籍 Nationality：メキシコ合衆国 United Mexican States

Image

団体拠点 Organization base：メキシコ合衆国 United Mexican States
団体名 Organization name：Innovanting Tradition & Colectivo 1050 Grados
役職 Position：Executive Director & Legal representative

はじめに、全ての JCI メンバーに心のこもったおもてなしと思いやりと心づくしの楽しい歓迎を頂きましたことに、お礼申し上げます。
全ての JCI メンバーの一人ひとりを尊敬いたします。質の高い組織と議題内容に深く感銘を受けるとともに、このプログラム全てをボ
ランティアで行ったという事実に感動いたしました。ですから、優れているのは私たちではなく、皆様、すなわちボランティアの方々と
JCI メンバーであると申し上げたいです。
私は長い間、日本から仕事についてのひらめきを得てきました。そして日本のことをよく知るほど、日本は工芸とデザインの産業分
野においてわが国の主要な基準であることが明確になってきました。日本はこれまでも、そして今も、伝統的なアジアの工芸の宝庫で
あると常々考えていました。日本では他の先進国を凌ぐ多くの手工芸が行われています。日本の工芸品を一言で表すと、簡素な形状と
最高の品質です。私が興味を引かれたのは、市販されている工芸品の数の多さだけでなく、その品質と社会における価値の高さです。
どうかこれまでもそうであったように、これからもそれを維持し続けていってください。
TOYP の議題内容に関しては、生駒芳子さんの講演に非常に感銘を受けました。この講演で私は倫理哲学について学びを深め、TOYP
の参加者全員がこの哲学に勇気をもらいました。生駒さんが挙げてくださった「倫理的ファッション」の事例はどれもとても興味深い
ものでしたが、私が最も衝撃を受けたのは、「心のエコロジー」についてお話しされたときです。マスメディアの報道を通しメッセー
ジを伝えるコミュニケーション戦略についての生駒さんの意見に強く心を動かされました。生駒さんは、「倫理は私たち全員の心の中
にあります。その心に向かって話しかけましょう！」とおっしゃいました。
また、高津玉枝さんとの出会いや阪急うめだ本店に入っている Love&Sense の見学も大変有意義でした。高津さんの活動は素晴らしく、
私たちがどんな未来図を描きたいかを考える上で大変重要です。
さらに、2013 TOYP メンバーの仲間にも非常に感謝しております。皆様にお会いし、ステージ上でその活動と目標達成のために計
画されている方法について情熱的に語り、とても刺激的な経験ができました。皆様の体験されたことと挑戦についてお話を聞かせてい
ただき、ありがとうございました。これは必ず生涯続く絆の始まりになることでしょう。
このフォーラムで私たち全員を支えてくれた都市について分析しました。私から少し大阪にアドバイスを差し上げるなら、大阪は強
みを特定し、そこから行動を起こすとよいと思います。世界保健機関（WHO）の健全な都市についての指針では、以下の点を都市事
業を実践する上で発展させることが推奨されています。
• 市民が情報を得られるようにする。
• 参加型コミュニティを強化する。
• 地方自治体、連邦政府、民間資本、市民間の協力をもたらす。
JCI へのアドバイスとしては、JCI はその会員ネットワークを通じ、市民に自分たちの望むものや必要なものについて語る適切な基盤
を発展させていくべきだと思います。同様に市民はそうしたプロジェクトを JCI のネットワークと協力して実行していけばよいと思い
ます。
私は JCI コミュニティにもっと多くの日本人女性の参加を促したいと思います。女性には人間愛に関する歴史的責任があります。全
世界は話し合いをやめて、新しい秩序にむかって行動することを始めるべきときにあります。今や誰もが、母なる地球の破壊を止めな
ければならないことを理解しています。女性はこの状況の中で最も苦しんでいる存在の一つであり、破壊と差別を止め、変化の規範を
設定する主導者としての役割を引き受ける存在だと、私は本当に信じています。吉田千里さんが男性社会の企業風土の支配する社会の
中で、リーダーとしての役割を担ってこられたことにとても感銘を受けました。吉田さんと可愛らしい娘さんたちのご家庭にホームス
テイさせて頂き、彼女のことをよく知る機会を得ることができました。吉田さんは優れた母親であるとともに、優秀なビジネスウーマ
ンであり JCI の誇るべきメンバーです。

First of all thank you very much to all Junior Chamber International members for your
hospitality, warmth and joyful attention to us. I want to express my respect for every and
each of the JCI members. I am deeply impressed by the high quality of the organization,
the content of the agenda and by the fact that you do all this work as a voluntary work.
In this sense, I want to acknowledge that the outstanding people are you, the volunteers,
members of JCI not us.
Japan has been for a long time and inspiration for my work and as I come to know more
about it, it becomes clea r to me t hat Japa n is a key reference for my count r y in t he
crafts and design industry. I have always been aware that Japan has been, and still is, a
repository of traditional Asian crafts. In Japan there is more handicrafts activity than
in any other developed countr y. In a word, Japan`s crafts are: Simple forms, Supreme
quality. What is so interesting, for me, it is not only the quantity of crafts available, but
the quality and the value for the society. Please continue as you have been doing, and
Keep it up!
Regarding the TOYP agenda content, I very much appreciate Ikoma Yoshiko san lecture
where I lea r ned more about t he Et h ica l ph i losophy t hat encourages a l l at t he TOY P
participants. All the examples that she gave about Ethical fashion were very interested
but the part that struck me the most was when she spoke about “Mind Ecology”. I was
very touched by Ikoma San’s statement refering to communication strategies to pass our
message across through mass media communication. She said: “Ethics is in all our hearts.
Speak to that heart!” 		
I a l s o c o u l d b e n ef i t a l ot f r o m t h e m e e t i n g w i t h Ta k at s u Ta m a e a n d t h e v i s i t t o
Love&Sense shop in Hankyu shopping mall. The work she is doing is outstanding and
very important to see the pictures that we want to see in the future.
I am also very thankful to all my fellow 2013 TOYP members. It has been very inspiring
to see you on t he stage ta lk ing so passionat ly about your work and t he way you are
planning to achieve your goals. Thank you so much for sharing your stories and your
challenges. I am sure this is the beginning of lifetime bounds.
The topic that we analyse during this forum was the city that supports us all. My humble
advice to Osaka would be to identif y your strengths and take action from that place.
Healthy Cities policy by World Health Organization recommends to develop the following
points in the implementation of city projects:
• To make information available for the citizens
• To enhance participatory communities
• To provide collaboration between: local government, federal government, private capital
and citizens.
My advice to JCI is that your member networks could promote the appropiate platforms
where citizens may say what they want and what they need in order to provide. Likewise
cit i z en s cou ld t hen , be able to i n st r u ment t hose projec t s i n col labor at ion w it h JCI
networks.
I would very much like to enhance more participation of Japanese women within a JCI
community. Women have a historical responsibility with humanity. The whole world has
come to a point where we have to stop talking and start moving towards a new order. We
all know by now that we ought to stop destruction of our Mother Earth. I truly believe
that women are the ones that struggle the most within this situation, and the ones that
will take a protagonic role to stop destruction, discrimination and set up the patterns for
change. I am very much impressed by the leading role that Yoshida Chisato San is taking
in a male-dominated corporate cultural society. I had the opportunity to get to know her
very closely since I had the privilege to enjoy homestay at her house with her beautiful
daughters. She is an exceptional mother, business woman and proud member of JCI.
I would like to finish with the feeling that prevails after the inspiring and intense days
shared with all you: Move in Passion and Stay in Reason.

