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TOYPとは
What is TOYP?

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。
様々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。

T OY P st a nd s for “ T he O ut st a nd i ng You ng Per son s,”
refer r ing to young persons who a re engaged in
pr a i sewor t hy ac t iv it ie s. T OY P a i m s to engage
in international exchange with outstanding
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.
“Independence is different from isolation. Independence
must be rea l i zed ba sed on a l i n kage w it h a broader
world. Open i ng our eyes, a nd foster i ng ou r ow n
development under close cooperation; then, and only
t hen , shou ld Japa n ge a r towa rd it s re con st r uc t ion .
Under the spirit of the Junior Chamber International,
bra nches of wh ich have a lready been establ ished i n
Western countries, we believe in the power of the nonp r e j u d i c e d a n d b r o a d - m i n d e d f r i e n d s h ip of yo u n g
people to contribute to international goodwill.” (Excerpt
from the Junior Chamber International Osaka, 1950)
Since our foundation in 1950, we at the Junior Chamber
I nter nat iona l ( JCI ) Osa ka have been engaged i n ou r
act ivit ies energet ically for more t han half a centur y,
wit h t he aim of building a better, brighter and more
aff luent society. At the 35th JCI World Congress Osaka/
Japa n i n 1980, we recog n i zed t he neces sit y of nongovernmental diplomacy beyond national boundaries.
We launched the TYOP Program in 1981, based on the
advice of the late Tadao Umesao, then Director General
of t he Nat iona l Mu seu m of Et h nolog y, who i n si sted
on t he need to “Inv ite out sta ndi ng prom isi ng young
people from overseas countries to Japan and have them
experience the real Japan.”

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。

A i m i ng to e st abl i sh a n i nter nat iona l pr ivate - se c tor
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 inv ited from
a r ou nd t he world i n p a s t T OY P P r og r a m s a r e s t i l l
m a k i ng out st a nd i ng cont r ibut ion s to d iver se f ield s
throughout the world. Our ongoing bonds of friendship
with these TOYP members are now irreplaceable assets
for us.
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TOYP のはじまり
Beginnings of TOYP

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。
▲第 1 回 TOYP 大阪会議の様子

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。

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 excellent young people from abroad and let them get to know Japan. After that, keep
communication open between them and you.”
To k n o w t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t w o c o u n t r i e s ; t h i s i s t h e b e g i n n i n g o f i n t e r n a t i o n a l u n d e r s t a n d i n g .
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 understand that participants at 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
favorable results.
Non-governmental diplomacy undertaken by young people has just begun.”
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2015年度TOYP事業趣意書
FY2015 TOYP Statement

2015年度

T OY P 趣 意書

世界に通用する新たな活力を大阪に

社会をＲＥ・ＤＥＳＩＧＮ

～ 個々の可能性が最大限に発揮される社会へ ～

FY2015 TOYP Statement
Redesigning Society: Bringing New World-Class Vitality to Osaka
- Society that Brings Out the Maximum Potential of Each Individual -

2015 年 2 月 27 日
一般社団法人大阪青年会議所
理事長 別所大作

February 27, 2015
Daisaku Bessho, President
Junior Chamber International Osaka

わが国は、戦後目覚ましいスピードで復興を遂げ、世界の

O u r c o u nt r y r e c ove r e d f r o m t h e a f t e r m at h of Wo rld Wa r
IIwith astonishing speed, and rose to become one of the most
advanced nations in the world. This is a part of our history that
we should truly be proud of, brought about by the strong will
and vitality of those that came before us.

中でも有数の先進国となりましたが、これは、先人によって
創り上げられた強い意志と活力によりもたらされた私たちの
誇るべき歴史そのものです。
しかし、現代の日本は、少子高齢化による人口の減少や、
急速なグローバル化への対応の遅れなど、様々な問題を抱え、
先行き不透明な未来に不安を抱くばかりで、自ら変化するこ
とを止めてしまっているように感じます。
また、大阪の経済環境を鑑みれば、東京への一極集中に
より、安穏とした状況にないことは明白であり、在阪企業約
20 万の内、99％を占める中小企業では、特にその傾向が如
実に表れています。
この状況を打開するひとつとして、女性の更なる社会進出
が必要であると考えています。しかし、女性が活躍できる舞
台はあまりにも少なく、その主要因として、変化し続けるライ
フスタイルに子どもを育てる環境が追い付いていないからだ
と考えています。一方、広く世界に目を向けると、女性の観
点での製品開発や、女性の感性を活かした経営が推進され
ているにも関わらず、私たちが、そのロールモデルに身近に
触れる機会がほとんどなく、女性の感性を活かしきれていな
いのが現在の状況だと考えます。
今こそ、大阪を起点に日本の再生に向け、過去の因習にと
らわれず、社会の在り様を見直し、すべての人びとが自らの
ライフスタイルの中で可能性を最大限に発揮し、世代や性別
を超えた活力を呼び覚ましていかなければなりません。
本 年度の TOYP 事 業では、世界の中で自らのライフスタ
イルを持ちながら社会で活躍している人びとをお招きし、都
市の人びとにその想いに触れてもらう機会を提供することで、
都市を変革していく当事者として女性の新たな可能性を感じ
取り、それぞれの力が最大限に発揮される理 想の社会を想
い描く機会とします。
世界の中で存 在感溢れる都市の創造に向けて、新しい力
を武器に自らが率先して未来を切り拓くフロンティアスピリッ
ト溢れる人びとを創出し、感性価値を創造する都市大阪を実
現します。

