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　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。

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からをはぐくむこと、か

くして始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き廣い友情の力を信じ、既に欧米に

発足せる「國際青年会議所」の精神を吾がものとして國際親善

に寄興する処あらんとする。」

（大阪青年會議所設立趣意書　1950）

　一般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神的に

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）のアドバイスをもとに1981年に TOYP（The

　Outstanding　Young　Persons）事業を開始しました。

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

取り組んで参りました。

　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、そうした TOYP メンバーとの絶えることなき友情の

絆は、我々にとってかけがえのない財産となっています。

TOYPとは What is TOYP?

TOYP stands for “The Outstanding Young Persons,” 
r e fer r i ng to  you ng per son s  who a re  engaged i n 
p r a i s e wo r t h y  a c t i v i t i e s .  T OY P  a i m s  t o  e n g a g e 
i n  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e  w i t h  o u t s t a n d i n g 
representatives of the younger generation who have a 
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.

“ I n d e p e n d e n c e  i s  d i f f e r e n t  f r o m  i s o l a t i o n . 
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 wh ich have a l ready been establ i shed 
in Western count r ies ,  we bel ieve in the power of 
the non-prejudiced and broad-minded fr iendship of 
young people to contribute to international goodwill.” 
(Excerpt from the Junior Chamber International Osaka, 
1950)

Si nce  ou r  fou ndat ion  i n  1950,  we at  t he  Ju n ior 
Chamber International (JCI) Osaka have been engaged 
in our act iv it ies energet ical ly for more than half a 
century, with the aim of building a better, brighter and 
more aff luent society. At the 35th JCI World Congress 
Osaka/Japan in 1980, we recognized the necessity 
of  non-gover nmenta l  d iplomacy beyond nat iona l 
boundaries. We launched the TYOP Program in 1981, 
based on the advice of the late Tadao Umesao, then 
Director General of the National Museum of Ethnology, 
who i ns i s ted on t he need to “ Inv i te  out s t a nd ing 
promising young people from overseas countries to 
Japan and have them experience the real Japan.” 

Aiming to establ ish an internat ional pr ivate-sector 
network, we have dealt with the various problems of 
global society through the TOYP Program, changing 
its theme annually.

The passionate young people whom we invited from 
around the world in past TOYP Programs are st i l l 
making outstanding contr ibut ions to diverse f ields 
throughout the world. Our ongoing bonds of friendship 
w ith these TOY P members a re now i r replaceable 
assets for us.
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　大阪青年会議所が TOYP プログラムを始めた際の、故・梅

棹忠夫国立民族博物館館長（当時）の助言をご紹介します。

　ちょうど 1 年程前、大阪青年会議所から、青年の果たすべき

民間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

続していくことだ。」と申し上げた。

　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。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

として成果に期待したい。

　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。

TOYPのはじまり Beginnings of TOYP

JCI Osaka launched the TOYP Program in 1981 based on 
the advice of Dr. Tadao Umesao, then Director General of 
the National Museum of Ethnology. Details of the launch 
are given here:

“Just about one year ago, JCI Osaka consulted me on non-
governmental diplomacy. I told them this. “No matter 
how few they are, invite excel lent young people from 
abroad and let them get to know Japan. After that, keep 
communication open between them and you.”

To know the d i f ference between two count r ies ;  th is 
i s  t he  b eg i n n i ng  o f  i n t e r n a t ion a l  u nder s t a nd i ng . 
Misunderstanding due to ignorance of each other’s way of 
life makes international relations difficult. In this sense, 
in international exchange, it is very important to have 
diverse lines of communication.

I  under s t a nd t hat  pa r t ic ipa nt s  at  t he TOY P Osa ka 
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 favorable results.

Non-governmenta l  d iplomacy under taken by young 
people has just begun.”

▲第1回TOYP大阪会議の様子
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　情報・交通インフラの発展によりグローバル化が進む現代に

おいて、世界との距離が急速に縮まっていることで、あらゆる

事象が互いに影響し合いながら、密接に自分たちの生活と繋

がっています。近年では、リーマンショックやユーロ危機に代

表されるように、行き過ぎた資本主義経済の影響が、私たちの

生活にも大きく影響を及ぼしたことなどは記憶にあたらしいの

ではないでしょうか。そんな、個の利益を優先するだけの経済

が限界を迎えている世界で、いま再び日本が注目されています。

　東日本大震災の際に世界を驚かせた、常にまわりの人びとの

ことを考えるＯＭＯＩＹＡＲＩの心。東京オリンピックの招致で

注目された、相手の立場に立って何を求めているかを考えるＯ

ＭＯＴＥＮＡＳＨＩの心など、古くから日本人は人と人との繋が

りを大切にしてきました。また、経済においても世界的にＣＳＲ

などが近年注目されていますが、近江商人の「三方よし」に代

表されるように、企業は自社の利益という「見える価値」だけ

を求めるのではなく、社会の公器という理念が一般的にも認知

されており、古くから日本人の精神の根底に存在しているもの

なのです。一つひとつの出来事が他者に影響を与えあう現代だ

からこそ、常に他者を尊重し調和することで生まれる「見えな

い価値」を大切にする「和」の精神が必要なのです。

　本年度の TOYP では、すでに世界中で「和」の精神を体現

し活躍されている方々を日本に招き、まちの人びとと交流する

機会を提供することで、普段の生活では実感することのできな

い、世界と自分との繋がりや、日本の価値観を再発見すること

で、誇るべき日本の精神性を呼び覚まします。また、世界を幸

せに導く光である TOYP メンバーの活動にふれることで、身近

なところから世界を変える一歩を踏み出す人びとを大阪から日

本へ、そして世界へと増やしていきます。

　他者を尊重し調和する心を持って世界中の人びとが行動する

ことで、互いに継続し発展する世界を実現します。

２０１４年度TOYP事業趣意書 2014 TOYP Program Theme

「和」の精神が世界を変える！
Change the World in a Spirit of Harmony～ 見えない価値を大切にする社会へ ～

- Society with Respect for Intangible Values -

I n  a n age when t he  prog re s s  of  g loba l i z at ion i s 
being promoted by developments in information and 
transportation infrastructures, the distance between 
people a l l over the world is shrinking rapidly. As a 
result , a l l types of phenomena are closely affect ing 
each other,  and a l so our da i ly l ives .  Recent ly,  a s 
ind icated by the col lapse of the Lehman Brothers 
and the Euro crisis, there have been cases where the 
excesses of capitalism have had a strong effect on our 
daily lives. Now that it has been revealed that there are 
limits in an economy that focuses only on profit for the 
individual, the world is focusing more on Japan. 

At the time of the Great East Japan Earthquake, people 
in Japan astonished the world by showing omoiyari, 
consideration for others, despite their diff iculties. At 
the bid for the Tokyo Olympic Games, Japan gained 
the attention of the world by emphasizing the spirit 
o f  omotena sh i ,  ho sp i t a l i t y  ex tende d ba se d  on  a 
considerat ion of what the other person would l ike. 
Since ancient times, the people of Japan have focused 
on relationships with others. Meanwhile, in the f ield 
of economics, CSR has been recently drawing attention 
across the world .  In Japan , there i s a w idespread 
recognit ion that companies are publ ic inst itut ions, 
rather than entities that pursue only tangible value for 
themselves, namely profit. As indicated in the Sanpo-
Yoshi (purchaser, buyer and society all benefiting), the 
principal philosophy of merchants in the Omi district, 
this recognition has long been embedded deeply into 
the people of Japan. Today, when phenomena are all 
affect ing each other, it is necessary to emphasize a 
“spir it of harmony.” If people always respect others 
and try to create harmony, intangible value wil l be 
generated. Respect for this intangible value is what is 
meant by a “spirit of harmony.”

At this year’s TOYP Program, we invited people from 
d i f ferent count r ies who demonst rated a “spi r it  of 
harmony” and showed outstand ing per formances . 
By providing opportunities for them to interact with 
the people of Japan , we endeavored to help them 
recognize once again the relat ionship between the 
world and themselves, something that they had not 
realized in their daily lives. Through these efforts, we 
also aimed to rediscover new aspects of the Japanese 
sense of  va lue ,  t hereby awa ken i ng t he Japa nese 
spirit , which people in Japan should be proud of. By 
working together with TOYP members, who want to 
make the world even better, we endeavored to increase 
the number of people will ing to take a step towards 
changing the world by working on problems they are 
familiar with, not only in Osaka but also across Japan, 
and ultimately all across the world. 

By encouraging the people of the world to respect each 
other and act in the spirit of harmony, we will work to 
achieve mutual and sustainable development for the 
world.
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理事長挨拶 Message from the President

　私たち一般社団法人大阪青年会議所は、民間外交の実現のため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　Ｙｏ

ｕｎｇ　Ｐｅｒｓｏｎｓ『傑出した若者たち』（TOYP）事業」を開始しました。

　そして、私たちは３３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

トワークを構築して参りました。

　本年度は、『「和」の精神が世界を変える！～見えない価値を大切にする社会へ』をテー

マに、すでに世界中で「和」の精神を体現し拡げている『傑出した若者たち』を日本に招聘し、

常にまわりの人びとのことを考えるＯＭＯＩＹＡＲＩの心や、相手の立場に立って何を求めて

いるかを考えるＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩの心が、彼らの仕事や活動の中でどう活かされているの

かを伝えて頂きました。

　そこから、より良い世界を築いていくために、国や地域が違ったとしても、他者を尊重し

調和する心で互いの価値観の違いを受け止め、身近な所から一歩を踏み出す事が何より大

切である事を気付かせて頂きました。

　本年度の TOYP 事業が、まちの人びとが元来持ち合わせている日本の精神を呼び覚まし、

世界に誇る「和」の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

しました関係各位の皆様に深く感謝申し上げます。

The Junior Chamber Internat ional Osaka init iated the 
Outstanding Young Persons (TOYP) Program in 1981 
with the aim of promoting mutual understanding and 
communicat ion w ith count r ies a round the world to 
realize non-governmental diplomacy.

Over the past 33 years since our establishment, we have 
established international networks in the private sectors 
between Osaka and the rest of the world, changing the 
program theme each year. 

Th is year,  under the theme “Change the World in a 
Spirit of Harmony - Society with Respect for Intangible 
Values,” we invited to Japan outstanding young persons 
who demonst rated a  “spi r i t  of  ha r mony”  a nd t r ied 
to spread it throughout the world. They shared with 
the people they met in Japan how they demonstrated 
omoiyari, consideration for others on a regular basis, and 
omotenashi, hospitality extended based on consideration 
for what the other person would like, in their jobs and 
activities.
We learned from them that in order to bui ld an even 

better world, it is more important than anything else for 
people from different countries and regions to respect 
each other, even if they have different values, and try to 
create harmony and take a step forward by working on 
familiar problems.

I  am conv inced that t h i s yea r’s  TOY P Program has 
contr ibuted to awakening the Japanese spir it that is 
inherent in the people of Japan, as well as developing 
Osaka into a city of harmony that can be a showcase for 
the world.

I  wou ld l i ke to conclude by express ing my s incere 
appreciat ion to a l l the people who prov ided us with 
their generous support and cooperation in making the 
program real.

一般社団法人 大阪青年会議所

第64代 理事長
中谷 憲正
Norimasa Nakatani
The 64th President
Junior Chamber International
Osaka(Japan)
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委員長挨拶 Message from the Committee Chairperson

　本年度で３３回目となる TOYP 事業も、期間中多数の皆様にご参加をいただき、無事素
晴らしい成果を収めることができました。これも一重に、様々な関係者の皆さまのご支援、
ご協力の賜物と心より御礼を申し上げます。

　本年度は、普段の生活の中では実感することのできない、素晴らしい日本の価値観に気
付いて頂こうと、『「和」の精神が世界を変える！～見えない価値を大切にする社会へ』をテー
マに、エジプト、フィリピン、ウズベキスタン、タイの４カ国から、すでに自国において仕事
や活動の中で、「和」の精神の素晴らしさを体現されている若者たちを TOYP メンバーとし
て招聘致しました。

　８月３０日から１１日間にわたって、世界各国の若者たちと「和」の精神の可能性について
真剣に議論を行い、様々な企画を通して深い友情を育みました。TOYP フォーラムにおいて
は自国での仕事や活動において、どのように「和」の精神を活かしているのかを大阪市民の
前で発表をして頂きました。また、大阪の名所巡りや能体験、ホストファミリーとの生活を
通じ、日本や大阪に対する知識を深めて頂きました。さらに、災害に直面した際の自分より
も他者を思いやる心を感じてもらうために、神戸、宮城、福島を訪れ、現地の方々の生の声
を聞いて頂きました。TOYP メンバーには、今まで以上に日本の精神を誇りに感じて頂くと
共に、大阪市民の皆さまには、より良い世界を実現するために「和」の精神を自らの行動で
拡げていく意識を高める機会になったものと考えております。

　最後になりますが、宮内庁の皆さまをはじめ、ご後援を頂きました大阪市様、近畿経済
産業局様、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すべての皆様
に心より御礼を申し上げます。

This year marks the 33rd ann iversar y of the TOYP 
Prog ra m.  At t rac t i ng ma ny pa r t ic ipa nt s  dur i ng t he 
program period, this year’s program closed with great 
success. I would like to express my sincere appreciation 
to everyone involved, attr ibut ing our success to their 
support and cooperation.