皆様と共に刺激的で充実した日々を過ごすことができた今、私を満たしている思いを述べて終わりの言葉とさせていただきます。情
熱のうちに行動し、理性のうちに留まりなさい。

10

11

Report
2013 Report
2013

TOYPメンバーレポート
TOYP members’Report
名前 Name：Sreang Chheat
性別 Sex：男性 Male
国籍 Nationality：カンボジア王国 Kingdom of Cambodia

Image

団体拠点 Organization base：カンボジア王国 Kingdom of Cambodia
団体名 Organization name：Cambodia Development Resource Institute
役職 Position：Program Coordinator

2013 TOYP の参加者として日本にご招待頂き、ありがとうございました。台所用品から車にいたるまで世界中の様々な商品を作り出
す日本人の優れたところや知性に憧れるカンボジア人は沢山います。私もその一人です。日本の人々、文化、経済活動を直に学ぶため
に日本に来ることができ、まさに夢が叶いました。さらに、他国からきた友人たちと出会い、貧困削減や雇用創出、フェアトレードに
取り組んでいる刺激的な努力について話を聞くことができたことも素晴らしい経験でした。
大阪の関西国際空港に到着し、一番おすすめの大阪の庶民の味、お好み焼きを食べることができ、その卵、野菜、海老、そして醤
油の香りを堪能しました。とにかくお好み焼きが大好きです。空港を出た瞬間から青年会議所（JCI）のメンバーの暖かいサポートがあ
り、日本には始めて来たにもかかわらず安心して過ごすことができました。
また、北畑さんのご実家に一泊させていただいたこと、街中のいろいろなレストランで JCI の友人たちと食事したことは忘れられない
思い出です。暖かい歓迎とおもてなしを受け、彼らと文化や映画について大いに語り、また政治についても朝食の席で意見交換できた
ことで、日本の文化や生活様式について多くのことを学ぶことができました。もし時間が許すものなら、もっと長く滞在したかったです。
JCI の友人たちとの夕食で頂いた地元の料理の味と歓待は今もよく覚えています。本当に良い思い出です。また、大阪の神社に参拝し
日本の文化と歴史を学びました。お茶会では日本の文化と歴史、そしてお茶の味を実際に知るまたとない経験ができました。
JCI の組織とボランティア精神は私にとって良い刺激となりました。メンバーはみな素晴らしい若者で、それぞれ仕事で忙しいにも関
わらず貴重な時間をさいてミーティングを行ったり、期間中私たちをサポートしてくれました。彼らが、公平で調和した社会にむけた取
り組みにいかに関わっていくかを学び、TOYP メンバーが世界中の様々な場所で同じ目標に向かい行っていることに耳を傾けようとする
強い意志は、称賛と支援に値すると思いました。とりわけ現代の不安定なグローバル化した世界においては、従来の経済活動のやり方
の先を見通そうとするその強い意志により、彼らは必ずやそれぞれの活動分野で重要な地位につくようになるでしょう。
共によりよい世界を作るというこの崇高な取り組みに、TOYP メンバーを参加させるために JCI メンバーが尽くされた全ての努力に最

It is such a privilege for me to come to Japan as part of JCI TOYP 2013. As a Cambodian,
I a m a mong t he m i l lions who have ta lked about t he good t h i ngs a nd i ntel ligence of
Japanese people who produce quality products ranging from kitchen utensils to cars for
consumption around the world. It is a real dream-come-true to come to Japan to learn
about people, culture, and economic activities first hand. Moreover, encounter with our
friends from other countries who share their inspiring efforts toward poverty reduction,
job creations and fair trade was such a good experience.
It was such a great opportunity to taste the popular food of Osaka, Okonomiyaki, as my
first recommended food choice when I arrived at the Osaka Kainsai airport. I could feel
egg, vegetable, shrimp, and smell of soya source in Okonomiyaki. I just like it seriously.
With JCI members by your side from the very first minute when you exit the airport, you
feel secure and warm as the first-timer in Japan.
Moreover, spending one night at the house of Hiro’s parents and dining wit h our JCI
friends at various restaurants in town was such an unforgettable experience. I could feel
their warm reception and hospitality and learn a great deal about Japanese culture and
lifestyle by exchange of viewpoints with them on cultures, movies, and a little bit on
politics at the breakfast table. I would like to stay longer if I have more time. At dinners
with our JCI friends I could remember the taste of local food and fanfare among us. It
was such a good memory for me. Also, I learn about the culture and history by visiting
the temple and shrine in Osaka. The tea ceremony was a great first-hand experience to
better understand Japanese culture and history and taste of the tea itself.
JCI association and volunteerism is such a good expiration for me. They are all great
young persons who could spare their valuable time from their own busy businesses to
meet among themselves and assist us during this period. Such a st rong spirit among
them to learn how they could be a part of the movement working toward social justice
and harmony and listen to what the TOYP members are doing in various places across
the globe toward that same goal deserves praise and support. I am confident that such a
strong spirit to look beyond the conventional mode of economic activities will put them
in a good posit ion in t heir business communit y especia lly in t his volat ile globa lised
world.
I h igh ly pra ise a ll t hese effor t s made by JCI to engage TOY P members in t h is noble
endeavor to build a better world together. I am sure all decisions you will make in the
conduct of your businesses will have an impact on your community, countr y and the
world and thus your spirit and commitment toward building a sustainable city will have a
long lasting impact on your city and TOYP members.
Finally, I would like to sincerely convey my appreciation to all the members of JCI who
make this event happen and success. Though I could not mention all your names here,
I will forever remember your spirit in making your city development more sustainable
through your economic activities. I am sure the impact of your activities will go beyond
the country border.
Thank you for having me.

高の賛辞を贈ります。皆様が仕事上で今後下す決断は、皆様のコミュニティ、国そして世界に必ず影響を与え、それゆえ持続可能な都
市創造への意志と決意は皆様の都市と TOYP メンバーに永続的に影響を与えることでしょう。
最後になりましたが、この大会を運営し、成功に導いてくださった JCI の全てのメンバーに心からの感謝を申し上げます。ここで全
員のお名前を挙げることはできませんが、それぞれの経済活動を通し自分の都市のより持続可能な発展を実現しようとする皆様の意志
を決して忘れません。皆様の活動が国境を越えて影響を及ぼすと確信しております。
ご招待頂きありがとうございました。
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1.PASSION FOR HUMANITY
Throughout my time with the Japanese people in Osaka, I detected a strong desire in
them to really hold conversations with us (TOYP members) to know about our countries
a nd about t he work s t hat we do. They were not discouraged by t he diff icult y in t he
language barrier and they were so eager to know about the world beyond Japan. I believe
that such resolve and conversations demonstrate the extent the Osaka people and JCI
members would want to go to feel part of the global society. I believe this same passion,
contributes to their hospitable nature. In my discussions with JCI members, I learned that
they learn compulsory subjects in morality at the basic school level. And for me; morality
is humanity.