However, Japa n to day i s face d w it h a va r iet y of problem s,
including a declining populat ion due to t hedecreasing bir t h
rate a nd ag ing populat ion, a nd a delay in responding to
t h e r a pid d e velop m ent of g lob a l i z at ion . Fa c e d w it h t h e s e
problems, it seems as if we have stopped taking the initiative
i n ma k i ng cha nges,rema i n i ng content tosi mply ex pres s ou r
anxietytowardsthe uncertainty of our future.
If we look at t he economic environment in Osaka, it is clear
t h at t her e i s c au s e for c oncer n , si nce ever y t h i ng i s b ei ng
concentrated in Tokyo. This is especially so for small- to midsi z e d c omp a n ie s ,wh ich m a ke up 99 % of t he appr ox i m ately
200,000 companies located in Osaka.
A s one way for re solv i ng t h i s sit uat ion , I bel ieve t hat it i s
ne c e s s a r y to pr om ote t h e f u r t h er ad v a nc em ent of wom en
i n societ y. However, t here a re fa r too few oppor tun it ies for
women right now. One of the major causes for this is because
the environmentfor raising children has not been able to keep
up to sp e e d w it h t he r apid ch a nge s i nou r l i fe st yle s . I f we
look far and wide, we can f ind products developed from t he
perspective of women, and see that businesses are promoting a
type of management that makes use of women’s viewpoints. But
despite such developments, we hardly have any opportunities
to come in actua l contact w it h such role models for women’
s advancement in our own lives. And so, we continue to this
day to find ourselves in a situation where the unique views of
women are not being adequately put to use.
Now is t he t ime for Osa ka to act as t he or ig inator for
rev it a l i z i ng Japa n. We need to look back at ou r societ ya nd
give rise to a vitality that touches upon different generations
and gender. And the way to do this is bythinking beyond the
confines of conventional wisdom and finding ways to draw out
everyone’sfull potential within their chosen lifestyles.
For our TOYP activities during this fiscal year, we are inviting
p e o pl e f r o m a r o u n d t h e wo r l d w h o a r e m a k i n g a n a c t i ve
contribution to society while maintaining their own lifestyles.
By prov id i ng a n oppor t u n it y to have people i n Osa ka come
i n cont ac t w it h t he s e i n spi r at iona l p e ople, we hop e to get
a g l i mp s e of n ew p o s sibi l it ie s t h at wom en h ave a s ac t i ve
participants in bringing changes to our city, and thus giving
u s a v i sion of a n ide a l s o c iet y wher e t he abi l it ie s of e ach
individual is brought out to its maximum potential.
In order to create a city that has a strong presence in the world,
we w i l l develop p e ople who a re f i l le d w it h t he pione er i ng
spirit; who ta ke t heir new found abilit ies as t heir weapon to
take the lead in creating a new future to help us realize the redesigning of Osaka as a new creator of soft value.
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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
ｄｉｎｇ

Ｙｏｕｎｇ

Ｏｕｔｓｔａｎ

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３４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、世界に通用する新たな活力を
大阪に

社会をＲＥ・ＤＥＳＩＧＮ ~ 個々の可能性が最大限に発揮される社会へ ~ を

テーマに、すでに世界中で女性の感性を活かし活躍する経営者や、団体の代表者で
ある『傑出した若者たち』を日本に招聘し、すべての人びとが活力をもって個々の能
力を発揮するライフスタイル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。
一般社団法人 大阪青年会議所
第65代 理事長

別所 大作

Daisaku Bessho
The 65th President
Junior Chamber International
Osaka(Japan)

そこから、より良い社会を築いていくために、世代や性別を超えて、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、身近に出来る事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、都市の人びとが新たな可能性を感じとり、感性価値を
創造する都市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、温かいご支援・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。