This year, we wanted to encourage people to realize the 
excellent aspects of the Japanese sense of value that they 
could not feel in their daily l ives. Based on the theme 
“Change the World in a Spirit of Harmony - Society with 
Respect for Intangible Values,” we invited young people 
demonstrat ing a “spir it of harmony” in their jobs and 
act iv it ies from four countries: Egypt, the Phil ippines, 
Uzbekistan, and Thailand.

For 11 days from August 30, the young people invited 
from different countries in the world as TOYP members 
engaged in serious discussions with the citizens of Osaka 
on the possibilities of the “spirit of harmony.” Through a 
wide variety of events, they formed close friendships. At 
the TOYP Forum, they shared with the citizens of Osaka 

how they demonstrated a “spirit of harmony” in their jobs 
and activities in their own countries. In addition, through 
tours to various sightseeing spots in Osaka, experiencing 
Noh plays, and interactions with their host families, the 
TOYP members learned more about Osaka and Japan. 
They visited Kobe, Miyagi, and Fukushima to interact 
directly with local people in those disaster areas, which 
enabled them to feel more keen ly the omoiyar i that 
people affected by the disasters demonstrated for each 
other. We believe that this year’s program served as a 
good opportunity for the TOYP members to feel more 
proud of exercising the Japanese spirit, as well as for the 
citizens of Osaka to be more aware of the importance of 
spreading a “spirit of harmony” by acting themselves, in 
order to build a better world. 

I  wou ld l i ke to conclude by express ing my s incere 
appreciation to the Imperial Household Agency, as well 
as the Osaka Municipal Government, the Kansai Bureau 
of Economy, Trade and Industry, the consulates of a large 
number of countries, and all the people who worked very 
hard in planning and implementing the program.

一般社団法人 大阪青年会議所
「和」の精神発信委員会

委員長 竹田 哲之助

Tetsunosuke Takeda, Chairperson
Committee to Convey a Spirit of 
"Harmony" 
Junior Chamber International 
Osaka(Japan)

理
事

長
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フローチャート TOYP Flow Chart

私たちはグローバル化が進む現在において、より良い

世界を創造するためには何が必要であるのかを研究し、

テーマを『「和」の精神が世界を変える！～見えない価

値を大切にする社会へ』といたしました。

世界で活躍している個人、組織、企業の活動を分析し、

社会の諸問題を解決するにはどのようなことが必要なの

かを研究、調査いたしました。

本年度テーマの研究・調査

Based on research into what is needed to create an 
even better world in this global age, we set this year’s 
theme as “Change the World in a Spirit of Harmony - 
Society with Respect for Intangible Values.”

We analyzed activities implemented by individuals, 
companies and other organizat ions in the world 
that demonstrated an outstanding performance, and 
conducted research and surveys to find out what was 
required to solve a range of social problems.

Studies and Surveys for
 This Year’s Theme

Based on information gathered through the Internet 
and our networks with TOYP members from past 
years, as wel l as from related organizat ions such 
as embassies, consulates genera l , NGOs, and the 
companies of relevant countries, we selected four 
young people active in various countries worldwide, 
and invited them to Japan.

Selecting TOYP Members

We held a forum featur ing a keynote lecture and 
presentations by TOYP members. The forum served 
as a good opportunity for the cit izens of Osaka to 
realize the importance of changing the world with 
a “spir it of harmony,” in solv ing var ious regional 
problems and creat ing an even better world. The 
forum encouraged citizens to realize their own roles 
and to be aware of the signif icance of support ing 
each other.

Forum

過 年 度の TOYP メンバー、 各 国 大使 館、 総 領 事 館、

NGO、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

において活躍されている青年を 4 名選出し、日本へ招

聘いたしました。

TOYPメンバー選定

大阪市民に向けて、基調講演、TOYP メンバーのプレゼ

ンテーションを通じで、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「和」の精神を活かして世

界を変えていく必要があり、その中で自らの役割を認識

し、共に支え合う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いたしました。

フォーラム



08

TOYPスケジュール TOYP Schedule

TOYP メンバー来日 関西国際空港

Break　Through　OSAKA2014　Expo．1日目

神戸プログラム

東京移動、東京プログラム①

福島移動、仙台・福島プログラム

仙台・福島プログラム

東京プログラム②

東京プログラム③　皇室訪問

フェアウエルパーティー

TOYP メンバー帰国

大阪プログラム①ホームステイプログラム
（各ホストファミリーと交流）

大阪プログラム②能体験プログラム

サンライズ大阪

北淡震災記念公園

仙台、川内村

川内村

東宮御所

とうふ屋うかい

成田国際空港

山本能楽堂

サンライズ大阪

お茶会
オリエンテーション
ランチョンパーティー KKR ホテル

Break　Through　OSAKA2014　Expo．2 日目
TOYP フォーラム

ホームステイ 各ホストファミリー（大阪市民の皆さま）

日 付 内 容 場 所

TOYP Members arrive in Japan

a date contents places

Kansai International Airport

Breakthrough Osaka 2014 Expo Day 1

 Kobe Program

Transfer to Tokyo, Tokyo Program 1)

Transfer to Fukushima, Sendai/Fukushima Program

Sendai/Fukushima Program

Tokyo Program 2)

Tokyo Program 3)　Audience with His Imperial Highness 
The Crown Pr ince Naruhito and the Crown Pr incess 
Masako

Farewell Party

TOYP Members depart from Japan

Osaka Program 1) 
Stay with host family (Interaction with host family)

Osaka Program 2) 
Noh play Experience Program

Sunrise Osaka

Hokudan Earthquake Memorial Park

Sendai, Kawauchi Village

Kawauchi Village

the Crown Prince’s Palace

Tofuya Ukai

Narita International Airport

Yamamoto Noh Theater

Traditional Japanese-style tea party, 
orientation, 
and luncheon party 

KKR Hotel

Breakthrough Osaka 2014 Expo Day 2 Sunrise Osaka

Stay with host family Each host family (Citizens of Osaka)

8
30 Sat

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

31

1

8

7

2

9

3

10

4
5
6

Sun

Mon

Mon
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Fri
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TOYPフォーラム TOYP Forum

TOYP ｍembersTOYPメンバー

〈活動内容〉

彼女はエジプト政府の災害対策課で勤務後、2014 年 6 月より

JETRO にて日本企業とエジプト企業の架け橋になるべく活動を

行いながら、エジプト市民の若者の意識が高まることを切に願

い、エジプトの開発を目指す青少年を育成するリーダシップセ

ミナーの開催などに尽力しています。

2011 年のエジプト革命以降、特に若者が率先してエジプトが

抱える経済的、社会的問題を解決するよう啓蒙活動を行ってい

ます。エジプトにおける貧困問題の解決については政府機関と

協力しながら中央、地方自治体および NGO などがそれぞれど

のような活動をすれば良いか協議を行っています。

〈活動内容〉

彼はウズベキスタンにおいてウズベキスタン日本センターという

現地にて日本で働くことのできるビジネス人材を育成に力を入れ

ています。具体的にはプロフェッショナル向けのマネジメントプ

ログラムの運営、日本とウズベキスタンのビジネス交流会の主

催、またウズベキスタンの若者向けのビジネススクールの講師

も行っています。

<Activity>
After working in the disaster prevent ion sect ion of the 
Egypt ian government ,  Sara E id joined JETRO in June 
2014 to act as a bridge between Japanese companies and 
Egyptian companies. Strongly hoping that young people 
in Egypt will become more aware of various problems, she 
has been seriously committed to organizing leadership 
seminars to foster young people who aim to contribute to 
the further development of Egypt.

Since the Eg ypt ian Revolut ion of 2011, she has been 
engaged in awareness programs especia l ly for young 
people in Egypt to demonstrate their leadership in solving 
the country’s economic and social problems. In addition, 
to solve the country’s poverty problems, she has been in 
cooperation with governmental organizations to identify 
what should be done by the centra l government , loca l 
governments, NGOs, and other institutions.

<Activity>
As a member of  t he Uzbek i s ta n-Japa n Center,  Da mi r 
Muzafarov has been focusing on the development of local 
businesspersons to help them acqui re capabi l i t ies to 
work in Japan. Specifically, he is engaged in the operation 
of  ma nagement progra ms for profes s iona l s ,  a nd t he 
organization of interaction meetings for businesspersons 
in Japan and Uzbekistan. He also serves as an instructor at 
a business school for young people in Uzbekistan.

 名　　前：Name  サラ エイド　Sara Eid  性　　別：Sex  女性　Female

 生年月日：Date of birth  1987 年 12 月 22 日（26 歳）　December 22 , 1987 (Age: 26)

 国　　籍：Nationality  エジプト・アラブ共和国　Arab Republic of Egypt

 団体拠点：Organization base  エジプト・アラブ共和国　Arab Republic of Egypt

 団 体 名：Organization name  JETRO　JETRO

 役　　職：Position  管理補佐　Assistant Manager

 名　　前：Name  ダミル ムザファロフ　Damir Muzafarov  性　　別：Sex  男性　Male

 生年月日：Date of birth  1974 年 6 月 21 日（39 歳）　June 21, 1974 (Age: 39)

 国　　籍：Nationality  ウズベキスタン共和国　Republic of Uzbekistan

 団体拠点：Organization base  ウズベキスタン共和国　Republic of Uzbekistan

 団 体 名：Organization name  ウズベキスタン日本センター　Uzbekistan-Japan Center

 役　　職：Position  ビジネス文書作成講師、キャリア教育講師
 Business Writing Instructor/Career Development Instructor
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〈活動内容〉

彼女は、食料品・飲料業界の大企業であるネスレのフィリピン

法人にて、販売店を統括する仕事をしています。2013 年よりフィ

リピン国内の食料・飲料業界は急激に市場が冷え込み、彼女

は販売店改善プログラムの実施が必要と考えました。

　2014 年に入ると同時に日本で垣間見た日本人の文化性や精

神性を参考に、販売店に対しての教育プログラムを実践しまし

た。特に屋台のような形で売り歩く小さな販売店の店主に顧客

に対する感謝の精神を伝え広め、結果的に 1000 人以上の新た

な固定客の発掘に成功しました。

〈活動内容〉

彼は日本のしゃぶしゃぶチェーン「モーモーパラダイス」や「鍋

ぞう」のタイ進出に大いに力を発揮し、現在その経験を活かし

上記のフランチャイズチェーンのタイ国内の展開および独自のレ

ストランシステムを構築し、経営をしています。

日本食が世界的に人気を博していることに着目し、日本で得た

知識や意識から自国内でのレストランチェーンのシステムをより

良いものに変えようと日々心血を注いでいます。

<Activity>
Maria Fatima Manzano works as a dealer supervisor in the 
Philippine subsidiary of Nestlé, a major food and beverage 
company.  In 2013, t he Ph i l ippine food and beverage 
industry declined rapidly, leading her to believe that it 
was necessary to implement an improvement program for 
dealers.

At the beginning of 2014, referring to the culture and spirit 
that she had observed in Japan, she launched a training 
program for dealers. She spread a spirit of appreciation, 
especia l ly among owners of smal l shops, vendors, and 
peddlers. As a result, she succeeded in securing more than 
1,000 new regular customers.

<Activity>
W hen Mo -Mo -Pa r ad i se  a nd Nabe - z o ,  bot h  Japa ne se 
restaurant franchise operators, entered the Thai market, 
Su rawech Tela n fu l ly  demonst rated h i s  capabi l i t ie s . 
Utilizing the experience that he obtained at that time, he 
opened restaurants in Thailand under the franchises of 
the above operators, and also developed his own unique 
restaurant operation system. Presently, he runs his own 
company.

Paying attention to the worldwide popularity of Japanese 
cuisine, he is mak ing ser ious ef for ts today to fur ther 
improve h is restaurant f ranch ise system in Tha i land, 
based on the knowledge and mindset that he obtained in 
Japan.