2.BUSINESS AWARENESS

1. 人間愛への情熱
大阪で日本の方々と過ごし、彼らが私たち TOYP メンバーとの会話を通し、私たちの国や行っている仕事について知りたいと強く望
んでいることを感じました。言葉の壁という困難に決して挫けることなく、日本の外の世界を熱心に知ろうとしていました。そうした決
意と会話に、大阪の人々と JCI メンバーがいかにグローバル社会の一員であることを実感したいと思っているかが現れていると思います。
この情熱こそがおもてなしの本質を支えているものだと思います。JCI メンバーと話し、日本人は義務教育で道徳を必修科目として学ぶ
ことを知りました。私にとって道徳とは人間愛を意味します。

2. ビジネス意識
日本人はビジネス環境への意識がとても高いと思いました。商売は大阪社会の中心にあり、これは JCI 大阪のメンバーの仕事や起
業家としての豊かな経歴にも現れています。今回の TOYP で出会った全てのものの中で、フェアトレードは最大の発見でした。そして
大阪ではフェアトレードの分野に乗り出していこうとしている人が増えているということに私は特に目を惹かれました。特に感動的だっ
たのは、株式会社福市の高津玉枝社長が日本にフェアトレードを広めるために行っている革新的取り組みです。ファッション・ジャーナ
リストの生駒芳子氏による「倫理的ファッション」の紹介もまた、ビジネスおよび環境への認識に訴える素晴らしいものでした。

3. 独自の伝統
日本がその独自の伝統に対し抱く愛が、日本を独特な先進国にならしめていると思います。ですから伝統が守られるかぎり、必ず
大阪はその特別性を維持できるでしょう。楽しい落語、健康的な茶の湯、そして暖かい人間関係。大阪の人々はこの文化を守る命綱です。

アドバイス
TOYP プログラムが若い人々の優れた社会経済的取り組みの動機となり、またそれらを紹介する素晴らしい方法であることは間違い
ありません。JCI 大阪と TOYP メンバーがこのプログラムを成功させるために多大な努力をされたことを考え、TOYP メンバー経験者が
TOYP 後に世界に影響を及ぼすような強力な事例を作ることができるよう、メンバーの活動を追い続ける意欲的なプロセスを設けるこ

I identified that the Japanese people are very conscious of their business environment.
Trade is at the core of the society of Osaka, and this also explains the rich business and
entrepreneurial backgrounds of JCI Osaka members. Fair Trade was the biggest revelation
for me throughout this TOYP encounter and it was remarkable for me that a growing
number of people in Osaka were beginning to venture into the Fair Trade terrain. I am
particularly humbled by the revolutionary effort of Tamae Takatsu (President, Fukuichi
Ltd) in promot ing fa ir t rade in Japa n. The h igh light to Et h ica l fash ion g iven by Ms.
Fusako Ikoma (fashion journalist) was also a great point that appealed to the senses of
business and environment.

3.UNIQUE TRADITION
I believe that Japan is a unique developed country because of her attachment to unique
t r ad it ion . T h at i s why I a m conv i nce d t h at O s a k a c a n m a i nt a i n her prom i nence i f
traditions are preserved. The Rakugo was hilarious, the Tea was healthy, and the human
relat ion was wa r m. The people of Osa ka a re t he life-line to t he preser vat ion of t h is
culture.

RECOMMENDATIONS
T OY P prog r a m i s u ndoubted ly a good way to mot ivate a nd ex pose t he good soc io economic endeavors of young people. Recognizing that JCI Osaka and TOYP members
put i n a lot of ef for t to ma ke t h is prog ra m succes sf u l, I recom mend t hat t here is a
conscious process created to follow-up on the activities of TOYP alumni so that a strong
case ca n be made for t he impact t hey ma ke in t he world a fter TOY P; I say t his w it h
strong acknowledgement that Steve Wozniack (Co-founder of Apple Computer) is a TOYP
alumnus. I also wish to encourage JCI Osaka to expand the platform for the continued
discussion on Fa ir Trade a mong t heir high prof ile membership. As a yout h from t he
developing world, especially from Ghana that provides Cocoa for Chocolates in Japan,
I am of the strong conviction that this trading philosophy would contribute greatly to
sustainability in the socio-economic world and give rural producers what they are worth.
My resolution after this TOYP experience is that I would also expand these discussions
among the Ghanaian people through our Life-link Model United Nations program so that
more youth who would become tomorrow’s leaders would be aware of this phenomenon
and actively contribute to it.
I end with great appreciation to the TOYP committee and all my PCY friends who made
my visit a homecoming. Arigatou!!