Ju n i o r C h a m b e r I n t e r n a t i o n a l O s a k a s t a r t e d " T h e
Outstanding Young Persons (TOYP) program in 1981
in order to promote mutual understanding and greater
com mu n ic at ion w it h ot her cou nt r ie s on t he pr ivate
sector level.
Fo r t h e l a s t 3 4 y e a r s , w e h a v e b e e n b u i l d i n g a n
international private-sector network linking Osaka to
the world, through the program organized each year on
different themes. On the theme of "RE-DESIGN -- Society
in which the potential of the individual is utilized to the
ma ximum--" this year, we invited "outstanding young
p er s on s" wh o a r e bu s i n e s s e xe c ut i ve s a n d le a der s
of or g a n i z at ion s a r ou nd t he world who ut i l i z e t he
sensibilities of women. Through this, we were able to
communicate how lifestyles that utilize their abilities
are being applied to their work and activities.
Through this, we were able to realize the importance of
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taking the first step from conditions around us to build
a better society by recognizing the differences in value
through respect for and greater harmony with others,
transcending age and gender.
I am convinced that the TOYP program this year helped
in city dwellers recognize the new potential and lead
to building Osaka into a city that creates new values
a nd sen sibi l it ies. L a st ly, I wou ld l i ke to ex pres s my
deep gratitude for the warm support and cooperation
provided in the program once again this year.

委員長挨拶
Message from the Committee Chairperson

本年度で３４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、停滞する都市
をより良い未来へと突き動かす新たな可能性を見出して頂こうと、世界に通用する新
たな活力を大阪に社会をＲＥ・ＤＥＳＩＧＮ ~ 個々の可能性が最大限に発揮される社
会へ ~ をテーマに、タイ、ベルギー、メキシコ、アメリカ、ブルガリアの５カ国から、
すでに自国において仕事や活動の中で、女性の感性を活かして活動する経営者や、団
体の代表者を TOYP メンバーとして招聘致しました。９月３日から５日間にわたって、
世界各国の若者たちと女性の感性の持つ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、どのように女性の感性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、大阪の名所巡りや浮世絵体験、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。ＴＯＹＰメンバーには、今まで以上に
一般社団法人 大阪青年会議所

日本の歴史や文化を感じて頂くと共に、大阪市民の皆さまには、より良い社会を実現

委員長

するために女性の新たな可能性を感じ取り、それぞれの力が最大限に発揮される理想

平井 直哉
Naoya Hirai
Chairperson
Junior Chamber International
Osaka(Japan)

の社会を想い描く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
皆様をはじめ、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。

The TOYP Program now in its 34th year produced great
success, t ha n k s to t he pa r t icipat ion of ma ny people
during the period. We owe this most to the support and
cooperation of the many people and organization that
provided us assistance. This year, we invited business
exec ut ive s a nd orga n i z at ion leader s f rom T ha i la nd,
Belgium, Mexico, the United States and Bulgaria, who
ut i l i ze t he st reng t hs of women i n t hei r work a nd
bu si ne s ac t i v it ie s , u nder t he t heme of " R E -DE SIGN
-- Societ y in which t he potent ia l of t he indiv idua l is
utilized to the maximum--", in the drive to uncover new
potent ia l t hat spurs cit ies in t heir stagnancy toward
a better future a nd br ing to Osa ka v ita lit y t hat v ies
competitively with the world. During the 5 days starting
September 3, discussions were held in earnest on the
sensibilit ies of young people a nd women a round t he
world and fostered close friendships through a variety
o f p r o g r a m s . A t T OY P Fo r u m , t h e g u e s t s p e a k e r s
presented to the citizens of Osaka how the sensibilities
of women are being utilized in work and activities in
their respective countries. Additionally, they were able
to gain knowledge of Japan and of Osaka through tours
of sightseeing spots in Osaka, ukiyoe experience and

stays w it h host fa milies. We believe t hat in addit ion
to TOYP members experiencing Japanese histor y and
culture in g reater dept h, t he cit i zens of Osa ka were
able to feel t he promise of women in building better
society and to envision the future where their potential
is mobilized to the full. Lastly, we would like to express
our grat itude to t he Imperia l Household Agency a nd
others who have provided cooperation in the planning
and implementation of the program.
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TOYP スケジュール
TOYP Schedule

日付
9

date

内容

contents

場所

places

TOYP メンバー来日

3

TOYP Members arrive in Japan

Thu

ホームステイ

各ホストファミリー
Each host family

ホテルニューオオタニ大阪

Stay with host family

4

Fri

オリエンテーション
歓迎お茶会
ウェルカムパーティ
Traditional Japanese-style tea party,
orientation,
and Welcome party

The New Otani Osaka
Osaka castle park Hosho-an
Taiko-en

5

Sat

TOYP フォーラム

大阪市中央公会堂
OSAKA CITY CENTRAL PUBLIC HALL

6

Sun

大阪企画

上方浮世絵館・生國魂神社
K a m igat a U k iyoe Mu seu m・I kut a ma
shrine

7

Mon

9

8

Tue

9

9

Wed

9

9

9

9
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TOYP Forum

Osaka Program

東京企画①

フェアウェルパーティ

東京企画②

皇太子同妃両殿下に拝謁

大阪城西ノ丸庭園

豊松庵

太閤園

Tokyo Program ① Farewell Party

Tokyo Program ② Audience with His Imperial Highness
The Crown Prince Naruhito and the Crown Princess Masako