 名　　前：Name  マリア ファティマ マンザノ
 Maria Fatima Manzano  性　　別：Sex  女性　Female

 生年月日：Date of birth  1983 年 11 月 17 日（30 歳）　November 17, 1983 (Age: 30)

 国　　籍：Nationality  フィリピン共和国　Republic of the Phil ippines

 団体拠点：Organization base  フィリピン共和国　Republic of the Phil ippines

 団 体 名：Organization name  ネスレフィリピン　Nestlé , the Phil ippines

 役　　職：Position  販売店向けビジネス専門員　Dealer Business Professional

 名　　前：Name  シュラウェック テラン　Surawech Telan  性　　別：Sex  男性　Male

 生年月日：Date of birth  1975 年 10 月 16 日（38 歳）　October 16 , 1975 (Age: 38)

 国　　籍：Nationality  タイ王国　Kingdom of Thailand

 団体拠点：Organization base  タイ王国　Kingdom of Thailand

 団 体 名：Organization name  ノブルレストラン株式会社　Noble Restaurant Co. , Ltd .

 役　　職：Position  代表取締役社長　Representative Director and President
T
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TOYPフォーラム TOYP Forum

Keynote Speech基調講演

　野口健氏は、高校生のときに植村直己氏の著書に出逢い、

登山家を目指し、登山に必要な資金集めなどを自ら行いなが

ら、25 歳で 7 大陸最高峰世界最年少登頂記録を樹立されまし

た。

そして、野口氏はなぜ 1999 年から、エベレストのごみ問題を

解決するために清掃活動を行い、また 2000 年からは「富士山

が変われば日本が変わる」をスローガンに富士山清掃活動も

継続して行っていったのか、また登山家がなぜ先の大戦で戦死

した方々の遺骨収集を始めたのか、エベレストでの実体験をも

とに、本当の気持ちをご説明いただきました。

自らが積極的に行動するリーダーでもある野口健氏の講演を聞

くことで、自分たちが元来もち合わせている世のため人のため

に行動する心を、日常の生活の中でも身をもって示していくきっ

かけの一助となったと思われます。

Introduction

After reading a book by Naomi Uemura when he was a 
high school student, Ken Noguchi decided to become 
an a lpin ist . He made widespread ef for ts to secure 
enough funds to cl imb mountains, before becoming 
the youngest to climb all the Seven Summits at the age 
of 25.

In 1999, he began a clean up campaign to solve the 
problem of waste on Mt. Everest. Also in 2000, under 
the slogan “Changes in Mt. Fuji Will Lead to Changes 
in Japan,” he launched a campaign to clean up Mt. 
Fuji. At the forum, he spoke about why he had initiated 
these campaigns, as well as about why he had begun 
to gather the remains of those who had been killed in 
the Second World War. Referring to his experiences on 
Mt. Everest, he shared with the audience what his real 
purposes were.

The keynote lecture by Mr. Ken Noguchi, a leader who 
takes v igorous act ion, encouraged the audience to 
demonstrate their inherent spirit of contributing to the 
world by taking action in their everyday lives.

《講師》
登山家

野口 健 氏 Ken Noguchi

alpinist

紹介文
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TOYP Members’ PresentationsTOYPメンバープレゼンテーション

TOYP メンバープレゼンテーションでは、
　

●①現在、あなたはどんな活動、事業をしていますか？

●②その活動・事業をはじめるきっかけは？

●③あなたが感じる日本、日本人の素晴らしい所は？

●④より良い世界を実現のために、日本、日本人のできることは？

●⑤会場に来ている大阪の人びとが、より良い世界の実現のため
に、いますぐできる事は？

　
について各 TOYP メンバーから熱く語って頂きました。

TOY P member s  gave  i mpa s s ioned pre sent at ion s 
regarding
 
1) what jobs and activities they were engaged in, 
2) what had motivated them to start those jobs and 
activities, 
3) what posit ive points they found regarding Japan 
and its people, 
4) what Japan and its people should do in order to 
build an even better world, and
5) what people in Osaka, including the audience at 

the venue, can do right now in order to build an even 
better world.

TOYPフォーラム TOYP Forum

　33 回目の TOYP フォー
ラムでは、Sara Eid（エジ
プト）、Damir Muzafarov

（ウズベキスタン）、Maria 
Fatima Manzano（フィリ
ピ ン ）、Surawech Telan

（タイ）の４人の TOYP メ
ンバーによるプレゼンが

行われました。今回の TOYP メンバーはいずれも、「和」の精
神をもって海外で活躍している方々であり、それぞれが行う事
業やそれを始めるきっかけ、日本や日本人の素晴らしさ、これ
から私たち日本人あるいは会場に来ている大阪の人々がどのよ
うに世界に対して発信し、活躍していけば良いかについて聞く
ことができました。
新たな発見や考えさせられる内容も多く、会場からはたくさん
の質問が出されました。
今回のフォーラムでは、他者を尊重することや、他者と調和す
ることといった見えない価値を大切にする精神こそが「和」の
精神の本質であることを知ることができ、これを実感する機会
となりました。

Introduction

The 33rd TOYP Forum conta ined presentat ions by 
the four TOYP members :  Sa ra E id (Eg ypt),  Damir 
Mu z a fa rov ( Uzbek i s t a n),  Ma r ia  Fat i ma Ma n z a no 
(the Ph i l ippines),  and Surawech Telan (Tha i land). 
Demonstrat ing a “spir it of harmony” outside Japan, 
a l l  these members a re very act ive in thei r f ields . 
They spoke about what jobs and activities they were 
engaged in, what had motivated them to start them, 
what positive points they found regarding Japan and 
its people, what information people in Osaka and the 
rest of Japan, including the audience at the venue, 
should disseminate to the world, and what types of 
activities should be promoted in the future.

The TOYP members’ presentations gave the audience 
many new discover ies and much food for thought , 
stimulating the audience to ask many questions to the 
members.

This year’s forum served as an excellent opportunity 
for attendants to learn a lot and feel keenly that i f 
people respect others and t ry to create harmony, 
intangible value will be generated, and that respect 
for this intangible value is the essence of a “spirit of 
harmony.”

紹介文
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参加者アンケート Questionnaire Results
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TOYPメンバーレポート TOYP Members’ Reports

今回 TOYP プログラムに参加させていただいたことを JCI 大阪のメンバーの
方々にお礼申し上げたいと思います。2 度目の訪日という素晴らしい機会を
いただけて、この素敵な国を再発見することができて、本当に感謝していま
す。
もし一人きりで日本を訪れたなら、今回私達がさせていただいたように日本
の素晴らしさを探求することはできなかったことでしょう。皆さんは日本の
日常生活や文化や伝統を私達に経験させようと熱心に動いて下さいました。
私を選抜して下さったことに感謝しておりますし、このプログラムを通じて
JCI 大阪のメンバーをはじめとした方々にお会いできて光栄に思います。
JCI 大阪チームの皆さんのおかげで、一生涯心に残る経験をさせていただき
ました。先ほどプレゼンテーションの中でも申し上げましたが、日本には他
国にはない独特の素晴らしさがあります。これは本当のことです。
　日本の空港に一歩足を踏み入れた途端、新しい世界の発見が始まるかの
ようです。エジプトでは日本という惑星は独自性と素晴らしさの源だといつ
も言われています。
　私がカイロの国際交流基金の事務所で日本語を学び始めてから、日本の
文化についてさらに多くの発見がありました。2010 年に初めて訪日した際
には、船上のプログラムの準備がメインの約 10 日間の非常にタイトなスケ
ジュールでした。その際、ホストファミリーと過ごしたのはわずか 1 日で、日
本の生活様式について発見をする時間はあまりありませんでした。
もちろん「世界青年の船」のプログラムでは、日本やその他の国の人達とお
よそ 45 日間生活を共にする機会がありました。その際に気付いたのは、日
本人は本当に勤勉で、ミスがなく、相手に敬意をもって礼儀正しく接し、と
ても友好的で整然とした人達だということでした。
　「世界青年の船」のプログラム以外では、大野健一著の「途上国ニッポン
の歩み―江戸から平成までの経済発展」を読んで、日本経済の奇跡につい
て卒論研究の準備をした際、日本人の自国に対する帰属意識に興味をそそ
られました。特に第二次世界大戦後に世界銀行から日本が借り入れを開始
した際の日本国民と日本政府の協力関係が興味深かったです。世界銀行か
らの融資は発電所、高速道路、そして新幹線といった産業インフラの建設
に使われ、それは国内投資額全体の 1 パーセントにも満たないもので、こ
の時期投資額のほぼ全額が国内の貯蓄で賄われたということです。また日
本人は国内産業促進のため国産の製品を好んで買うということがよく知られ
ています。
　こうしたことから、日本人が強い愛国心と国家への忠誠心をもっており、
また経済に関しても賢明で、普段は必要な製品のみを買う冷静な消費者で
あり、時間や資源の管理に優れ、他国民を尊重し、異なる点を受け入れ、
責任感や協調精神があるということが明らかです。そしてこれらが日本人の
大きな特徴でもあるのです。
　私は以前もそして今も日本人から多くを学んでいます。特にジェトロ・カイ
ロ事務所での仕事を通じて、時間管理の仕方や経済に関する賢明さ、そし
て正確さを心がけることを学び、それを日常生活に生かそうと努力していま
す
　また日本経済の成功についての卒論で私は、エジプトやその他の発展途
上国は日本から学んだ役に立つ教訓を生かすことができると述べました。修
士論文で日本の経済、公共政策、公務員制度改革、そして統治機構に関し
てさらに深く掘り下げたいと思っていましたが、その論文ではエジプトに、
より焦点を当てなければならないため、日本についての論文は作成できませ
んでした。ですから、近い将来日本の大学院で研究が続けられる機会があ
ればと願っています。
　日本は現代化と発展のお手本だと思っていますので、エジプト政府が世界

で成功している日本のような国の経験にもっと目を向けることを願っていま
す。もし、エジプト政府がそうした経験からもっといろいろな発見ができる
ようになったなら、エジプト国民は国内の主な経済・社会問題を克服できる
でしょう。私が現在実施している取り組みを通して、そうしたことが可能に
なればいいなと願っています。
日本人の日常は大変整然としていて、国内のひとつひとつの事柄について間
違いの余地がないほど整備や計画が行われていることに私は本当に驚いて
います。
　まずお話したいのは、私の考えでは、日本がアジアの素晴らしさの源泉だ
ということです。日本の都市計画には本当に感心しました。特にインフラシ
ステムについてですが、1 平方メートル単位で利用されており、設備の実用
性が高く、快適に利用できることに感心しました。中でも鉄道網は、列車か
ら降りるとすぐに商店街やお店に行けるよう繋がっており、単に駅に着いた
というだけでなく、新たな街に来たことを思わせます。
私が常々そうなのではないかと考えてきたことですが、今では事実だとわかっ
たことがあります。前回訪日した折、国の発展というものは政府の力だけで
成し遂げることは不可能で、日本のように高度な発展を成し遂げるには政府
と国民の間に大きな協力関係が不可欠だと思いました。また、このような偉
業を成し遂げるためには国民の文化水準や知識レベルが高いことが大きく
関わっていると思います。簡単な例を挙げると、日本人には制度や規則、そ
して整然としていることを尊重する文化があります。ですから電車が停車し
たらどのようにふるまうかを知っています。日本人はどんなに急いでいても
礼儀正しく静かに順番を待ちます。そういった単純なことで時間や手間が省
けるのです。すでに日本政府は国民のために交通手段を提供していますが、
その仕組みやシステムがスムーズに稼働するよう国民が協力しているため、
交通手段が効率的に利用されているのです。ですからこうした良い教訓を
私達の国の社会にも取り入れたいと思っています。エジプトでも若者はすで
に良質な教育を受けていますし、国民への教育は継続して行われています。
ですから整然としていることを尊び、時間の管理をしっかりする文化やその
他の教訓を取り入れる機会があることを願っています。まず子供たちから日
本のような素晴らしい行儀作法を教え始めれば、その世代丸ごとに対して然
るべき教育を施すことができます。そうすれば、役に立つ教訓を学校で取り
入れることができて子供たちがそれに慣れることができます。
　また日本に関して特筆すべきことは、各市にそれぞれの素晴らしさ、名物
料理、祭、特産品、お寺などがあるということです。ですから新しい場所を
訪問するたびにその場所の素晴らしさを発見することができるのです。
　大阪プログラムでは、主に 2 つの文化的な催し物を通して大阪の素晴ら
しさを発見する機会に恵まれました。まず、大阪城前で行われたお茶会は、
私の心の琴線に触れるもので、それまで経験した中でも間違いなく極めて感
動的なものでした。また山本能楽堂でのワークショップも素晴らしく、能を
掘り下げていって、古い歌の意味やある特定のデザインを用いる理由を知る
と、ますます興味がそそられました。
ホストファミリーと過ごすことは、日本人の日常生活を味わうことができる素
晴らしいアイデアで、私はステイさせていただいたサクラギ家に本当に感謝
しています。サクラギ家の方々は本当に寛容で、親切で、親しみやすい方々
でした。あまりに素晴らしい方々なので、それを形容する適切な言葉が見つ
かりません。本当にこの方々が大好きで、滞在中とても楽しかったです。
プログラム全体を通して、JCI 大阪のメンバーの皆さんやホストファミリーの
方々から、お客さんを歓迎する真心を感じ、本物の日本のおもてなしを受
けていることがわかりました。日本人は生活水準が高くても、その他の国の
人々のまやかしの贅沢な生活とはかけ離れたとてもシンプルで穏やかな暮ら

 名　　前：Name  サラ エイド　Sara Eid  性　　別：Sex  女性　Female

 生年月日：Date of birth  1987 年 12 月 22 日（26 歳）　December 22 , 1987 (Age: 26)

 国　　籍：Nationality  エジプト・アラブ共和国　Arab Republic of Egypt

 団体拠点：Organization base  エジプト・アラブ共和国　Arab Republic of Egypt

 団 体 名：Organization name  JETRO　JETRO

 役　　職：Position  管理補佐　Assistant Manager
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I would like to thank everyone at JCI Osaka members for giving us 
such a privilege to join TOYP program .I'm really grateful to have 
such an amazing opportunity to visit Japan for the second time ,to 
be able to discover this wonderful country all over again .

if any traveler or tourist just came by himself ,he will not be able  
to explore the beauty of Japan as you let us did ,As you are keen 
on lett ing us experience the real l i fe ,culture and tradit ions of 
Japan . I'm grateful that you choose me and I'm really glad to have 
such an honor to meet everyone through  this program especially 
JCI Osaka members .