とを勧めます。これは、アップル社の共同創設者であるスティーブ・ウォズニアックがかつて TOYP メンバーであったことを高く評価して
の意見です。また JCI 大阪がフェアトレードについての話し合いを、優れた人材であるメンバー同士で継続するための場を拡大するこ
とを望みます。発展途上国から来た若者として、特に日本で消費されるチョコレートの原料であるカカオを生産するガーナの国民として
私は、フェアトレードの貿易原理が持続可能かつ地方生産者が彼らに見合うものを受け取れるような社会経済的世界に多大な貢献をす
ると強く確信しています。私は TOYP を経験し、明日のリーダーとなるより多くの若者がフェアトレードを意識し、積極的に貢献するよ
う、我々 Life-link の模擬国連プログラムを通しガーナの人々の間でこうした話し合いを広げていこうと決意しました。
最後は、私の日本訪問をまるで祖国への帰郷のような旅にしてくれた TOYP 委員会と PCY の友人たちへの心からの感謝で終わりた
いと思います。ありがとう！！
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JCI と大阪の素晴らしい人たちが主催することで TOYP フォーラムは有名ですが、その 2013 年のプログラムに参加できとても誇りに
思います。JCI のボランティアの方々、TOYP メンバーの仲間、そしてたくさんの豊かな文化や食事の体験一つひとつが印象的で感動
的でした。これまでの行事は、高津玉枝さんのフェアトレードの衣料品店 Love&Sense の見学から公館でのお茶会、そしてもちろん
JCI メンバーとの多くのパーティーまでどれも楽しく、文化に触れた豊かな経験の一つひとつが今後の人生において忘れられないものと
なりました。
主要行事である TOYP フォーラムは若い私にとって特筆すべきキャリアの一つとなるでしょう。大阪の事業、文化、政治に携わる次
世代に関わり、彼らと共有することができ、また彼らが奮起するきっかけとなったのであれば、本当に光栄です。私が幸運にも出会う
ことができた TOYP メンバーの仲間は、最も刺激的な人たちだと思います。私たちはそれぞれ異なる社会的、経済的、環境的状況で
活動していますが、5 人全員が共通の目標を持っています。お互いを賛えるコミュニティと経済を支え、文化的かつ環境に優しいシステ
ムを守ることです。
2013 年の TOYP フォーラムでは、社会革新、リーダーシップ、環境に優しい経営、参加型社会の全てが取り上げられました。これ
らは健全なコミュニティに必要なものばかりです。私たちの話を聞いた後で、大阪や JCI の皆様がその社会と環境的実践、経済を同時
に発展させることを選択することを期待します。
Kythzia Barrea Suarez さんの発表は感動的で、聴衆全員にとって自らの文化的財産を大切にしつつ、海外と自国の価値観を見
直すきっかけとなりました。Sreang Chheat さんの都市計画の失敗についての謙虚なお話により、私たちは都市計画者に質問し、環
境に優しいシステムが実践されることを確実にするとともに、参加型民主主義を促進しなければならないと教えられました。Dennis
Penu さんは、ガーナと世界の次世代のリーダーたちに国内のコミュニティ同士の繋がりを構築し、それにより世界の繋がりを強化する
よう働きかける終わりのない取り組みについて話してくれました。最後の Melissa Yeung さんの起業家としての活動は、よい発想は人
と地球両方に偉大なことを成すことができることを私たち全員に示してくれました。私は 4 人の TOYP メンバーの仲間全員から多くの
ことを学びました。アメリカに戻りここで学んだことを実践するのが楽しみです。
私は幸運にも持続可能なコーヒー産業における自分のささやかな活動について、TOYP フォーラムでお話する機会を頂きました。私は、
北アメリカでフェアトレード製品を普及させる活動をリードする NPO の Fair Trade USA で働いています。Fair Trade は農家と労働者
が貧困から抜け出せるよう、彼らの製品の公正な価格を実現し、持続可能な農業を支援し、コミュニティ発展奨励金を出しています。
Fair Trade USA は 750 を越える北アメリカの企業とともに、20 種類以上の製品を扱っています。私たちの共同事業により、農家や
労働者の収入は 1998 年より 2 億 2 千 5 百万ドル以上増加しました。個人としては、私は 450 以上のコーヒー企業と協働し、彼らが
コミュニティの発展と環境に優しい経営、権限の付与を支持する方法でコーヒーを調達できるようにしています。生駒芳子さんがフェア
トレードの綿花についてのご経験をお話しされた基調講演とその後の JCI メンバーとの話し合いを聴くことができたのは大変幸運でし
た。JCI 大阪の目標の一つは、互いから学び、互いの活動への意識を高めることです。短い期間でしたが JCI のボランティアの方々と
一流のゲストの皆様と過ごす中で、私の中でこの目標が実現しつつあります。
私は、JCI のメンバー、大阪の人々、そして TOYP メンバーに、決して革新を止めないようお願いします。世界は社会、経済、環境
の問題で溢れています。私たち全員が文化のかけ橋となり、社会的事業を構築し、全ての人のための世界を実現させようとするなら何
をすべきかについて中心に地球を据えて考える必要があります。私たち全員が個人そして組織の活動に注目し、自分は貧困を支持して
いるのか、それとも持続可能性を支持しているのかを問いかけなければなりません。私たちは皆、何にお金を払うかで意志を示し、社
会革新と環境に優しい経営にお金を使わなければなりません。未来は今始まるのです。今日が持続可能な未来に投資すべき時なのです。
短期間の滞在ではありましたが、私は大阪で多くのことを学びました。その一つが、大阪は世界にとって倣うべきモデルであること、
そして大阪青年会議所は大阪の今と未来の成功の中心にあることです。大阪は革新を決して止めないで下さい。
全ての人にとってよりよい大阪、よりよい世界を構築しようと尽力されている大阪青年会議所委員長の佐藤祐介さんと理事長の山本
樹育さん、多くの素晴らしい大阪青年会議所のボランティアの方々に感謝いたします。
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I am simply honored to be a part of the prestigious TOYP 2013 Forum, hosted by JCI
and the wonderful people of Osaka. The JCI Volunteers, my fellow TOYP members and
each one of our many rich cultural and culinar y experiences has been both inspiring
and exciting. Thus far, I have enjoyed each activity; from touring Tamae Takatsu San’s
Fair Trade apparel store, “Love and Sense,” experiencing the tea ceremony at the Mayor’s
Mansion and of course the many parties with JCI members, each rich cultural experience
has been something to remember for a lifetime to come.
The main event, the TOYP Forum, will live to be one of the highlights of my young career.
Having the ability to engage, share and hopefully inspire the next generation of Osaka
business, cultural and governmental was truly an honor. My fellow TOYP members were
perhaps some of the most inspiring people I’ve had the privilege of meeting. While each
of us works in a different social, economic and environmental milieu, all five of us share
a common goal: to support communities and economies that celebrate one another and
protect cultural and environmental systems.
TOYP Forum 2013 was all about social innovation, leadership, environmental stewardship
and participatory society: all of these aspects are necessary for healthy communities.
A f ter he a r i ng ou r stor ie s, I hop e O s a k a a nd JCI w i l l cho o se to g row t hei r s o c iet y,
environmental practices and economy simultaneously.
Kythzia Barrea Suarez’s presentation moved and inspired the audience to cherish their
own cultural treasures and reevaluate foreign versus domest ic value. Sreang Chheat’
s humbling stor y about cit y pla n n ing gone bad taught t he audience to quest ion cit y
pla n ner s a nd en su re t hat eco -f r iend ly sy stem s a re i mplemented wh i le encou rag i ng
p a r t ic ip ator y demo c r ac y. D en n i s Penu sh a r e d w it h t he aud ience h i s never- end i ng
jou r ney to i nspi re t he nex t generat ion of Gha n ia n a nd globa l leader s to bu i ld l i n k s
between domestic communities that help strengthen the world. Finally, Melissa Yeung’s
entrepreneurialship showed all of us that a good idea can do great things for both people
and the planet. I learned so much from all four of my fellow TOYP members and look
forward to returning to the United States to implement some of the lessons learned.
I was lucky enough to share my humble story in the sustainable coffee industry at the
TOYP Forum. I work for Fair Trade USA, the leading Not for profit organization promoting
Fair Trade products in North America. Fair Trade gives farmers and workers a fair price
for their product, supports sustainable agriculture and grants community development
premiums to help people lift t hemselves out of pover t y. Fair Trade USA works wit h
over 750 Nor t h American companies in over 20 product categories. Our joint effor ts
have given fa rmers a nd workers over $225 Million in addit iona l income since 1998.
Personally, I work with over 450 coffee companies and help them source coffee in a way
that supports community development, environmental stewardship and empowerment. It
was such a privilege hearing the key note speaker’s Ikoma Yoshiko San’s experience with
Fair Trade cotton and meeting JCI members afterward. One of JCI Osaka’s goals is “To
learn from each other and to raise awareness of each other’s activities.” In my short time
with JCI volunteers and the prestigious guests of JCI – It is happening.
My message to JCI, to Osaka and to my fellow TOYP Members is to never stop innovating.
The world is a place r ipe w it h socia l, econom ic a nd env ironmenta l issues. A ll of us,
need to form cultural bridges, build social businesses and put the planet at the center
of everything we do if we are to reach a just world for all. All of us need to look at our
personal and corporate activity and ask the question: “Am I supporting poverty or am
I supporting sustainability?” We all need to vote with our dollars and spend money on
social innovation and environmental stewardship. The future starts now! We must invest
in a sustainable future today!
In my short time in Osaka I’ve learned many things. One of which is: Osaka is a model
for the world to replicate and JCI is at the center of Osaka’s current and future success.
Osaka – never stop innovating!
I’ d l i ke to t ha n k t he JCI Cha i r person Sato Yusu ke Sa n, t he JCI President Ya ma moto
Shigenari San and the many incredible JCI volunteers who are building a better society
for Osaka and a better world for all!
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MABUHAY!
Thank you very much JCI Osaka for having such a beautiful and well-organized program
for TOYP 2013. Hands down, this is one of the greatest experiences I’ve had in my life.
DOMO ARIGATO GOZAIMASU!
As soon as I landed in Japan, my homestay family welcomed me at the airport with 3 JCI
members so warmly, I felt right at home and happy. Living in the Takahashi’s home filled
me with so much love as Hide-san, Yayoi-san and their three adorable children, Ren, Jin
and Sei treated me like family. The activities were so nicely planned: the tea ceremony,
t he hea r t wa r ming welcome pa r t y, t he funny ra kugo, t he TOY P for um, v ising Love &
Sense, meeting so many amazing members of JCI Osaka, and eating the best takoyaki
ever are some of the things I’d cherish in my heart every time I’d think about Osaka.
As a child, I really liked Sanrio, Sailor Moon, and video games like SEGA and Nintendo.
Now that I’m a more grown-up, I’m enjoying the food and art so much. I like painting
sakura f lowers. There are so many things I love about Japan but one thing I love the most
are the people. Japanese people are so respectful, humble, honest, fun and professional –
things I really appreciate in people. With the JCI experience, I admire the Japanese even
more because now I’ve seen more beautiful traits like passion and the desire to do good,
to be ethical, to be fair and socially responsible.