TOYP メンバー帰国

TOYP Members depart from Japan

東宮御所
The Crown Prince’s Palace

TOYPフォーラム （基調講演）
TOYP Forum

株式会社イー・ウーマン
代表取締役社長

佐々木かをり氏
内閣府規制改革会議など数々の政府の
委員・構成員を歴任。
東京大学非常勤講師。
2009 年ベストマザー賞経済部門受賞。
2 児の母。
ewoman,Inc
CEO

Kaori Sasaki

served many government's committee and Regulatory Reform
committee as a committee member
Tokyo University part-time lecturer.
Best Mother Award economic sector award, 2009.
Two children of the mother.

概要
コンサルティング会社経営、１９９６年より毎年１０００
人 近い ｢働く女性 ｣ の集まる ｢国際女性ビジネス会議 ｣
を開催するとともに、安倍内閣では内閣府規制改革会議
の委員も務めた佐々木かをり氏をお招きして、｢個々の能
力を活かして成長する企業｣ をテーマに基調講演をして
頂きました。
佐々木氏からは、グローバル社会の今、企業の経営を
守るとともに、更に企業を成長させていくためには、単に
女性を参画させさえすればよいということではなく、｢視
点のダイバーシティ｣、つまり、違ったものの見方ができる
人を数多く参画させることこそが重要であると熱く語って
頂きました。
私達は、佐々木氏の講演から、多様な消費者に受け入
れられる企業となるためには、これまでのように男性を中
心とした企業ではなく、女性や外国人、ＬＧＢＴなど様々
な立場で多様な視点をもった人材を登用していくことが必
要であることを知ることができました。

Introduction
We invited Ms. Kaori Sasaki to give us a keynote speech
on t he t heme of “compa n ies t hat ach ieve g row t h by
ut ili zing t he abilit ies of t he indiv idua ls.” Ms. Sasa k i
manages a consulting company, and has been hosting
t he Internat iona l Conference for Women in Business
si nce 1996, wh ich at t r ac t s at tenda nce f r om ne a rly
1,0 0 0 work i ng women . She h a s a l s o s er ve d on t he
Council for Regulatory Reform of Prime Minister Abe’s
Cabinet Office.
Ms. Sasa k i spoke passionately, say i ng t hat i n today’
s global society, if companieswish to not only protect
their business but alsoachieve growth, it is important
for them to not only encourage the active participation
of women, but to t hink from t he perspect ive of
diversity—in other words, that it is imperative to get
pa r t icipat ion from ma ny people who a re able to see
things from different perspectives.
As we lea r ned from Ms. Sasa k i ’s speech, in order to
become a company that ischosen by a diverse range of
consumers, we must change from our traditional malecentric style of management into one that incorporates
people with a variety of perspectives, such as women,
foreign citizens, and LGBT.
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TOYP フォーラム（パネルディスカッション講演録）
TOYP Forum

コーディネーター

Coordinator
関西大学
教授

社会学部

森田雅也

パネリスト

Masaya Morita, Professor
Faculty of Sociology
Kansai University

Panelists

①中本久美
株式会社インターフォワードシステムズ
代表取締役社長
通関業全般
(1) Kumi Nakamoto
President
Inter Forward Systems
Customs clearance and brokerage
services

②梅 千得
ワンゲイン株式会社
代表取締役
電気機器輸入卸売販売等
(2) Chieru Bai
President, One Gain K.K.
Import & wholesale of electrical
equipment, etc.

パネリストの 4 名の方からは

中本
私が先頭にたって、結婚や出産などのライフイベントに応じて働く
機会を提供している。
多様な人たちがいるからこそ、組織が活性化されるということを実
感している。

梅
もともとキャリアを積んで家庭に入った主婦は宝の山だという確信
があった。
業務を複数の人ができるようにするなど、子供の病気など突発的な
休みにも対応できる仕組みを整えている。

樋口
日本の企業では、「人に迷惑がかかるから」という理由で有給休暇
取得率が低い。
わが社では 3 年連続で有給取得率が増えるにつれ、
「人に迷惑かけたくないから、早く仕事かたづけよう。」と考える社
員が増えた。

生駒
多様性のチームのマネジメント、簡単ではない。
日本の大学や、MBA でも教えてくれない。
成果をだすべく、トップ自ら日々やり続けなければいけない。
といった意見が聞かれ、
パネリストが取り組んでいる想いや、女性の活躍による成果を参加
者が共有できる機会となりました。