JCI Osaka team gave me an unforgatubale l ife  t ime experience 
that w i l l remain in my hear t forever . As I ment ioned before 
through my presentat ion that Japan has its own beauty rather 
than any other country in the whole world and that's true .

From the moment you step your foot into the airport and you start 
to discover a new world , in Egypt we always say the planet of 
Japan cause of its uniqueness and beauty .

Since I started to learn Japanese language at the Japan Foundation 
off ice in Cairo , I started to discover more about the Japanese 
Culture . When I came to Japan at the first time in 2010,we didn't 
have much time to spend in Japan as we had a very tight program 
that focused only on the preparat ion for the ship program and 
with only 1 day with the host families so we didn't have that much 
time to really discover The Japanese lifestyle .

Of course during the SWY program , I lived with Japanese friends 
as well as other nationalit ies for about 45 days , what I noticed 
about Japa nese t hat  t hey a re rea l ly ha rdworker s per sons , 
accurate ,dealing in a very respective and polite way ,very friendly 
and very organized .

A s i d e  f r o m t h e  S W Y p r o g r a m ,w h e n  I  r e a d  t h e  E c o n o m i c 
Development of Japan for Kenichi Ono and prepared my graduation 
project about the Japanese economic miracle , i was fascinated 
w it h t he belong ing of t he Japanese people to t hei r count r y 
especia l ly regrading the col laborat ion between the Japanese 
people and their government as after the WW2 Japan started to 
borrow from the World Bank but the loans were used for building 
industrial infrastructure such as power plants, highways and the 
Shinkansen ,so World Bank loans f inanced less than 1 percent 
of total domestic investment as Japan financed its investment in 
this period almost ent irely through domest ic savings. Also it s 
we'll known that the Japanese people prefer to buy their country's 
products in order to. EncourageI would like to thank everyone at 
JCI Osaka members for giving us such a privi lege to join TOYP 
program .I'm really grateful to have such an amazing opportunity 
to v isit Japan for the second t ime ,to be able to discover th is 
wonderful country all over again .

JCI Osaka team gave me an unforgatubale l ife  t ime experience 
that w i l l remain in my hear t forever . As I ment ioned before 
through my presentat ion that Japan has its own beauty rather 
than any other country in the whole world and that's true . From 
the moment you step your foot into the airport and you start to 
discover a new world , in Egypt we always say the planet of Japan 
cause of its uniqueness .

Since I started to learn Japanese language at the Japan Foundation 
off ice in Cairo , I started to discover more about the Japanese 
Culture . When I came to Japan at the first time in 2010,we didn't 
have much time to spend in Japan as we stayed for around 10 days 
with a very tight program that focused only on the preparation for 
the ship program and with only 1 day with the host families so we 
didn't have that much time to really discover Japan .
Of course during the SWY program , I lived with Japanese as well 
as other nat ionalit ies for about 45 days , what I not iced about 
Japanese that they are rea l ly work harder persons , accurate 
,dealing in a very respective and polite way ,very friendly and very 
organized .
A s i d e  f r o m t h e  S W Y p r o g r a m ,w h e n  I  r e a d  t h e  E c o n o m i c 
Development of Japan for Kenichi Ono and prepared my graduation 
project about the Japanese economic miracle , i was fascinated 
w it h t he belong ing of t he Japanese people to t hei r count r y 
especia l ly regrading the col laborat ion between the Japanese 
people and their government as after the WW2 Japan started to 
borrow from the World Bank but the loans were used for building 
industrial infrastructure such as power plants, highways and the 
Shinkansen ,so World Bank loans f inanced less than 1 percent 
of total domestic investment as Japan financed its investment in 
this period almost ent irely through domest ic savings. Also it's 
well known that the Japanese people prefer to buy their country's 
products in order to encorage  their national industries .

しをしていることがわかりました。私は日本のそういうところがとても気に入
りました。
日本人はエジプト人ほど消耗品にお金を使いませんが、お客さんを歓待し、
くつろげるようにすることにとても熱心です。その点は、エジプト式のおもて
なしを思い起こさせます。
京都やその他日本中の至るところで気づいたのですが、バスに乗車したり、
通りを歩いたり、お店に入ったりすると、日本人はお客さんがただ立ち寄っ
ただけであっても買い物をしても、「いらっしゃいませ。」と言って、いつも
感謝の気持ちを表していました。
鳴門の渦潮を見に徳島を訪れた際は、新鮮な空気を吸って、海の強い波を
眺めていましたが、本当に素晴らしかったです。新鮮な空気をずっと肺に吸
い込んでいると、魂か何かが癒されていく感じがしました。
神戸や仙台での経験はとても感動的でした。神戸では、地震の博物館を訪
れ、市の復興のために日本の方々が成し遂げてきたことがわかりましたし、
神戸と淡路島を結ぶ世界最長の吊り橋明石海峡大橋も訪れ、地震やその他
地形の問題があったにもかかわらず 10 年ほどで完成したことを知りました。
　仙台では、ガイドさんのお話にとても感動しました。私達参加者はもち
ろんテレビを通して仙台で起こったことを知っていましたが、何千人もの人々
が負傷したり亡くなったりした突然の大災害の中を生き残るために被災者の
方々がどんな苦労をしたかということについては知りませんでした。津波被
害のあった場所を訪れた際、深い悲しみを感じ、家族や大切な人を亡くした
被災者の方々はこの場所を通るだけでもつらいのだろうなと思いました。ガ
イドさんがご自身にまつわる話を聞かせてくれたので、情景が思い浮かんで
きて、私は深い悲しみと同情で胸がいっぱいになり、ここで人助けができた
らどんなに良かっただろうと思いました。
しかしそのような危機の中でも、日本人は世界中の人々に向けてそういった
試練を忍耐と協力と団結で乗り越える方法を教えてくれました。私達は、日
本人が食料や燃料などを手に入れるために、いかなる身勝手なふるまいも
せずに行列に並んでいる様子を目にしました。本当に必要なものを手に入れ
るために皆が整然と並んでいたのです。他国ではそうした秩序が欠けている
ところがありますが、日本人は整然としていて協力的なので、あの危機も乗
り越えることができたのでしょう。被災者の方々は大切なものを失った深い
心の痛みから立ち直ろうとしているようです。
　私が目指すところは、この素晴らしい経験から学んだことを全て自分達の
社会に生かし、整然としていることを尊ぶ文化を広め、そして経済に関して
賢明であることの大切さなどを伝えていくことです。
　現在のところ、エジプト国内の状況は若者にとって厳しいものです。それ
は政府が国の公共政策などに国民を関与させないようにしているからです。
ですから私は現在の取り組みを実施しているのです。そして将来自分の考え
を実行するチャンスが訪れればいいなと思っています。
しかしそれと同時に私個人としては、現在学力をつけようと努力しています。
それは私の夢が、十分な学歴を身につけるため、日本やヨーロッパなどの海
外でさらに良い教育を受けて、エジプトにある国連機関で働けるチャンスを
得て、国内で国連プロジェクトの目標を達成する責任を持つプロジェクトマ
ネージャーとして働くことだからです。 いつかエジプト国民の中でも特に貧
しい人々を援助することができたらと思っています。ですから、政府やその
他意思決定機関で働くことがかなわないなら、国連や世界銀行など常にエ
ジプト国内のグッド・ガバナンス、腐敗防止、貧困撲滅、健康増進、そして
教育向上などさまざまな分野で多くのプロジェクトを実施している実行力の
ある機関で働こうと考えています。
中流階級の市民である私にとって、自分の夢の実現のために自分の能力を
開発する主な手段は教育を受けることです。ですから自分の望むことをなる
べく早く成し遂げ、エジプトの将来を良くするために貢献できる最良の道を
見つけ出せるよう願っています。
TOYP プログラムで得た経験をエジプトの友人やその他の人々に伝え、エジ
プト人の生活が向上するよう日本や日本人から学んだ教訓を生かし、さまざ
まな分野での日本の成功例についてさらに研究をすすめたいと思います。
TOYP プログラムのおかげで、私は今やる気がみなぎっています。そして自
分の望むことを実行して、エジプト社会にいつか役立つという私の夢を果た
せればいいなと思っています。
今回 JCI 大阪の皆さんとご一緒でき、実りあるプログラムに参加し、多くの
学びを得るという素晴らしい機会を与えて下さって本当にありがとうござい
ました。
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simple calm life apart from the luxurious fake life that other people 
live in other countries even if the standards of living is high in. Japan  
, I really loved that .
Japanese don't spend that much money on just consumable goods as 
we do in Egypt ,also how the Japanese are really keen on blessing 
the guests and make them feel very comfortable as they are in their 
homes and that's something remind me with the Egyptian hospitality 
too .
What I noticed when we we went to Kyoto and ride the bus, entered 
the shops ,  wa lk ing at t he st reet s ,  ac tua l ly not on ly in .  Kyoto 
but everywhere in Japan, the omotonashi of the Japanese to the 
customers and clients with always thanking the for just passing by 
their shops or buying their goods with saying いらっしゃいませ .

When we went to Tokoshima to see the Naruto whirlpools , It was 
absolutely amazing ,smelling the fresh air ,watching the strong waves 
of the sea  , I kept taking the fresh air into my lunges , I felt as it's 
healing my soul or something .

Visiting Kobe and Sendai , were also one of the inspiring experiences 
,when we visited the earthquake museum in Kobe that showed the 
achievements accomplished by the Japanese  to rebuild the city , also 
the Akashi  Kaikyo bridge which is the longest span bridge in the 
world connecting Kobe with  Awaji Island that took around 10 years 
to be built , beside the troubles they faced cause of the earthquake 
and other geographic issues .

For Sendai , I was really touched with the stories told by our guide , 
all of us of course saw what happened in Sendai on TV ,but we didn't 
know how much the Japanese suffered to survive from this sudden 
catastrophe that left thousands injured and dead .when we visited the 
exact places hit by the Tsunami waves , I felt deep sadness and how 
it's really hard for the survivals to even cross by these places where 
they lost their families and beloved persons .
Our guide was telling us personal stories that made us imagine what 
happened with deep sadness and sorry , I really wished I was here to 
help the people .

But a lso during this cr isis , the Japanese taught the whole world 
how to over come such ha rd t ime w it h pat ience ,col laborat ion 
,soladrity.. . .how we saw the Japanese stand in a queue for gett ing 
their food ,fuel supply or anything without any kind of self ishness 
,everyone was standing in order to get what they really need . So such 
kind of order is missed in other countries, so because the Japanese 
were that well organized and cooperative , they could overcomed that 
crisis and still trying to heal from the deep pain of losing their

So what I intend to do i s to t ransfer a l l I have learnt f rom th is 
wonderful experience to my society as to spread the culture of being 
organized , to have that economic wise and so on.