マブハイ！
大阪の皆様、このような立派で、素晴らしい運営の 2013 TOYP に招待頂きありがとうございました。このプログラムが私の人生において最も重要な
経験の一つとなることは間違いありません。
どうもありがとうございます！
日本の地に降り立つやいなや、ホームステイ先の家族と 3 人の JCI メンバーがとても暖かく空港で出迎えてくださり、私は本国にいるのと変わらない幸
せを感じました。高橋家では、ひでさん、やよいさん、そして彼らの 3 人の可愛らしい子どもたちのれん、じん、せいが家族のように私を迎え入れてくれ、
私はたくさんの愛に満たされたホームステイを体験することができました。行事もよく計画されていました。お茶会、心温まる歓迎パーティー、楽しい落語、
TOYP フォーラム、Love&Sense の見学、たくさんの優れた JCI 大阪メンバーとの出会い、そしてこれまでで最高のたこやきを食べたことなどは、大阪の
ことを考える度に大切な思い出として胸に蘇ることでしょう。
子どもの頃の私は、サンリオ、セーラームーン、そしてセガや任天堂のテレビゲームが大好きでした。大人になった今は、日本の食べ物や芸術が好き
になりました。桜の花の絵を描くのが好きです。日本の好きなところはいろいろありますが、最も好きなのは日本の人々です。日本人の礼儀正しく、謙虚で、
誠実で楽しく、そして仕事に熱心なところが特に素晴らしいと思います。JCI のプログラムに参加し、私はいっそう日本人に憧れるようになりました。とい
うのも、良いことを行い、道徳的で公平であり、社会的責任を引き受けることへの情熱と願望といった素晴らしい特質を新たに見つけたからです。

1. 現在の活動・仕事は？
現在私は、Got Heart Foundation で仕事をしています。社会の片隅に追いやられた農家や土着のコミュニティのために、もっと包括的で公正かつ倫
理的な価値連鎖を作ろうとしています。

2. そのような活動や仕事を始めるきっかけとなったものは？
まず、私は貧困に苦しむ農家や土着コミュニティを助けたいと思っています。
二つ目に、社会から見捨てられたようなコミュニティの中にも、可能性と才能、機会がたくさんあると考えます。
三つ目に、私の周りには私を愛し、支え、信じてくれる人々がいます。
必要性、可能性、支援の三つの要素が一つに合わさったとき、必要とする人のために機会を創出する Got Heart を立ち上げようと思ったのです。Got
Heart という名前は、決断力、勇気、誠実、真実という「心」を持つことを、私にいつも思い出させてくれます。

3. 活動あるいは仕事を続けていく上で最も重視しているものは？
最も重視しているものは、子どもたちにとってよりよい未来のビジョンです。私は一緒に働いている人々を尊重します。彼らの情熱がなければ何も実現
できないからです。発想や計画が行動や結果に変わるのを見るのは素晴らしいことです。

4. そうしたことを重視することで、どのような未来に到達すると思いますか？
私たちの活動が、コミュニティがよりよい選択をし、よりよい生活への機会を得るための道を開くことができればと願っています。私たちの夢は、私た
ちのコミュニティが持続可能となり、全体として発展し、自主的で尊厳あるものになることです。

5. 日本は他国に何ができる、あるいは何をすべきだと思いますか？日本のやるべきことはなんですか？
私は、日本がその歴史の中で沢山の不幸な出来事を克服したことを尊敬しています。日本人は克服するだけでなく、可能と思われた以上のものを成し
遂げることができました。そうした日本の行動は、私のような発展途上国の人々にとって優れた先例となり、希望を与えてくれました。日本が他国に対し
するべきことは、規律、勤勉、強み、革新、文化を愛する心を実践するロール・モデルであり続け、同時にいかに障害を克服するかについて他国を導く
ことです。

6. 今日からすぐに、大阪と世界の未来のために私たちにできることは何ですか？
私たちにできることは、強みを磨く努力をし、必要とする人のためにその強みを役立てることです。
例えば、実業家なら会社が倫理的で環境と社会に責任を持つようにすることで貢献できます。芸術家なら、その作品によって伝え広めることに貢献で
きます。貢献はとりわけ、訓練、倫理的貿易、社会的事業の発展、人間の尊厳の向上といった形でなされるでしょう。どの分野であれ、私たちは実際に
貢献することができるのです。
2013 TOYP にご招待いただいたことに重ねて御礼申し上げます。
マラミン・サラマ・ポ！
JCI 大阪には Got Heart の心があります！
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1.Activity/Business I’m currently engaged in:
I’m currently engaged in Got Heart. We're working on a more inclusive, fair and ethical
value chain for marginalized farmers and indigenous communities.