09

③樋口友夫
株式会社天彦産業
代表取締役社長
特殊鋼材卸売
(3) Tomoo Higuchi
President,
Tenhiko Industrial Co., Ltd.
Wholesale of special steels

④生駒京子
株式会社プロアシスト
代表取締役
情報通信
(4) Kyoko Ikoma
President,
Proassist, Ltd.
Information technology

The panelists presented the following opinions.
Nakamoto:
With my child-caring experience, I have worked, thinking of how I will win recognition
within the limited time allocated to work.
I have taken initiative in providing women opportunities to work, adapted to life events
such as marriage and childbirth.
I feel that the corporate organization is vitalized because there are a diversity of
workers.
Bai:
I have the conviction from the start that there is a treasure trove of human resources
among women who became homemakers after building work careers.
We have created schemes in which jobs are covered by a multiple number of people,
enabling employees caring for small children to take leave on short notice, due to illness
of children, etc.
Due to the possibility of workload being passed on to others providing backup, we hope
to create a scheme providing recognition to these people providing backup support.
Higuchi:
Paid leave acquisition rate is low at Japanese business corporations, because employees
are reluctant to "cause problems for others."
With the rise in the rate of paid leave acquisition for 3 consecutive years at our
company,
a growing number of employees have begun to think of "completing tasks early, so as
not to cause problems for others."
This has led to continuous business growth.
Ikoma:
Management of teams consisting of diverse people is not easy.
This is something that is not taught at Japanese universities or business schools.
The top management must continue to work on this every day to produce results.
At the same time, we hope to produce results and business figures and also profits.
The discussion provided the opportunity to learn of the thoughts of the panelists
regarding the issues and to share successes in active participation of women.

TOYPフォーラム （メンバー紹介、講演録）
TOYP Forum

名
名 前
前 Name

エミリー・エリオット

Emily Roush-Elliott

【活動内容】：
建築家や建設業は伝統的に人種や性別などで深刻な区別がなされていますが，彼女は，建築家，設計士として，
男性が主要な役割を占めている分野に女性の観点をもたらしています。
TOYP プログラムに参加することにより，社会的に大きなインパクトを与え，共感される建築を実践すること
を目指しています。
Activities:
The architectural and construction industry still has deep-rooted problems of segregation based on nationality and gender.
However, Ms. Roush-Elliot has managed to bring her own perspective as a woman into the world of architects and designers,
which has traditionally been dominated by men.
By participating in the TOYP program, she aims to create architecture that people can empathize with and that makes a large
impact on society.

名
名 前
前 Name

アーチ・ワンチンダウエスト

Arch Wongchindawest

【活動内容】：
会社設立者・代表者 女性のパートナーと起業し、また社員も６６％が女性。企業に余っているリソースを寄
付して頂いて販売するといった事業の立ち上げや、その他女性パートナーとアイデアを共有し、社会企業家とし
て活躍されており、シーバスリーガル主催の The Venture において表彰を受ける。また、国連関連機関であるＵ
ＮＥＰ（United Nations Environment Programme）に所属しています。
Activities:
A founder and representative of a business that he founded together with a female partner, Mr. Wongchindawest operates a
company where 66% of the employees are women. He is an active social entrepreneur, and has launched a business that sells
resources that were donated by other companies who had no need of them, and shares other business ideas with his female
partner. He received an award for his activities from the Venture hosted by Chivas Regal. He is also a member of the United
Nations Environment Programme (UNEP).

名
名 前
前 Name

アン マリア コルネリア・デ ゲルセム

Ann Maria Cornelia de Gersem

【活動内容】：
スタジオアナマリアコルネリアの創設者
女性や社会的弱者の社会進出を工業デザインによって促進。携わった企画として、糖尿病の女性が外出先でイ
ンシュリンを打つ際に服をめくり上げずとも注射を打てるデザインの服など。

Activities :
Ms. de Gersem is the founder of Studio AnnaMariaCornelia.
She promoted the social advancement of woman and other socially vulnerable persons through industrial design. Some of the
projects that she has been involved in include clothing that allows women to give themselves an insulin shot without having
to roll up their clothes.
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TOYP フォーラム（メンバー紹介、講演録）
TOYP Forum

名
名 前
前 Name

ウンベルト ロブレス メンデス

Humberto Robles Mendez

【活動内容】：
2013 年度、一般社団法人 大阪青年会議所主催の事業に参加経験あり。
女性のリーダーとしての資質向上やネットワーク化に寄与する国際的組織の共同設立者主に女学生を中心に活
動しており、女性活躍のすそ野を広げる活動を行っている。
Activities :
Mr. Mendez has participated in a project for Junior Chamber International Osaka in FY2013.
He is the joint founder of an international organization that helps women to improve their abilities as a female leader and to
promote networking. His activities are mainly focused on female students, where he works to broaden the base for women’s
opportunities.