As current ly the situat ion is hard in Egypt for the youth because 
the government keep pushing us away from taking part in anything 
regarding the publ ic pol icy of the country or any k ind of cit izen 
engagement , that's why I'm working currently on this initiative and I 
hope I will have the real chance for proceeding my ideas .
But at the same t ime at the persona l level , I 'm a lso work ing on 
improving my academic level as my dream is to get better education 
abroad even in .  Japa n or Europe in order to get t he su f f ic ient 
academic background that will give me the chance to be hired at one 
of the United. Nations organizat ions in Egypt to work as a project 
manager who take the responsibi l ity of achieving the goals of the 
UN. Projects in Egypt , I really hope I can help my people one day 
especially the poor people in Egypt , so that's why I'm always thinking 
that i f I can't work for the government and be one of the decision 
makers . I can work in an effective organization as the UN or WB that 
always operate many projects in Egypt in different domains such as 
good governance , fighting corruption ,eradicating poverty ,improving 
health And education services .
So for me as a middle class citizen, my main key of self development 
for reaching my dreams is through education , so I really wish I can 
achieve what I want as soon as possible to figure out the best way for 
contributing within developing Egypt for a better future .
So that's how I wil benefit from TOYP program through tell ing my 
experience to people and fr iends , try to apply what I learnt from 
Japan and Japanese for a bet ter l i fe in Egypt ,wi l l conduct more 
research on the Japanese successful experiences in different domains 
.
TOYP makes me now full of enthusiasm and hope that I really can do 
what I want and achieve my dreams to benefit my country and society 
one day .

Really thank you for giving me that amazing chance to be part of JCI 
Osaka , to experience that wonderful fruitful program that taught me 
a lot .

So actually, from these stories ,it's obvious how the Japanese really 
have h igh sense of  pat r iot y a nd loya l i t y towa rds Japa n ,  have 
economic wise as they are rational consumers as they usually  buy the 
necessary products , have excellent time and resources management 
, respect and acceptance of other nationalit ies difference ,as well as 
the sense of responsibility and cooperation too , so these  are from the 
main characteristics of the Japanese people .

I learnt and still learning  a lot from Japanese  especially through my 
work in JETRO Cairo office now such as time management,economic 
wise ,being accuract and I'm trying to apply that into my daily life .

Also when I wrote my graduation project about the economic success 
of Japan , I mentioned that Egypt as well as other developing countries 
can apply convenient lessons learnt from Japan and I really wanted to 
dig deeper about the Japanese economy , public policy , civil service 
reform and government mechanism within my masters thesis but as 
we have to focus more on Egypt , I couldn't prepare my thesis about 
Japan. So I really hope that I will get the chance in the near future to 
continue post graduate studies in Japan .

So for me Japan is the role model of moderinization and development 
a nd I  rea l ly hope t hat t he Eg y pt ia n gover nment w i l l  pay more 
attention to the successful international experiences as the Japanese 
one , if the Egyptian government started to discover more about such 
kind of experiences , we will be able to overcome our main economic 
and social issues in Egypt.
And I hope that th is w i l l be done through the in it iat ive that I 'm 
working on currently .

I 'm actual ly amazed with the great organized Japanese l i fe ,every 
single thing in the country is wel l organized and planned with no 
space for any mistakes .

Let's start by talking about  Japan as a country , for me. Japan is the 
origin beauty of Asia ,
I 'm actually was fascinated with the urban planning especial ly the 
infrastructure system  in Japan and how every meter square is well 
used ,how the facilit ies are very useful and comfortable , especially 
the tra in system ,once you get off the tra in and you f ind yourself 
connected with a shopping mall or shops and start to discover a new 
place that makes you feel that you entered a new city not just a station.

I have been always convinced with an idea and it's now confirmed to 
me when I visited Japan that time , the development can't be achieved 
by the government only as there must be a huge collaboration between 
the government and the people to reach that high level of development, 
it's the culture and knowledge of the people that contribute mainly 
to achieve such accomplishments , as a simple example ,the Japanese 
people have the culture of respect ing the system and rules as well 
as being organized , so they know how to act when the train stops 
, they wait politely and calmly even if they are in a hurry ,so that 
kind of simple mechanism save t ime and effort , so the government 
has a l ready prov ided t he Japa nese people w it h  t hat mea ns of 
transportat ion but the Japanese contributed within faci l itat ing the 
smoothness of that mechanism or system so it can works effectively .
So I really hope I can transfer such good lessons to my society , in 
Egypt the youth a lready are wel l educated and keep teaching the 
people ,so I really hope I will have the chance to apply such lessons as 
the culture of being organized ,time management and so on.
I believe that if we start teaching the children that great manners , 
we will be able to provide proper education for a whole generation .so 
simply such kind of lessons could be applied easily at the schools to 
let the children get used on it from now.

What is also very special about Japan , that every city has its own 
beauty , food specialities ,festivals ,products , temples ,,,etc .so it's like 
discovering every time a new place with its special beauty .

Starting by Osaka program , we had the chance to discover beautiful 
Osaka ,the two cultural events that mainly happened and touched 
my soul are the Tea ceremony in front of the Osaka cast le , that 
was absolutely one of the most inspir ing experiences ever and the 
Yamamoto Noh theatre workshop was also amazing as we dig deeper 
into the Japanese culture .also when you know the meaning of an old 
song or the reason of a specific design, you became more fascinated 
with the Japanese culture .

Staying with the host families was a bri l l iant idea to taste the real 
Japanese life by ourselves ,I'm really grateful to stay with Sakuragi  
family who are really too generous ,kind ,polite and friendly people . I 
really can't find the right words to describe how amazing they are , I 
loved them so much and i had so much fun during my stay with them.
So I not iced the real omotonashi of Japanese , the real warmth of 
welcoming the guests of course through the whole program from JCI 
Osaka members and the host family , I saw how the Japanese live very 
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経済の奇跡を起こし、素晴らしい自然美に恵まれ、驚くほど気配り

ができて協力的でひたむきな国民がいて、とてつもなく高品質な製

品を生産し、豊かで独特な文化と絶え間ない発見がある国。日本に

ついてのこれらの定義やその他多くの定義は、まさに全世界の注目

に値するものです。一度訪れたら、自分が見聞きした日本について

皆一様に「素晴らしい国だ。」という気持ちを抱いて語ります。 

今回そのような気持ちで再び胸がいっぱいになりましたが、それは

日本がなぜこれほどまでに素晴らしくて、独特な国なのかという理

由を深く理解できたからです。日本人の生活を内側から体験できる

TOYP-2014 の優れた企画・構成のおかげで、他国の模範となる日

本の成長と発展の原動力について理解することができました。 

その原動力とは、豊かな文化と歴史に強く結びついた和の精神です。

日本の最初の国名「やまと」は「和の国」を表しています。和の精神

とは、他者を優先し、自分の子供を大切にするように隣人を大切に

する「思いやり」に基づくものです。そしてその思いやりは本物の家

族の情や友情のようなもので社会全体に広がっています。 

私はウズベキスタン日本人材開発センター（UJC）を中心とする学習

や就労の経験を通じ、日本を前進させる活力についてある程度理解

するに至りました。2013 年に日本で「カイゼン」について学んだ際

に私が理解したのは、日本企業の経営の基本原則に留まりませんで

した。日本人が真心でお互いを助け合う様子や細やかに私をサポー

トして下さるのを目の当たりにする貴重な機会でした。 

私はキャリアやビジネスで最高の成果を上げるために学生時代に身

につけるべきものは、協調精神、和の精神、そして社会的責任といっ

た資質であると信じ、UJC ではそれらの重要性に何よりも重きを置

いています。特に若い学生を対象にそうした資質が身に付けられる

よう、ビジネスコースやビジネスセミナーを実施してきました。ウズ

ベキスタンで日本について知ってもらい、一般の方々に大切な資質

について伝えるため、いくつか記事を書いてインターネット上で公開

したり、隔週発行のメールマガジンのニュースレターを立ち上げて、

5,000 人の読者に配信したりするなどの活動を実施しました。 

TOYP-2014 の 参 加 者として、「Break Through Osaka 2014」 の

フォーラムで日本の方々向けにスピーチをする素晴らしい機会を与

えて下さった大阪青年会議所の各メンバーにとても感謝しています。

TOYP プログラムそのものも自然や他者と調和を保つことの重要性

を認識できるよう申し分なく企画されていました。 

どのような社会の成長にとっても家族は基盤となるものです。私が見

たところ、日本の今日の成功と和の精神は両親から子供へ毎朝伝え

られる「出会う人や自然を大切にね。」というようなメッセージがも

とになっているようです。ヒラタ・ツヨシ、チナツご夫妻とその 3 人

の子供たちという素晴らしい一家に温かく迎えられ、４日間ホーム

ステイをさせていただき、本当に感謝しています。私にとって日本人

家庭の日常生活がどんなものかを知る素晴らしい機会になったと同

時に、日本の子供たちに英語を教えられて楽しかったです。

日本の経済的繁栄の確固たる基盤となったのは、儀式や慣習や伝

統です。初日の茶道体験に始まり、大阪の能楽堂での能体験、福島

での温泉体験まで、全てにおいて自然に対する畏敬の念と他者を尊

重する気持ちが社会の中に浸透していることが表れていました。そ

してその気持ちが国中に、そして全ての世代にわたって、日本人の自

制心や改善の精神にしっかりと繋がっているのは明らかです。

日本ではごく普通の人々が他人に役立つために自らの命を失う危険

を冒すことがあります。東日本大震災で壊滅的な津波被害を受けた

宮城県への旅で他人が生き延びられるよう手を貸した女性の話を聞

いて深く感動しました。その女性の「教育や訓練を誰かの援助に頼

るのではなく、自分達が責任を持って行わなければいけない。」とい

う深い言葉を聞いて、私も自分達の社会をもっと豊かなものにした

いと思いました。

また、福島県の川内村の近くに滞在した折、大阪青年会議所の方々、

学生さん、そしてコモドエナジー社のスタッフの方々とお話する機会

があり、日本の方々が他国の人々に対してとても寛容で友好的であ

ることがわかりました。日本人は本当に素晴らしいです。 

日本に滞在中私達のためにいろいろしていただいたことに対して本

当に感謝しています。皆さんのおかげで、今後の私の UJC での活動

に非常に重要な文化や歴史の視点というこれまでとは全く異なる角

度から日本を知ることができました。伺った多くのお話を確固たる

基盤にして、ウズベキスタンと日本の間の協力の促進のみならず、あ

らゆるものの発展の極めて重要な必須条件となる人の意識の向上に

役立てたいと思います。本当に有難うございました。

 名　　前：Name  ダミル ムザファロフ　Damir Muzafarov  性　　別：Sex  男性　Male

 生年月日：Date of birth  1974 年 6 月 21 日（39 歳）　June 21, 1974 (Age: 39)

 国　　籍：Nationality  ウズベキスタン共和国　Republic of Uzbekistan

 団体拠点：Organization base  ウズベキスタン共和国　Republic of Uzbekistan

 団 体 名：Organization name  ウズベキスタン日本センター　Uzbekistan-Japan Center

 役　　職：Position  ビジネス文書作成講師、キャリア教育講師
 Business Writing Instructor/Career Development Instructor
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The country of economic miracle, magnificent natural 
beauty, amazingly hospital, supportive and dedicated 
people ,  fabu lously h igh qua l i t y of  product s ,  t he 
land of abundant and unique culture with endless 
discovery. These and many other definitions of Japan 
t ru ly deserve at tent ion worldwide. Once came to 
Japan a person unveils his own Japan, own disclosure, 
own story with the same feeling – it is a splendid land!  
The sa me feel i ng f i l l s  my hea r t  aga i n en r iched 
with the deep understanding why Japan is so much 
wonderful and unique. The excel lent organizat ion 
of the TOYP-2014 that placed us fu l ly inside the 
l i fe of  Japan a l lowed understand ing the dr iv ing 
forces behind the Japanese exemplary growth and 
development. 
I t  i s  sp i r i t s  of  ha r mony t ight ly  bou nd w it h  t he 
abundant culture and history. It is Yamato, the “land 
of harmony”, that stands for the first name of Japan. 
It is the principle of “Omoiyari” – consider people as 
priority, take care on your neighbor as how you would 
take on your own children. It is the genuine feeling of 
family and friendship among all society. 
T h r o u g h o u t  m y  s t u d i e s  a n d  wo r k  e x p e r i e n c e , 
especia l ly at the Uzbekistan–Japan Center (UJC) I 
have come to the certain understanding on energy 
that drives Japan ahead. Experience of Kaizen studies 
acqu i red i n  2013 i n Japa n a l lowed me not  on ly 
comprehend the key principles of Japanese companies 
operation. It is a treasure chance to see how Japanese 
sincerely suppor t each other and mysel f  at each 
square meter. 
At UJC I put the stronger emphasis on the importance 
o f  fe e l i ng  o f  c o op er a t ion ,  h a r mony  a nd  s o c i a l 
responsibility that students should acquire to achieve 
t he best  re su l t s  i n  t hei r  ca reer  a nd bus i nes s .  I 
conducted business courses and seminars to al low 
people to gain such experience, especially for young 
students. To promote Japan in Uzbekistan and share 
the experience with general public I wrote multiple 
articles, published in Internet, developed Newsletter, 
biweekly electronic magazine, distr ibuted to 5000 
people, did others. 
I  am t remendously g rat i tude to each member of 
Junior Chamber International Osaka Japan for giving 
fantastic chance to deliver a speech on that experience 
at “Osaka Break Trough” Forum as the participant of 
TOYP-2014 for people of Japan. The TOYP Program 