2.What caused/inspired you to launch that activity/business?
First, I want to help farmers and indigenous communities that are suffering from poverty.
S e c on d , I s e e s o muc h p ot ent i a l , t a lent s a n d opp or t u n it ie s e ven i n m a r g i n a l i z e d
communities.
Third is that I’m surrounded by people who love, support and believe in me.
Putting the three elements together - the need, the potential, and the support – have
inspired me to launch “Got Heart” to create opportunities for those in need. The name
“Got Heart” also serves as a constant reminder to have “heart” – determination, courage,
integrity and sincerity.

3.What you value most in continuing the activity/business?
What I value most is our vision of a better future for children. I value the people I’m
working with because without their passion, nothing will get realized. It’s so nice to see
concepts and plans turn into action and results.

4.As a consequence of that valuing, what kind of future do you
think you will arrive at?
Hopefully, our work will pave a way for communities to have better choices and chances
for a b et ter l i fe. O u r d re a m i s for ou r com mu n it ie s to b e su st a i n able, hol i st ic a l ly
developed, independent and dignified.

5.What can/should Japan do for other countries? What is the
duty of Japan?
W hat I admire about Japa n is t hat you were able to rise above so ma ny unfor tunate
events in your history. Not only were you able to rise, but were able to rise above and
beyond what was seemingly possible. By doing this, you have set a good example and
have given hope to people like me who come from developing count ries. W hat Japan
should do for other countries is to continue being a role model on discipline, hard work,
excellence, innovation and love of culture, and guide other on how they can overcome
obstacles as well.

6.W hat ca n we do today a nd immediately for t he future of
Osaka and the world?
What we can all do is to strive for excellence and share our excellence to those in need.
For example: Businessmen can contribute by making sure that the company is ethical,
env i ron ment a l ly a nd socia l ly re spon sible. For a r t i st s, t hei r cra f t c a n cont r ibute to
advocacies. Contributions may be in the form of trainings, ethical trade, social enterprise
development, upliftment of human dignity, among others.
In whatever field we're in, we can contribute concretely.
Once again, thank you very much for inviting me to be part of the 2013 TOYP Program.
MARAMING SALAMAT PO!
JCI Osaka, you’ve GOT HEART!
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ウェルカムセレプション

大阪企画

Welcome Reception

Event provided by JCI Osaka

01
Image

オリエンテーション

Orientation

01

大阪視察

Study tour of Osaka

TOYP メンバーを公式に歓迎し、本事業の趣旨を再認識するためのプログ

食文化を楽しんで頂く為に、日本と言えばお寿司、そして大阪を

ラムです。

こよなく愛するお寿司屋と言えばここ『ざこば鮨』です。中央卸
売市場の開設に伴い、初代市場長のお勧めで江戸時代からあっ
た魚市場の名称で、いろいろな魚が集まる場所という意味で、
「雑

Prog ra m to of f icia l ly welcome TOY P member s a nd deepen
their understanding of the purpose of this program.

喉場」と名付けたこのお店は、商品に大阪への思いを込めた【大
阪すし】という商品がある程の大阪を愛するお店。お寿司を食べ、
また、実際にお寿司作りの実演まで披露頂けるという、大阪の商
売人気質でもある、サービス精神まで堪能させて頂きました。

02

歓迎茶会

In enjoying the food culture of Japan, the most recommended
food is sushi, and a sushi restaurant that loves Osaka deeply
is here at “Zakoba Zushi.” Part of the name “Zakoba ( 雑 喉
場 ),” which is t he same name as t hat of an old f ish market
that existed from the Edo period, means a place where various
types of fish are gathered, and based on the recommendation
by t he f i r st ma rket he ad, wa s na me d so when t he cent r a l
wholesa le ma rket wa s opened. T h is sush i rest au ra nt loves
O s a k a to a deg r e e t h at it h a s a menu item c a l le d “O s a k a
Sushi,” a name that shows its affection for Osaka. While eating
sushi, we could even enjoy the great hospitality, part of the
Osaka merchant spirit, while watching actual demonstrations
of sushi making.

Welcoming Tea Reception Ceremony

オリエンテーションの後には、大阪市公館内の茶室をお借りして歓迎茶会
を開催し、TOYP メンバーに伝統的な茶文化を体験して頂きました。
また、公館内にある日本庭園の散策も楽しんで頂きました。
After the orientation, we held a tea ceremony at the tea room
in the Osaka City Official Residence. TOYP members enjoyed
Jap a ne s e Tr ad it ion a l te a c u lt u r e a nd st r ol le d a r ou nd t he
Japanese-style garden.

03

02

大阪企画

Event provided by JCI Osaka

ウェルカムパーティ Welcoming Reception

TOYP メンバーに対する歓迎の意を込めて、大阪市公館をお借りしてウェル
カムパーティを開催しました。
TOYP メンバーゆかりの国の大使や総領事に来賓としてお越しいただくこと
で、TOYP メンバーの事業に対する意識が高まりました。
また、お食事会では、日本の伝統芸能である落語の講演に触れて頂くこと
で、日本文化への理解を深めるとともに、JCI メンバーとの交流と通じて、
信仰を深めて頂きました。
To welcome TOYP members, we held a welcome party at the
Osaka City Official Residence. TOYP members were encouraged
to play a role in t he TOY P program by seeing a mbassadors
and guests of their countries, whom we invited to the party.
We also provided an opportunity to enjoy a performance of
Japa nese t radit iona l Comic stor y “Ra kugo” at t he dinner to
deepen their understanding of Japanese culture and establish
an amicable relationship with JCI members.
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株式会社福市【Love&Sense】
世界経済の問題を解決する為に、多くの企業が取り組みをされているフェアトレード。その中でも、ファッションにスポットライトを当て、
自社ブランド【Love&Sense】を立ち上げ、大阪のまちを中心に活動されている、株式会社福市の代表取締役社長、高津玉枝氏との対
談、ショップ見学を行いました。ＴＯＹＰメンバーと高津氏が、
『各々の活動に対する意見交換』・
『これからの活動のあり方』・
『今後世界と大阪でどのような相互協力が出来るか』というテーマに沿って意見を交わしました。
[Love&Sense] Fukuichi Co., Ltd.
Fair trade is an organized social movement through which many companies have made efforts to solve problems in
the world economy. Seeking someone involved with fair trade, we interviewed President Tamae Takatsu of Fukuichi
Co., Ltd., who established a house brand called “Love&Sense” that focuses on fashion and is active mainly in Osaka.
We also went on a tour of this brand’s shop. TOYP members and Ms. Takatsu discussed three themes: “Exchange
of views for respective activities,” “Ideal activities for the future,” and “How can Osaka and the rest of the world
cooperate with each other in the future?”
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御所訪問

東京企画
Event provided by JCI Tokyo
東宮御所内にて皇太子殿下・妃 殿下に拝謁しました。
皇太子殿下・妃殿下より、TOYP メンバー一人ひとりの
活動に対するお尋ねや、励ましのお言葉を頂戴しまし
た。

Image

T he TOY P members had a n audience w it h t hei r
I mper ia l H ig h ne s s T he Crow n P r i nce Na r u h ito
a n d T h e Cr o w n P r i n c e s s M a s a k o . T h e y a s ke d
them about their activities and offered words of
encouragement.