名
名 前
前 Name

スラビアンカ

ストイコバ

Slavyanka Stoykova

【活動内容】：
ブルガリアの女性企業家協会の代表。中小企業への提言や、女性の起業家支援活動を行っている。また、近年
では京セラと契約し、ソーラーパネルのブルガリア国内での販売権を持つなど、自身も起業家として輸出入やコ
ンサル業務を行う。
Activities:
Ms. Stoykova is a representative of the Association of Women Entrepreneurs in Bulgaria. She offers proposals to small- and
medium-sized companies, and conducts activities to support female entrepreneurs. An entrepreneur herself, she also conducts
import-export and consulting business. Recently, she signed a contract with Kyocera and holds the sales rights for solar
panels in Bulgaria.

ＴＯＹＰメンバープレゼンテーションでは、
① 自己紹介（国、民族的なバックグラウンド）
② 現在の活動について
③ その活動、事業をはじめるきっかけ
④ 私が考える理想の社会
⑤ 大阪のまちの人へのメッセージ
をテーマに、彼ら彼女らのそれぞれの地域における課題や、
すべての人が輝く理想を実現するための活動、そしてその理念について発表いただきました。
参加者は、文化や民族の異なる TOYP メンバーの高い志にふれることによって、自らの力のみならず、特に女性をはじめとする新しい力を活かすことの
可能性を実感し、未来を切り開く意欲を高める機会となりました。

The TOYP presentations featured:
(1) Self-introduction (national and ethnic background)
(2) Current activities
(3) What prompted engagement in the current activity/operation
(4) The ideal image of society for the person
(5) Message to the citizens of Osaka
In the presentations made, the speakers spotlighted the issues in their respective regions, the activities conducted to realize their vision in which everyone achieves selffulfillment and their underlying philosophies.
The participants were able to experience first-hand the potential of mobilizing new sources of power, especially in women, in addition to their own, through coming into
contact with the lofty ambitions of the TOYP members from different cultural and ethnic backgrounds. It provided them the opportunity to gain greater incentive for the
future.
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TOYPフォーラム （参加者アンケート）
TOYP Forum

①基調講演を聞いて、女性が活躍している現状を知
ることができましたか？

②パネルディスカッションを聞いて女性が活躍す
る組織の強みを理解することができましたか？

(1) Were you able to understand the current state of activities by
women through the keynote address?

(2) Were you able to understand the strengths of business
organizations that mobilize women through the panel discussion?

できた
Yes

51.3%

できた
Yes

46.7%

ややできた
Slightly yes

26.3%

ややできた
Slightly yes

28.9%

14.5%

どちらとも
Neither

11.8%

どちらとも
Neither
ややできなかった
Slightly no
できなかった
No

2.6%

ややできなかった
Slightly no

2.6%

2.0%

できなかった
No

5.3%

③パネルディスカッションを聞いてパネリストの
想いや志を知ることができましたか？

④在阪企業や、諸団体の取り組みを知り、あなた自
身が取り組みを始めようと思いましたか？

(3) Were you able to understand the thoughts and ambitions of
the panelists through the panel discussion?

(4) Were you motivated to take action, learning of the activities of
the business enterprises in Osaka and other organizations?

できた
Yes

48.0%

できた
Yes

34.2%

ややできた
Slightly yes

30.3%

ややできた
Slightly yes

32.2%

どちらとも
Neither

11.8%

どちらとも
Neither

21.1%

ややできなかった
Slightly no
できなかった
No

2.0%

ややできなかった
Slightly no

3.3%

3.9%

できなかった
No

3.3%

⑤海外メンバーの活動事例を聞いて、私たちのより
良い未来を思い描くことができましたか？
(5) Were you able to envision a better future for us, learning of
the examples of activities of overseas members?

できた
Yes

35.5%

ややできた
Slightly yes

38.2%

どちらとも
Neither

13.8%

ややできなかった
Slightly no

1.3%

できなかった
No

2.0%
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ウェルカムレセプション
Welcome Reception

オリエンテーション
大阪城を臨むホテルにおいて、TOYP メンバーを対象に、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 メンバーは、これから始まる TOYP プログラムの詳細を熱心に確
認するとともに、初めて顔を合わせた他の TOYP メンバーと交流を深めま
した。

Orientation
Orientation on TOYP programfor TOYP members took place at a hotel
overlooking Osaka Castle.
The members listened intently to the details of the program to start shortly
and engaged in exchange with other members they met for the first time.

歓迎お茶会
オリエンテーションの後、大阪城西の丸庭園内の茶室に場所を移して、TOYP メンバーに
伝統的なお茶会を体験していただきました。
お茶室からは大阪城天守閣を目前に望むことができ、また、西の丸庭園内の散策もあわせ
て楽しんでいただきました。

Welcome tea ceremony
After the orientation, the members moved to the tea ceremony room in Osaka Castle's
Nishinomaru Garden to experience traditional tea ceremony.
After enjoying the view of the Osaka Castle's keep from the tea ceremony room, they enjoyed
a stroll through the Nishinomaru Garden.