itself was perfectly designed to realize the importance 
of staying in harmony with nature and people. 
The family is a gear for the growth of any society. 
Japan’s success and feel ing of harmony as I v iew 
today starts from the each morning message of the 
parents to the ch i ldren say ing “please take care 
on people you meet , on nature you observe”. I am 
particular thankful to Chinatsu and Tsuyoshi Hirata 
and their three children for a warm hosting me over 
four days with their splendid family. I had a great 
chance to understand how ordinary l i fe of Japan 
families are operated and enjoyed English class for 
Japanese children.
I t  i s  c e r em on ie s ,  c u s t om s  a n d  t r a d i t i on s  t h a t 
con s t r uc ted  so l id  fou ndat ion  for  t he  econom ic 
prosperity of Japan. From the arts of tea ceremony 
v isited at f i r st  days through the Noh Theater in 
Osaka and taking onsen ( 温 泉 ) in Fukushima – all 
th is indicate considerat ion inside society pa id to 
the nature and people with the deep respect . That 
obv iously establ i shes t he s t rong br idge to sel f-
discipline and improvement. Throughout the country 
and generations.   
It is ordinary people who r isk to lose their l i fe to 
benefit the people. I was deeply impressed with the 
story of the lady (name) who let people survive heard 
during the trip to Miyagi Prefecture where the Great 
Earthquake and Tsunami was especially catastrophic. 
I wish to enrich our society with the depth of her 
words that “rather than rely on some support we need 
to take care on own education and training”.
I also could understand that Japanese people are very 
open and friendly to the rest of the world by speaking 
with the people of JCI Osaka, students and the staff 
of Comodo Energy during stay near village (name) in 
Fukushima. You are great people, indeed! 
Thank you the deepest for all you have done for us 
over these days. You al lowed me to disclose Japan 
from absolute different angle – the side of culture 
and history that is very important for my activit ies 
in UJC. For my Ikigai!Many stories head will be the 
st rong foundat ion not only for the promot ion the 
cooperation between Uzbekistan and Japan but for 
the improvement of people way of thinking that is the 
crucial precondition of any development. Thank you 
very much and all the kindest regards!
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TOYPメンバーレポート TOYP Members’ Reports

私は職場で自分のスタッフにいつも 2 つのことを教えています。1 つ

めは、どんなことでも 100 パーセントの努力と集中力をもってする

こと。そして 2 つめは、何かを行う際には最初に正しく行うことです。

ここ数日間 TOYP のリーダー、主催者、各メンバー、そして関係す

るすべての方々がもてる力を 100 パーセント出して正確に全てのこと

を成し遂げるのを目にしてきました。今では日本や日本人、そして日

本に深く根ざしている信条や慣習について以前よりもっと多くのこと

が わかるようになって、そうした信条や慣習を自分でも取り入れた

り、周囲の人と分かち合ったりしてみたくてしようがない衝動に駆ら

れています。 

私は旅先で他の社会に触れることは重要だと常々固く信じてきまし

たが、この TOYP プログラムでの経験を通して、他文化を受け入れ、

既成概念を払拭することを教えられました。どのように些細な慣習

の中にも学ぶべきことがあるのだということを教えられたのです。茶

道でお茶碗の見映えが良い方の面と向き合うのと同様に、毎朝人生

の良い面と向き合うことが大切です。仙台を襲った津波のような大

きな災難があったとしても、悲劇から常に英雄が生まれることは慰

めとなります。今回教えられたのは、英雄はお年寄りを助けようとし

た子供たちの中から生まれることもあり、今もなお瞳の中に多くの希

望を湛えながら、痛ましい体験談を他者に伝える語り部となった被

災者の中から生まれることもあるということです。そして、能などの

大変古くからの伝統がどのように尊ばれ受け継がれているのかを教

えられました。人々が多くのことに疑いを抱き、過去との断絶が進

むこの時代において、能は私達が先祖から受け継いだものを理解し、

次世代のために守るようできる限り努力することが必要だと教えてく

れたような気がします。

ホストファミリーと過ごしたことも得るところが大きかったです。出迎

えの時に「お客さんではなく家族ですから。」と言われたことに心を

打たれましたし、日本人のマナーの良さと礼儀正しさが表れていまし

た。数日間いっしょに過ごしてみて、日本人はフィリピン人と同様に

家族を一番大切にするということがわかりました。人種は異なるけ

れども、私達はひとつになれるし、お互いにつながっているのだと

思いました。言葉の壁があるにもかかわらず、あまりに簡単にホスト

ファミリーと仲良くなれたことは嬉しい驚きでした。それは私達が皆、

愛情、寛容さ、友情、そして親しみといった世界共通語を持ってい

るからなのでしょう。 

JCI という団体もメンバーの方々の数々の立派な振る舞いもお手本に

すべきものです。JCI は実行者のコミュニティーであり、世界に援助

の手を差し伸べる活動に積極的に参加することは他者を思いやり重

んじる行いです。夢を見ることは重要ですが、まずは一歩を踏み出

すことがさらに重要なのだと思いました。フィリピンと日本の間には

強い絆がありますが、さらに交流する機会が必要です。そこで、 さ

らなる絆を作り出し、発展への道をもっとたくさん築くために TOYP

プログラムが極めて重要になります。明確な目的意識やひたむきさ

という日本人のもつ特性によって、さまざまな産業において質の高い

生産品が生み出され、日本の良い評判が確立されることに繋がりま

した。そしてそれこそが今後何年間かでフィリピンが成し遂げたいと

思っていることなのです。 

今回日本でこのプログラムに参加し、人を勇気づけたり、さまざまな

ことを探究したりした経験は生涯の思い出となるでしょう。お世話に

なった方々には本当に感謝しています。思い出を胸いっぱいにつめ

て帰国します。世界と日本にかかるかけ橋がありますが、ほんの短

期間でもそれを渡ることができて嬉しく思っています。日本の皆様あ

りがとうございました。素晴らしい思い出を胸に抱いてフィリピンへ

帰ります。

 名　　前：Name  マリア ファティマ マンザノ
 Maria Fatima Manzano  性　　別：Sex  女性　Female

 生年月日：Date of birth  1983 年 11 月 17 日（30 歳）　November 17, 1983 (Age: 30)

 国　　籍：Nationality  フィリピン共和国　Republic of the Phil ippines

 団体拠点：Organization base  フィリピン共和国　Republic of the Phil ippines

 団 体 名：Organization name  ネスレフィリピン　Nestlé , the Phil ippines

 役　　職：Position  販売店向けビジネス専門員　Dealer Business Professional
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At work, I a lways teach my staff two things. One, 
have the mindset of 100% (that is to do everything 
with 100% effort and concentration) and two, to do 
things right at the first time. The past few days, I have 
seen each TOYP leader, host, member and all those 
involved give their 100% and do everything with exact 
precision. There are far more things I understand now 
about the Japan, its people, its deep rooted faith and 
practices that I now feel the overwhelming urge to 
embody and share to the people around me. 
I  have a lways been a f i rm bel iever about t ravel 
and exposing oneself to other societ ies. This TOYP 
exper ience has taught me to embrace culture and 
release stereotypes. It has taught me how even in the 
smallest of practices, there is a lesson to be acquired. 
As in the tea ceremony, we have to face the good side 
of the cup, how in the same principle we should face 
every morning with the good side of life. How in the 
biggest of calamities like the Sendai tsunami, there is 
a consolation that tragedies always bear heroes. And 
we are taught that heroes come from children who 
try to save the elderlies; heroes come from survivors 
who become storytellers sharing their heartbreaking 
stories with as much hope still in their eyes. And how, 
in the oldest of traditions like the Noh performance, 
come respect for heritage. That in this age of people 
trying to question many things and disconnect to the 
past, the Noh has seemingly shown that we need to 
understand our own legacies and make as much effort 
to preserve it for future generations. 
Stay ing w ith my host  fami ly has a l so been ver y 
enlightening. Their welcoming words, “you are not 

guests, you are family” was a moving statement and is 
a ref lection of how well-mannered and courteous the 
Japanese are. The few days that we stayed with them, 
showed that l ike the Fi l ipinos, families come f irst . 
That despite our different races we are all united and 
connected. I was amazed at how easy it was to bond 
with them despite the language barrier because we 
al l have a universal language, that of affect ion, of 
generosity, of friendship and of familiarity. 
JCI  a nd i t s  ver y ma ny re spec table  behav ior s  i s 
something too of emulat ion. You are a community 
of doers and your active participation in extending 
yourselves to the world is an act of humility. While 
it is important to dream, it is even more essential to 
take the first step. The ties between the Philippines 
a nd  Jap a n  i s  a  s t r ong  one  bu t  t her e  a r e  mor e 
oppor tun it ies to connect .  Th is i s why th is TOYP 
program is extremely important, to create more ties 
and build more roads to advancement. The Japanese 
clarity of purpose and single-mindedness have helped 
cement the Japanese reputation of quality output in 
various industries, and this is what we Filipinos aspire 
to accomplish in the next years. 
This opportunity to engage, inspire and explore is 
an experience in Japan that I will forever cherish. I 
only have gratitude to show and have a full heart of 
memories to bring with me. There is a bridge between 
the world and Japan and I am glad to have crossed it 
even with just this short time. Domo Arigato Gosaimas 
Japan! Nostalgia is a wonderful thing, and I'm going 
to come back to the Philippines with every bit of it. 
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私は日本人と数年間働いてみて、勤勉で几帳面な人々だと思いました。
日本人は勤勉に働いて、自らの手で国を作り上げる人々だとおそらく他の
国でも言われているでしょうが、私の国でも多くの人々がそう言っていま
す。日本では、男女を問わず自分で責任をもって勤勉に働き、男性は家
族を養い、良い生活や人生を築くため外で働き、女性は夫のため家事を
完璧にこなし、子供の面倒を見ています。日本は、農業主体の国から世
界有数の豊かな国に生まれ変わるまでさほど時間がかかりませんでした。
しかし日本人がその変化をうまく成し遂げて長期にわたって維持してい
るのはその勤勉さのせいばかりではないと思います。日本人の極めて重
要な特徴のひとつとして几帳面さが挙げられます。日本人はどんなに不
可能なことでも細部にこだわることで可能にしてきました。世界中の良い
物のうち多くは日本発のものではありませんが、日本人はそうしたものに
細かい改良を加えて世界で一番のものにしてきました。普通のものが日
本人の手にかかって最高のものになっているのです。例えば、私は食品
業界に携わっていますが、日本産の牛肉は世界一だと思います。日本で
は牛の生育場所や環境、雰囲気、エサ、牛の気分までも考慮して飼育
が行われており、これは他国には見られないことです。
ある期間日本人と共に働いてから、私も勤勉で几帳面な人間になるよう
自分を変えました。私は勤勉であれば生産性は上がると信じています。
日々の時間はすべての人に平等に与えられているかもしれませんが、多く
の人は生産的に時間を使うことができないでいます。ほとんどの人は一
生懸命働くことが好きではないのです。ですから、そういう人達より一
生懸命働けば、上に行くことができます。几帳面さについてですが、以
前私はさほど重要なこととは思っていませんでした。かつて私はどうやっ
たら目標を達成できるかに常に重きを置いており、細部にはあまり目を
配っていませんでした。当時私が好きだったのは「気楽に行こうよ。」と
いう言葉でした。しかしもっと几帳面になるよう考え方を変えた今では、
成果に違いが出てきました。仕事や人生において多くの素晴らしいこと
が起きるようになってきました。仕事ではお客様により良い成果を提供
できるようになりました。そのおかげで仕事はうまくいき、他社よりも長
く商売を続けられそうです。
しかし JCI 大阪の TOYP プログラムに参加して、日本人の素晴らしいとこ
ろは先に挙げた 2 つの点だけではなかったのだということに気づきまし
た。日本人は礼儀正しく、相手を尊重し、丁寧で謙虚さを持った人々だ
と思います。全ての JCI メンバーがこれらの特徴を兼ね備えていました。
それゆえ日本人はお互いうまくやってゆけるのだろうと感じました。日本
人はひとつの家族のようです。ですから異なる家や会社に属していても
チームワークが生まれるのでしょう。日本の家族に数日間ホームステイさ
せてもらいましたが、素晴らしいものは何日間かでできるものではなく、
何年もかけて世代から世代へと受け継がれていくものなのだと感じまし
た。日本では子供が両親を敬っているだけではなく、両親も子供を尊重
しています。
能の鑑賞では、日本の歴史を 650 年あまりも遡り、日本人の祖先が考
えたことや能舞台にまつわるさまざまなものが意味するところについて
学びました。その際すべてのことには意味があるということがわかりまし