TOYP フォーラムを終えた TOYP メンバーに、それぞれの気づき、共感したことなどについての意見交換を行いました。
また、自分たち自身が未来を切り拓くためにこれからどのような行動をしていくか、改めて TOYP レポートを通じて、大阪の市民のみ
なさんに伝えたいことなどについて、議論してもらいました。
After the completion of TOYP Forum, TOYP members exchanged opinions about what they had found and empathized with in
the forum. They also discuss what action they would take to cultivate the future and what they would like to convey to Osaka
citizens in their TOYP Report.

フェアウェルパーティ
Farewell Party

隅田川のほとりから乗船した「屋形船」で開催しました。
歴史的な風情を残す「屋形船」で食事をすることにより和の心を高めていただきました。また、伝統の遊びである「舟遊び」により、
日本の伝統文化に触れていただきました。このパーティで、最後の夜にふさわしい日本の印象を心に刻み、JCI メンバーとの友情を深め、
永続的に続く国際的友情関係を築きました。
A farewell party was held in「Yakatabune」that we went on board from the bank of the Sumida River. As TOYP
members enjoyed the dinner in「Yakatabune」that had historic taste, they improved Japanese heart. And they got
Japanese traditional culture by「Funaasobi」that was traditional play. This dinner party successfully concluded this
year’s TOYP program, providing TOYP members with an opportunity to engrave deep memories of Japan, strengthen
friendships with JCI members and establish everlasting international friendly relations.

22

23

Report
2013 Report
2013

TOYPメモリー

過去のTOYPテーマとメンバー
Past Theme and TOYP members

年代

Image

24

ＴＯＹＰテーマ

ＴＯＹＰメンバー

未来に向けて、世界に向けて、活かそうなにわのまちと知恵

Ms.Edith Volcaert / Mr.Willy M.C.Sansen / Mr.Jean M.Fitou / Mr.Patric Paris
Mr.Herman Gerbaulet / Mr.Peter Baumann / Mr.Thomas Ｇ .Kinderen / Dr.Tullio Laurenzi
Mr.Riccardo Cappelin / Mrs.Ann E.Buckingham

先進国の憂鬱、その処方箋をさぐる

Mr.Gunter A. Pauri / Dr.Richard W.Wright / Mr.Jacques Lalande
Mr.Hans H.Jurgensmann / Ms.Maria V.G.Blummel / Dr.Geoffrey S.Brownlee
Mr.Michael J. Bredwell / Mr.Richard P.Mirabella / Mr.Rosalie Stemer / Mr.John S.D.McBribe

世界と日本を考える
～日本の成功を国際社会の中でどう生かすか～

Ms.Lynne Gilmour / Mr.John E.Reeves / Mr.Marcel Colla / Mr.Eduard H.Dorrenberg
Mr.Aditiatedja Nurman Diah / Mr.Victor F.A.NG / Ms.Eva K.Lindblom / Mr.Ajay K.Puri
Ms.Paula M.Hudis / Dr.Roger B.Porter

第1回

1981 年

第2回

1982 年

第3回

1983 年

第4回

1984 年

「2001 年・地球社会への期待」
～世界の技術革新の波を乗り越えられるか～

Mr.Des Powell / Ms.Michele Detaille / Ms.Maie D.Bahisson / Dr.Wolfgang Sengebusch
Mr.Goh Sin Huat / Mr.Quek Chee Hoon / Mr.Christopher M.P.Huhne / Mr.Nicolas L.M.Wolfers
Mr.Weston W.Marsh / Mr.Gerald D.lrons

第5回

1985 年

「２１世紀への挑戦」
我々は迫り来る危機をどうのりこえられるか

Mr.Peter Staples / Mr.Charles / Mr.Charles V.D.Haegen / Dr.Richard D.French
Mr.Paul Tschaen / Dr.Axel Siedenberg / Dr.Eugene You-Shin Chien
Mr.Robert Key / Mr.Stephen Wozniak / Dr.Mark A.Moore

第6回

1986 年

第7回

世界平和のために今なにをすべきか

Dr.Hugh J.Watson / Dr.Christian Worndl / Mr.Niels C.Pultz
Ms.Soizic Bevan / Mr.Theo L.Sambuaga / Mr.Sergei Zhuravlyoy
Mr.Heinz Hertig / Mr.Christopher R.Smith / Mr.jack J.Meehan
Ms.Nancy L.Szokan

1987 年

人類共通の言葉
～文化・芸術、そして調和～
～異文化交流が調和の世界に果たすべき役割～

Ms.PeneloopeJ.Amberg / Mr.Alain Simard / Ms.Chistine M.Canetti / Dr.monika Hoerig
Mr.Nimal Mitra / Ms.Suh Ah-Jeong / Mr.Magtagol Cruz Hatol / Mr.Zorotukhin Dmitry Lvovich
Ms.Somlak Songsanmphant / Mr.Andrew J Hertzfeld

第8回

1988 年

21 世紀の地球的連帯を求めて
～日本及び日本人に望むこと～

Mr.Matinas Suzuki Junior / Mr.Eric Lemarie / Mrs.Sabine Gerhard / Mr.Muchyar Yara
Mr.Jose Agustin Cruz Cuenco / Mr.Alexander Michael Kurbatov / Mr.Tsung Kuang Cheng
Ms.Pattanida Puntumasen / Mr.David L.Willetts / Mr.Royal Arthur Govain

第9回

1989 年

地球共有社会におけるグローバルな「自由都市」

Mr.Duncan J.C.Kerr / Mr.Garsett l.Larosse / Mr.Lauren de Gaulle / Mr.Vyachejlav V.Koppjov
Mr.Andorew G.Tyrie / Mr.Samuel N.Olive / Dr.Cathie J.Martin / Dr.James K.Sebenius
Dr.Andrew L.Tumer

第 10 回

1990 年

90 年代の国際協調と日本の役割

Mr.Erik Jacquemyn / Mr.Thomas Fabrika / Mr.Detlef A.Jungfleisch / Mr.Juan Miguel Montinola Luz
Mr.lrewneusz R.Nawrocki / Mr.Sanchis l.Marco / Ms.Suwannee Tassanapirom / Mr.John D.Battle
Mr.Michael M.Lewis / Mr.Philip Snow / Mr.James C.Kralik

第 11 回

1991 年

地球社会への貢献、国家を超えて文化を超えて
我々は、今、地球社会に対して何をすべきか

Mr.Chang Gen Feng / Ms.Mable Chan / Mr.Fabio M.Corno / Mr.George Hara / Me.lan P.Blance
Mr.Robert B.Chess / Ms.Yoriko Kishimoto / Mr.Shashi Tharoor