ウェルカムパーティー
大阪城からほど近い会場にて、TOYP メンバーを受け入れてくださった
ホストファミリーもお招きして、ウェルカムパーティーを開催しました。
日本食を楽しんでいただくだけではなく、日本の伝統文化であるお座敷
遊びも体験していただくことで、日本への理解を深めるとともに、JCI メン
バーとの交流を通じて、親交を深めていただきました。

Welcome reception
The host families who have accepted the TOYP members were invited to a
venue close to Osaka Castle for a welcome reception.
Offering not only Japanese cuisine but also the country's traditional
entertainment games, the guests were able to gain greater understanding
of Japanese culture and deepened friendship through exchange with the
JCI members.
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大阪プログラム
Osaka Program

TOYP メンバーを、大阪各所にお連れし、
大阪の都市を楽しみながら大阪市民と交
流していただきました。
まずは、大阪城から、水上バスにて、道
頓堀を目指しました。
大阪の街中を走る水脈を辿ることで、水
運に支えられて経済と文化の中心的都市
として発展し、“ 水の都 ” と呼ばれ、日本
の交易拠点として栄えてきた大阪の都市
の歴史について、学んでいただきました。
次に、道頓堀を散策することで、大阪
特有の雰囲気が漂う繁華街で、現在の大
阪の都市の活気を感じていただきました。

昼食会では、たこ焼きを実際に焼くこ
とを体験していただきました。大阪の食
文化に触れていただくことで、お互いの
文化への理解を深めました。また、この
お店は、女性社長が立ち上げたたこ焼き
チェーン店であるため、大阪の女性のバ
イタリティーも感じていただけたことと
思います。
上方浮世絵館では、浮世絵の鑑賞と、
浮世絵制作体験を通じて、大阪の娯楽文
化を楽しんでいただきました。この浮世
絵館の館長も女性であるため、大阪の女
性の持つ、繊細さや芸術的感性について
も学んでいただくことができました。

TOYP members were invited to visit various parts of
Osaka City for enjoyment of what the city offers and
exchange with local citizens. They began thetour with
a cruise on the river shuttle from Osaka Castle to
Dotonbori.
Through the tour of the river system spreading through
the city, the members learned the history of Osaka City
and the reason why Osaka grew as an economic and
cultural center and became a major trade center known
as the "city of rivers." The group next enjoyed a stroll
through Dotonbori to feel the ambience distinctive of
the city and the vitality of the city today. In spending
the day together in Osaka, we believe that we were able
to build closer tieswith the members and were able to
present an opportunity for building better relations
with the world at large, including the countries the
TOYP members represent.

Lunch was taken at Dotonbori "TAKOYAKI"restaurant.
There, the members learned how to make takoyaki
dumplings.Mutual cultural understanding was fostered
through experience of Osaka's food culture. The
members must also have understood the power of
women in the city from the fact that the takoyaku chain
was founded by a woman.
At the Kamigata Ukiyoe Museum, the members
experienced Osaka's entertainment culture through
appreciation of ukiyoe art and hands-on production
workshop. They were also ablel to learn of the artistic
sensibilities and attention to details distinctive of
women in Osaka, from the museum director, who is a
woman.

最後に、生國魂神社にて、神を祀るた
めに女性が舞う神楽を観賞していただき、
日本人の万物に生命を感じる精神性につ
いて、学んでいただきました。
TOYP メンバーに、大阪の文化や独自の
価値観について、触れて、学び、楽しん
でいただく中で、私達自身も、TOYP メン
バーのそれぞれの国の大阪とは違った価
値観について学ぶことができました。
大阪の都市で、一日を共に過ごすこと
によって、TOYP メンバーと、より有益な
関係を築くことができ、また、TOYP メン
バーの出身国を含む世界中の人々と、有
益な関係を築いていくための１つのきっ
かけとなった、と確信しています。

Finally, the members watched Kagura dance dedicated
to the gods and performed by women at Ikutama Shrine
and learned of the Japanese mentality and perspective
toward all creatures and life.
T h r o u g h o f f e r i n g T OY P m e m b e r s e x p e r i e n c e s
in learning and enjoying Osaka's culture and its
unique values, we were able to learn of the different
perspectives other than Osaka from the members.
In spending the day together in Osaka, we believe that
we were able to build closer ties with the members
and were able to present an opportunity for building
better relations with the world at large, including the
countries the TOYP members represent.
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東京プログラム
Tokyo Program

東京企画
江戸トリックアート展や浅草寺、お台場、銀座等を視察、体験しま
した。
その中で交流を深め、建築物やその場その場にある日本にいると気づ
かない些細なことからもビジネスや事業の新たなアイデアの種を吸収
しました。
また、TOYP フォーラムを終えての意見交換や議論の場も提供させ
ていただきました。