た。日本人は私が以前考えていたよりももっと細部にこだわる人達だと
思いました。また想像力というのも日本人のかなり顕著な特徴だと思い
ます。女性は男性のために一生懸命尽くさなければならないというところ
から、一見女性が男性よりも地位が下のように見えますが、実際はそん
なことはありません。昔から日本の男性は女性を大いに尊重してきまし
た。つまり男性の成功の重要な鍵は実は女性が握っているということな
のです。日本人は自らの暮らしと自然との調和を苦も無く図ってきました。
能舞台は 650 年前から自然との融合を図り、自然を効果的に利用して作
られてきたのです。その当時のハイテクと呼べるものだろうと思います。
日本では一般の人々に対して強い責任感が存在し、最高のサービスが提
供されてきました。日本国中どこへ行っても最高のサービスが提供され
ます。日本では製品やサービスの質を心配する必要がありません。日本
人は常に本物を提供し、品質が悪い物は出回らないのです。日本では自
分達の最高の製品やサービスを買ってもらおうと頑張ってお客さんに応
対しなければならなくても全く問題はありません。また日本人は公平性
と誠実さの尊さを信じており、本当に品質の良いものは長くもつことを
知っています。他人やお客さんに対して誠実であることは、世代から世
代へ長年にわたって商売を存続できることにつながります。商売におい
てお客さんは最も重要な要素であり、どんな商売であろうとその将来と
方向性を決定づけるものです。お客さんに対して公平性や誠実さを欠け
ば、お客さんは寄り付かなくなり、きっと商売はあっけなく駄目になるで
しょう。さらに JCI メンバーからとても興味深い話を聞きました。それは
26,000 社の日本の企業は創業から 100 年以上が経過しているという事
実です。それらの企業が本物でなければ、そんなに長い間存続していら
れなかったでしょう。日本人は人との取引の仕方、そして人の面倒の見方
を知っている人達です。会社においては、従業員を家族の一員として扱
います。たとえ部下が何か間違ったことをしても、上司は部下にいつで
も改善する機会を与えます。このことから日本人が大きな和の精神をもっ
ていることがわかります。日本人はいつも相互に助け合います。一度人
間関係を築いたら、出来る限りそれを維持しようとします。そういう人間
関係は大きなチャンスを生むことにもなるのです。
最後に申し上げたいのは、私が TOYP プログラムから多くを得たり学ん
だりしたということです。JCI 大阪がなければ、またこのプログラムに参
加しなければ、私は日本人とこれほど親しくなったり、日本人について深
く学んだりする機会を得られなかったと思います。多くの素晴らしいこと
を日本で学ぶことができました。私はこの経験を私の人生や家族、そし
て商売に必ず生かせると思っています。勤勉さと几帳面さ以外に上で述
べた要素を私の人生や商売に生かさなければと思っています。また、日
本で学んだ全てのことを自分の国の人々に伝えたいと思います。まずは
自分の家族から始めるつもりですが、息子に日本的な精神を教えたいと
思います。また自分の会社の従業員全員にも伝えて、私と同じ信念を持
つようにしてもらいたいと思います。もし自分の国の人々が日本人の精神
を取り入れて、考え方を日本人のように変えたとしたら、必ずもっと住み
やすい国にすることができるでしょうし、国民がお互い愛をもってずっと
いっしょにやっていけると思います。

 名　　前：Name  シュラウェック テラン　Surawech Telan  性　　別：Sex  男性　Male

 生年月日：Date of birth  1975 年 10 月 16 日（38 歳）　October 16 , 1975 (Age: 38)

 国　　籍：Nationality  タイ王国　Kingdom of Thailand

 団体拠点：Organization base  タイ王国　Kingdom of Thailand

 団 体 名：Organization name  ノブルレストラン株式会社　Noble Restaurant Co. , Ltd .

 役　　職：Position  代表取締役社長　Representative Director and President
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Since, I have been working with Japanese people for 
severa l years, I found that Japanese people are hard 
working and detail oriented. Many people in my country 
and probably in many country in the world said Japanese 
make their own nat ion with their now hands by hard 
working. Either men or women are working hardly for 
their own responsibility. The men work outside to support 
their family to have a better living and better life while 
the women do the best housework for their husband and 
take care their kids. Japanese people took not so long 
time to change their country from an agriculture base 
country to be one of the richest counties in the world. 
However, I bel ieve that the only hard working is not 
the answer of how Japanese made it successful ly and 
maintain it for long time. The detail oriented is one of the 
very important key of being Japanese. Japanese people 
could make anything impossible to be possible by caring 
much about details. Many good things in the world are 
not originally start from Japan but Japanese people could 
make those thing to be the best in the world by put a lot 
of detai ls on them. Something normal became superb 
by Japanese. For example, since I'm the food business I 
found that Japanese beef is the best beef in the world. 
The cows are treated no where else in the world l ike 
in Japa n such as t he habitat ,  t he env i ronment ,  t he 
atmosphere, the foods, and even the feeling of the cows. 

After I've been working with Japanese for a certain of 
t ime, I've changed myself to be a hard working person 
and became detai l ing. I bel ieved in hard working and 
make it product ive. People may have equal amount of 
time in each day in each person but most of them could 
not make it productive. Most people don't l ike to work 
hard, if I work harder I believe I could be on the top of 
them. About the detail oriented, before I didn't think it's 
so important . I was always focus on only how could I 
reach the goal but not care much about details. "Take it 
easy" was my favourite words. Now, after I've changed 
the mindset to be more deta i l or iented, I found that 
the results are differences. Many great things happen 
in my work and my life. For my business, it brought a 
better outcome to my customers. It make my business 
outstanding and I know that it will make my business last 
longer than others. 

However, after I've attended the TOYP program convey 
by JCI Osaka, I found that the great thing of Japanese 
are not only from those two things I ment ion earl ier. 
Japanese people are also polite, respectful, courtesy and 
humility. All the JCI people have all those things. I feel 
that those things make Japanese people go along well 
with each others. They are one family. The teamworks 
are created in this organisation although they are from 
different families and different companies. I've stayed 
with a Japanese family for a couple of days, I got that all 
good things are not created in days but long years, from 
generation to generation. In this country, not only the 
children respect their parents but the parents respect 
their children as well.  

T he  Noh p er for m a nce  m ade  me t r ack  back  to  t he 
Japanese history over 650 years ago, how the Japanese 

ancestors think and how all the details imply the things 
a round the Noh theat re .  I  saw that ever y th ing had 
meaning. Japanese are more deta i l ing than what I 've 
known before. Imagination is one of a very signif icant 
key of being Japanese. It's seem like women are below 
men since women have to work hard for men but actually 
it's not really like that. Since the past, Japanese men gave 
a lot of respect to women. It means women are really an 
important key for the successful of men. Japanese could 
harmonize their l iv ing with the nature smoothly. The 
theatre was created by mixing and utilizing the nature to 
be the best functions for the past 650 years ago. I would 
call it was a high technology for that time. 

Japanese have high responsibility to public. Best services 
have been g iven to the publ ic .  A l l the best serv ices 
are a l l around Japan wherever I go. We don't have to 
worry about the quality of products and services in this 
country. Japanese always give the real things. Anything 
with no qual ity would not be in the publ ic. Japanese 
will have no problem if they have to do to serve people 
hardly to let their people get the best products and 
serv ices. A lso, they bel ieve in fa irness and honest ly. 
They know the real good quality could make things last 
long. Being honest to people or to the customers would 
make the business sustain long years from generation 
to generation. Customers are the most important factor 
for businesses, they are the ones who judge the future 
and direct ion of any business. If we don't be fair and 
honest with the customers, they will not come back and 
the business surely will be gone easily. Moreover, I've 
known a very interesting information from JCI members 
that over 26,000 Japanese companies are over a hundred 
years. I f they are not real , they wil l have never been 
existing for that long. Japanese know how to deal with 
people, how to take care of their people. In companies, 
they t reat thei r own employers as fami ly members . 
Although, the employers have done something wrong, the 
boss will always give their people chances to improve 
and make anything better. This point would be a reason 
of why Japanese people have a great harmony. They 
support each others all the time. If they have relation, 
they wil l maintain it with their best . The relat ionship 
could create great opportunities. 

Lastly, I would say I've got and learned a lot from the 
TOYP program. I know I' l l never have a chance to be 
closer and study deeply about Japanese without JCI 
Osaka and if I don't attended this program. Lot of good 
things I have learned from here, I'm surely I can utilise 
them for my own life, my family, and my business. More 
than hard working and deta i l ing, I have to add more 
thing I mentions above to my life and business. Also, I'll 
pass all the things I've learned from her to other people 
in my country. Start with my family, I' l l teach my son 
the spirit of Japanese. I' l l also pass these things to all 
my staffs in my company and make them have a same 
belief as I am. Let imagine if we could adapt the Japanese 
spirit and people could change all of their mindset to be 
like Japanese, I would definitely sure that we will have 
a better place to live and we will stay together with love  
forever.
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ウェルカムレセプション Welcome Reception

Orientation

Welcoming Traditional Japanese-style Tea Party

オリエンテーション

歓迎お茶会

01

02

大阪城を臨むホテルにおいて、TOYP メンバーと、メンバーを

受け入れて下さるホストファミリーを対象に、TOYP 事業につい

てのオリエンテーションを開催いたしました。

TOYP メンバーとホームステイを受け入れて下さる一般家庭の

方達はさっそく交流を深め、とても和やかな雰囲気のもとで、

オリエンテーションは終了しました。

　オリエンテーションの後、ホテル内の茶室において、TOYP

メンバーとホストファミリーに、伝統的なお茶会を体験して頂

きました。

茶道を通して日本の「和」の精神を体験して頂きました。

At a hotel commanding a fine view of Osaka Castle, we 
held an orientation session on the TOYP Program for 
the TOYP members and local households serving as 
their host families.

At the session , the TOYP members and thei r host 
families interacted with each other in a very friendly 
atmosphere.

The orientation session was followed by a traditional 
Japanese-style tea party for the TOYP members and 
their host families in the tea-ceremony room at the 
hotel.

T he  te a  pa r t y  s er ve d  a s  a  go o d  opp or t u n i t y  to 
experience a “spirit of harmony.”
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Welcoming Receptionウェルカムパーティー03

ホテルの大阪城が一望できる部屋において、TOYP メンバーの

出身国の領事館の方や国際交流団体の方もお招きし、ウェル

カムパーティを開催しました。

　次々と出される日本食に舌鼓を打ちながら、TOYP メンバー、

ホストファミリー、領事館の方々、国際交流団体の方々、大阪

青年会議所のメンバーが会話を楽しむ姿は、まさに民間外交

でした。国際交流を深めるとともに、TOYP メンバーの方達に、

「和」の精神を感じて頂けたのではないかと思います。

At one of the hotel ’s rooms affording a panoramic 
view of Osaka Castle, we held a welcoming reception, 
invit ing off icials from the consulates general of the 
TOYP members’ countries and staff from international 
exchange organizations.

Whi le enjoy ing del ic ious Japanese d i shes ser ved 
one after another, all the TOYP members, their host 
famil ies, the off icia ls from the consulates general , 
staff of the international exchange organizations, and 
members of JCI Osaka enjoyed interacting with each 
other, which truly represented ideal non-governmental 
diplomacy. The event served as a good opportunity for 
all the participants to promote international exchange, 
and also for the TOYP members to experience a “spirit 
of harmony.” 
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大阪プログラム （山本能楽堂） Osaka Program (Yamamoto Noh Theater)

公益財団法人山本能楽堂様にご協力を頂き、能楽堂内の見学

と能のワークショップを行いました。

能楽師の方から、対話形式で解説がなされ、講演が催された後、

能で使用されている楽器や能の面、衣装に触れて頂きました。

楽器は、良い音を出すためにはコツがいるものが多く、体験し

た TOYP メンバーは良い音を出そうと試行錯誤していました。

また、衣装は特に女性の TOYP メンバーに喜ばれたようで、何

枚も記念写真を撮影していました。

その後、能楽堂の舞台裏や、書物庫、稽古場などを見学し、

能楽堂の館長から、能などの古典芸能とブロードウェイのエン

ターテイメントの違いなどについて、熱いレクチャーを受けまし

た。

能を通じて日本の「和」の心を感じて下さったのではないかと

思います。

In cooperation with the Yamamoto Noh Theater, we put 
on a Noh play and a Noh workshop.