第 12 回

1992 年

エコノミーとエコロジーの調和
～アジアの新しい豊かさを求めて～

Mrs.LaretnaT.Adishakti / Mr.Tomohisa Hattori / Mr.Bon Joon Koo / Mr.Lim Hooi Siang
Mr.Sanjaasurengiin Zorig / Mr.Hywel R.Jones / Mr.Samuel D.Brownback / Ms.Lori A.Forman

第 13 回

1993 年

築こうアジアのネットワーク
～新しい地球協力を～

Mr.Paul Elliot / Mr.Zhang-Liang Chen / Mr.Zhao Ai / Mrs.Duet Cuellar / Mr.Aman U.Kumisbayev
Mr.Chia K.Chye / Mr.Zolzhargal Naidansurengiin / Mr.Jack Chia / Ms.Samya Marashinghe
Dr.Prapat Thepchatree / Mr.Le Truong Son

第 14 回

1994 年

人・都市・地球にやさしいまち
世界都市大阪の創造をめざして

Mr.Geraassiomos Thomos / Mr.Michel Hendrickx / Mr.Liu Jin Bao
Mr.Gregory G.Hall / Ms.Robin C.Carnahan / Mr.Bui Ba Binh

第 15 回

1995 年

よみがえらそう愛を人の温かさを
ネオ・シルクロードにのって

Mr.Yang Xing Xin / Ms.Tsegmidiin Burma / Mr.Nereus O.Acosta
Ms.Marie Thorsten / Mr.Nodir M.Rakhimov

第 16 回

1996 年

第 17 回

1997 年

かけがえのない地球を次世代の子供たちに残すために私達の役割とは
人と地球の共生をめざして

Ms.Wendy Luhabe / Ms.Yukiko D Bergman / Mr.Ben Kelmanson
Ms.Alexandra Nechita / Ms.Amy Bellanca / Ms.Nancy Kiang
Mr.lan Johnstone / Mr.Alfred Nakatsuma

第 18 回

1998 年

21 世紀の新しい地球社会の実現にむけ、子供たちのためにいま私たちができる
こと

Mr.Kristian Samuelsen / Mr.Felipe Estrade / Mr.Steven M.Sims
Ms.Sarah E.Urech / Mr.Olga N.Osby

第 19 回

1999 年

地球共生型経済をめざして～企業はどう取り組むか～
未来への新たな挑戦

Mr.Frederic Laurent / Mr.Niko Kleinknecht / Mr.John KengLien Lok
Mr.Bill Shireman / Mr.Christopher lotspeich

第 20 回

2000 年

21 世紀の響創型地球経済を求めて

Ms.Marit Bruhn-Petersen / Mr.Joonsik Park
Ms.Line Gordon / Mr.Saroj Chayavivatkul / Mr.Poomijai Nacaskui
Mr.Nancy Benson

第 21 回

2001 年

次世代を担う人々へのメッセージ
～ 21 世紀の次世代教育を求めて～

Ms.Jacyl L.Shaw / Ms.Dionne M.Bryant / Ms.Junaline R.Banez
Ms.Amanda J.Show / Ms.Rowena N.Barniego
Ms.Vipassarin Prauntasiri / Mr.Joseph J.Gayman

第 22 回

2002 年

母となる地球との調和（Ｄ esigning for NEW GAIA)
ほんまもんの社会を求めて

Mr.Sedara Kim / Dr.Zhan Tao / Dr.Dorothee K.Starck / Dr.demosthenes N.Tambakis
Mr.Wong Kee Yew / Mr.Claube P.Siegenthaler / Mr.Daid M.Roodman

※

2003 年

湾岸戦争及びＳＡＲＳのため実施せず
企業の創造的連携が拓く「共存共栄的亜州」の時代

第 23 回

2004 年

ニュービジネス創造の環境づくりをめざして
～しあわせを実感できる社会システムとは

Mr.Stephan Wrange / Mr.Hiroshi Matsuura / Ms.Sakthi Nimada
Mr.Dorige C.Brody / Mr.Michael Rossman / Mr.Frederick Waelter

第 24 回

2005 年

笑顔絶えないまち、企業と地域との共生
～支え愛で地域のプランディング発信～

Dr.Bernbard K.Meister / Mr.Frederik Bruhn-Petersen / Ms.Prabha L.Amatya
Ms.Mae Rivera-Moreno / Ms.Helen E.Maw / Mr.Michael L.Herrington

第 25 回

2006 年

発想の転換が社会を元気に！
～世界的な視野の発送で、会社とまちに活力があふれた「誇り高き経済都市」
の実現をめざして～

Ms.Gillian L.Pearl / Mr.oliver H.Herrmann / Mr.Naveen B.Mallela
Ms.Vanessa A.K..Asell / Mr.Janathan R.White

第 26 回

2007 年

地域愛あふれる美しい都市の実現へ
～個から公へ！世界と共に創り、世界に拡げる；諮問行動改革の波～

Ms.Oetami Dewi / Mr.Michael Fraancis Acebedo Lopez
Ms.Michelle Shuhui Chang / Mr.Enric Ruiz-Geli / Mr.Christopher Marshall Weeks

第 27 回

2008 年

社会の固き絆が創るまちの輝き！
共に生き共に栄える社会責任行動へ

Ms.Katrien Van Uytsel / Mr.Serge Vitale / Ms.Oona lber
Mr.Fabio Segure Jurado / Ms.Alyssa Roye

第 28 回

2009 年

社会貢献を通じた企業と社会の共生
～未来に向けて進化し続けるまち～

Mr.Oliver Eckelmann / Mr.Vivek Sinha / Ms.MA.jolina Bianca Garcia Mallari
Mr.Michael N.A.Nuessli / Mr.Cameron Geoffrey McDonough

第 29 回

2010 年

恒久的世界平和のために
～Ｃ ure society for everlasting peace ～

Ms.Jessica Maybeny / Mr.Ajay Verma / Ms.Nana Souere TCHIEMAGO
Mr.Ruben H.Aronin / Mr.Varun Kumar

第 30 回

2011 年

未来に向けて、世界に向けて、活かそう われらの智恵と志
～新たな繋がりが新たな可能性と公共性を生み出し次の時代を牽引する～

Mr.Cameron Sinclair / Mr.David"Bryse"Gaboury / Mr.Michiel Le Roux /
Ms.Patricia Compas / Mr.Seth Cochran

第 31 回

2012 年

次代を超えるつながり
～大阪のまち、その未来を切りひらく力～

Ms.Adital Ela / Mr.Rajamanohar Korerirajapuram Somasundaram / Mr.lshak Akyuz
Mr.Martti Lutsar / Ms.Christina Gruenewald

「新しい地球市民運動と開かれた地球交流に向けて」
～個人から地域へ、地域から世界へ～

Ms.Wipparat Tharateerapab / Mr.Andrew Adonis / Mr.Craig Jue
Ms.Anne Alonzo
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