The workshop included a Q&A style explanat ion by 
a Noh player. After the Noh performance, the TOYP 
members handled the musical instruments, masks, and 
costumes used for the Noh play.

Many of the musica l inst ruments require del icate 
tech n ique s  to  produce a  good sou nd ,  a nd TOY P 
members t r ied play ing t hem in a t r ia l  and er ror 
manner. Meanwhi le, the costumes were especia l ly 
attract ive to female TOYP members, and they took 
many photos.

Afterwards, the TOYP members joined a theater tour, 
including a v isit backstage, and to the l ibrary and 
training room. The theater’s director gave the TOYP 
members an impassioned lecture on a range of topics, 
including the differences between traditional Japanese 
enter ta inment forms, such as Noh, and Broadway 
entertainment.

Through the Noh experience, TOYP members felt the 
Japanese “spirit of harmony.”
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神戸プログラム Kobe Program

９月４日（木）は、神戸プログラムということでホストファミリー

に見送られながら梅田を出発し、兵庫県淡路市の北淡震災記

念公園、鳴門のうずしおに行ってきました。 

TOYP メンバーは、日本の国難に遭遇した時の復興の早さと、

そこへ向けての一体感に強く関心をもっており、１９９５年に発

生した阪神淡路大震災の影響で発生した野島断層、当時の資

料や、語り部の皆さんの生の声を聞き、奇跡的な復興を成し

遂げた日本人の精神性を感じて頂けたと思います。 

続いて、日本ならではの観光名所である「鳴門のうずしお」に行っ

てきました。海に囲まれている日本では、海の存在というのは

非日常的なものではないですが、海のない国ウズベキスタンか

ら来日したダミールは、とても興奮していました。自分たちに

とっては当たり前のことが、国が違えば当たり前ではなくなると

いう、互いを理解していくためには相手の国の背景を理解した

りするなど、相互理解の精神が必要なことを体感することがで

きました。

On Thursday, September 4, we held the Kobe Program. 
Sent off by their host families, the TOYP members left 
Umeda to visit the Hokudan Earthquake Memorial Park 
in Awaji City, Hyogo Prefecture, and then observe the 
eddying tides of Naruto.

The TOYP members expressed strong interest in the 
speed of the Japanese reconstruct ion from ser ious 
d i f f icu l t ie s ,  a nd t he un it y of  people i n Japa n in 
ach iev ing that reconst ruct ion . They observed the 
Nojima Fault, which was generated during the Great 
Hanshin-Awaji Earthquake in 1995, and the relevant 
documents from those days, and also listened directly 
to those affected by the disaster. This served as a good 
opportunity for them to feel the spirit of the people of 
Japan, who have achieved a miraculous reconstruction.

Subsequent ly,  they went to Naruto,  a s ightseeing 
spot in Japan popular for its eddying t ides. To the 
people of Japan, an island country, the sea may not be 
something special. However, to Mr. Damir Muzafarov, 
the TOYP member from Uzbekistan, a country without 
a coastline, it was very excit ing to see the sea. This 
c lea rly ind icated that someth ing usua l to people 
in one country can be unusual to those in another 
country. Through this experience, the TOYP members 
learned that if people want to understand each other, 
they need to know more about the background of 
each other’s countries, and acquire a spirit of mutual 
understanding.
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仙台・福島プログラム Sendai/Fukushima Program

東日本大震災被災地である仙台・福島の現状を視察しました。

仙台では閖上 ( ゆりあげ ) 地区にて閖上震災を伝える会の方よ

り、東日本大震災及び津波の被害に遭遇した生々しい体験を

伝えて頂きました。映像で被害の大きさを知ることはできても、

まさに被災した時に人々がどのような行動をとったのか、生死

を分けた行動とはなんだったのか、経験を通じて後世への教訓

として残したいことは何かを直接聞くことができ、大きな衝撃

を受ける機会となりました。

また、福島県川内村にて有田焼４００年の伝統技術と独自の蓄

光技術を融合した世界初の高蓄光建材を生産するコドモエナ

ジー株式会社川内村工場を見学しました。

世界に誇る日本のものづくり技術を体感し、被災地を雇用面か

ら支援する同社の代表取締役社長 岩本泰典氏と対談。

継続的な被災地の経済復興の在り方や、国内外から訪れる人

をいかに増やしていくかという観光ソフト面の活性化について

議論を重ねました。

 日本の原風景ともいえる村内の美しい自然をめぐり、国内屈指

の名水で作られた蕎麦に舌鼓を打ち、コドモエナジー株式会社

が地域貢献のひとつとして取り組む古民家再生の宿泊施設『両

忘庵』で土間のある生活や囲炉裏でいただく料理を堪能しまし

た。

 

さらに、立ち入り制限が解除されたばかりの福島第一原発２０

ｋｍ圏内の町 福島県双葉郡富岡町を訪れ、震災直後の状況が

今も残る町の中心部を視察。原発事故がもたらす被害の大きさ

と、人が立ち入れないことによる復興の遅れを実感しました。
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The TOYP members visited Sendai and Fukushima, both 
areas affected by the Great East Japan Earthquake, to 
look at the current situation there.

In Sendai, the TOYP members l istened to staff from a 
group endeavoring to share the lessons from the disaster 
in the Yuriage area. The staff shared their own direct 
experiences of the Great East Japan Earthquake and the 
subsequent tsunami. Although it is possible to see on 
the TV news how serious the damage was, the reality 
was beyond description. The TOYP members were deeply 
impressed to discover how people had acted when the 
disaster stuck, what kinds of things made the difference 
bet ween l i fe and deat h ,  and what lessons f rom t he 
disaster should be handed down to future generations. 

The TOYP members a lso v isited Kawauchi Vi l lage in 
Fukushima to observe the Kawauchi Village Factory of 
Codomo Energy Co., Ltd., manufacturer of the world ’s 
f i r st  luminous const ruct ion mater ia l .  The company 
created the mater ia l by integrat ing t radit iona l Ar ita 
Porcelain techniques refined over 400 years with its own 
phosphorescent technologies.

W h i le  d i rec t ly  exper ienc ing t he spi r i t  of  Japa nese 
cra f t smansh ip that the count ry i s proud to show to 
the world, the TOYP members met with the company’s 
president, Yasunori Iwamoto, who supports employment 
in the affected area.

T hey d i scus sed t he  idea l  way to  promote  ongoi ng 
economic reconstruction, as well as how to attract many 
more domestic and international sightseers, and many 
other measures to invigorate tourism.
 
After strol l ing around the v i l lage, which presents an 
archetypal image of Japan in its beautiful natural setting, 
the TOYP members enjoyed eating soba made with one of 
Japan’s famed waters. Afterwards, they went to Ryobo-an, 

an accommodation facility operated by Codomo Energy 
as part of the company’s efforts to contribute to the local 
community. They spent a relaxing t ime at the facil ity, 
which had or ig ina l ly been an old pr ivate house, and 
enjoyed eating delicious dishes. The old house still has a 
doma (an earthen f loor) and an irori (a fire pit), both of 
which used to be central to Japanese houses.
 
The TOYP members even visited Tomioka Town in Futaba 
County in Fukushima Prefecture. The town is located 
within a 20 km radius of the Fukushima Daiichi Nuclear 
Power Stat ion, and access restr ict ions had just been 
lifted. They visited the town center, where there were still 
no signs of reconstruction after the disaster. This made 
them keenly aware of the serious nature of the damage 
caused by the nuclear power plant accident , and the 
delays to reconstruction resulting from the restrictions 
on access.
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東京プログラム Tokyo Program

２０２０年のオリンピック開催で注目を浴びている東京都内を

視察しました。

東京に移動後は、ディズニーランドでしばし交流を図った後、

日本ならではのアミューメントバー、ロボットレストランに行き

日本の文化の一面を視察しました。

また、PHP 研究所にて “ 経営の神様 ” 松下幸之助氏の教えを

学び、TOYP メンバー自身の生活やビジネス、それぞれの国や

地域の発展のために生かすことのできるアイデアを吸収しまし

た。

活気あふれる築地市場や門前仲町「深川めし」、オタクの聖地 

秋葉原を巡り、日本の食文化や流行、サブカルチャーを知る

機会となりました。

T he TOY P members v i s i ted Tokyo,  wh ich i s  now 
gaining worldwide attention as the host city for the 
2020 Olympic Games.

After reaching Tokyo, they had fun together at Tokyo 
Disneyland, and then went to an amusement bar and 
a robot restaurant, which can probably be found only 
in Japan, and experienced various aspects of Japanese 
culture.

Also at the PHP Institute, the TOYP members learned 
about  Konosu ke Mat sush i t a ,  k now n a s  t he  “G od 
of Management ,” and the lessons he passed on to 
Japanese indust r y.  They absorbed a w ide var iety 
of ideas that they could use in their own l ives and 
businesses, as wel l as in the development of their 
countries and regions.

The TOY P members went to energ y-f i l led Tsuk ij i 
Market and ate fukagawa-meshi (a bowl of rice topped 
with asari clams stewed in miso) in Monzen-Nakacho. 
They a lso st rol led a round Ak ihabara ,  a shr ine to 
otaku (enthusiast s in an imat ion ,  idols ,  and other 
subcultures), and experienced the food culture, trends, 
and subcultures of Japan directly. 
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御所訪問 Courtesy Visit to the Crown Prince’s Palace

今年度も東宮御所にて皇太子殿下・妃殿下に拝謁しました。

皇太子殿下・妃殿下より、TOYP メンバーそれぞれの活動に対

するお尋ねや励ましのお言葉を頂戴しました

A s i n prev ious yea r s ,  t he TOY P members pa id a 
courtesy visit to the Crown Prince’s Palace, and were 
granted an audience with their Imperial Highnesses 
The Crown Prince Naruhito and The Crown Princess 
Masako, who asked the members about their activities 
and offered words of encouragement.
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フェアウエルパーティー Farewell Party

東京タワーのたもとにある「東京 芝 とうふ屋うかい」で開催し

ました。

門をくぐり石畳の階段を抜ければ広大な日本庭園が目の前に広

がり、漆塗りの美しい回廊と数寄屋造りの個室のある豆腐料理

を中心とした和食を提供するお店。

風情ある和の建築空間を満喫し、四季あふれる懐石料理をい

ただきながら、ＪＣＩメンバーとの友好を深め、未来につなが

る強固な国際的友情関係を築きました。

We held a farewell party at Tokyo Shiba Tofuya Ukai, 
located near Tokyo Tower.

After ascending a paved stairway from the restaurant 
gate, the TOYP members found a spacious Japanese 
garden spread in front of them. Featuring a beautiful 
l a c quer e d  c o r r ido r  a n d  r o om s  de s i g n e d  i n  t h e 
tradit ional Japanese sukiya architectural style, the 
restaurant serves Japanese dishes, mainly tofu dishes.

I n  t h e  a t t r a c t i v e  a t m o s p h e r e  p r o v i d e d  b y  t h e 
traditional Japanese architecture, the TOYP members 
enjoyed a t rad it iona l Japanese mult i - course mea l 
prepared using seasonal ingredients . They had an 
enjoyable time interacting with JCI members, forming 
strong international friendships that will lead to an 
even better future.
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TOYPメモリー TOYP Memory
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第1回 1981年 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

第2回 1982年 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

第3回 1983年
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乗り越えられるか

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 世界平和のために今なにをなすべきか
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

第7回 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　国家を超え文化を超えて
我々は、今、地球社会に対して何をなすべきか

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”
～新しい地域協力を～

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
「新しい地球市民運動と開かれた地域交流に向けて」
～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

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の私達の役
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
たちにできること

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

第20回 2000年 “未来への新たな挑戦”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
母なる地球との調和 （Ｄesigning 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
企業家の創造的連帯が拓く「競存競栄的亜州」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

年代 ＴＯＹＰテーマ ＴＯＹＰメンバー

過去のTOYPテーマとメンバー Past Theme and TOYP members
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第24回 2005年
笑顔絶えないまち　企業と地域との共生
～支え愛で地域ブランディング発信～

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
発想の転換が会社を元気に！まちに活力を！
～世界的な視野の発想で、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、世界に拡げる市民行動改革の
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へ～

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」
～ Cure the society for the ever lasting 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

第32回 2013年
支えあうまちの創造
～持続可能な経済活動が世界を変える～

Ms.Kythzia Barrera Suarez / Mr.Sreang Chheat / Mr.Dennis Penu / Mr.Richard Sandlin / 
Ms.Melissa Yeung

年代 ＴＯＹＰテーマ ＴＯＹＰメンバー
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