Tokyo program
The group visited Edo Trick Art exhibition, Sensoji Temple, Odaiba, Ginza,
etc., for firsthand view and experience.
Through these visits, we were able to find seeds for business ideas and
projects from the details we did not notice until now regarding the
buildings and venues in Japan.
Also, there were opportunities for exchange and discussion after the TOYP
Forum.
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東宮御所訪問、フェアウェルパーティー
Courtesy Visit to the Crown Prince’s Palace / Farewell Party

皇太子同妃両殿下に拝謁
東宮御所にて皇太子同妃両殿下に拝謁しました。
皇太子同妃両殿下より TOYP メンバーひとりの活動に対するお尋ねや
励ましのお言葉を頂戴いたしました。

Crown Prince's Palace visit
At Togu Gosho Palace, the group had audience with the Crown Prince and
Crown Princess.
The TOYP members were asked
questions and received words of encouragement from Their Imperial
Highnesses

フェアウェルパーティー
「もんじゃ屋形船」で行いました。
自分たちで作る日本の下町の味。鉄板を囲みながら TOYP 事業を振
り返り JCI メンバーとの友情を深めました。

Farewell
The farewell event took place on a "monja" river boat cruise. he members
tried their hands on making old-style Japanese plebian food. hrough
preparation and eating the meal together, the members reflected on the
TOYP program and fostered friendship with JCI members.
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TOYPメンバーレポート
TOYP Members’ Reports

在大阪・東京

日本青年会議所会員の皆様

2 015年TOY Pメンバーとして選出いただき、かつ本年度フォーラムにて米国、また
女性建築家を代表してお話させていただくこと、大変嬉しく思っております。今年度の
フォーラムのテーマとして
「女性と共に次世代の企業へ」を設定されたということに、主
催者の皆様の知性および先見の明が現れていると感じます。全ての人
（特に女性）のスキ
ルを最大限活用し、既存の社会システム、経済システム、環境システムを再構築していく
にはどうすればよいか、という問題は、年々その重要性を増しています。そしてその背景に
は、人口増加、温暖化問題等の世界的な問題に加え、地球全体がテクノロジーによって
どんどん狭くなってきているという事実が挙げられます。
米国では一般に、日本には洗練された文化があり、人々は非常に知性的だと認識され
ています。今回が初めての訪日でしたが、この国の人々、文化、建築物の素晴らしさには

Emily Roush-Elliott

感銘を受けました。こうして日本を訪れて、人々の親切心、伝統文化の美しさには本当に
感じ入っています。
「 神は細部に宿る」が体現されており、それが日本文化の特徴だと思い
ます。
（ ステイ先のホストファミリーはもちろん、安藤忠雄の建築見学に力添えをいただい

た方等）日本人の知己を得て人間関係を広げられたこと、
（ 大阪城や生國魂神社等）有名な観光地を訪問し、
（ 茶道、美味しい日本食、上方
浮世絵 館への訪問等）日本文化を体験できたこと、大変嬉しく思っています。
9月5日に大阪で開催されたTOY Pフォーラムでは、日本のビジネス文化についての見識も得ることができました。そこで私のキャリアや
常日頃考えていることをお話する機会を得たことは大変名誉なことです。本フォーラムでは、社会的影響力のある建築家として、建築という
仕事の現場からの視点で、お話させていただきました。より公平な社会を再構築するために建築というものがどんな役割を果たすことが
出来るか、ということです。第１に、建築物あるいは建築という行為を単に静的な対象と捉えてはいけません。建築とは、物理的、文化的、経
済的、感情的に多くの人やグループに影響を及ぼす動的なプロセスなのです。第２に、建築という行為には全ての人の幸福が複雑に絡み合
い、関与してくるのだという信念を根底に、プロジェクトを進める必要があります。つまり、疎外されているコミュニティが有する課題を、特
権的な富裕層のコミュニティと分離して考えることはできないということです。このように建築家は、自分の建築が影響を及ぼす人々と手を
携えて共に進んでいく必要があり、それによってその人たちのニーズに応え、その人たちの思いをサポートしていかなければなりません。最
後に、社会的影響力を有する建築家としては、建築家が関与する仕事の幅を広げていくことが重要です。社会的影響力を有する建築プロ
ジェクトには、優れた設計と建築はもちろん、建築家の仕事と考えられている範囲を超えた、その前後の多くのステップも要求されるという
ことです。例えば、社会の成員と協働してコミュニティのニーズを理解すること、倫理的な財政の確保、現場の慎重な選定、建築パフォーマ
ンスのモニタリング、屋内設計業務、関連政策変更のためのロビー活動等が挙げられます。
JCIの皆様をはじめ、日本の皆様には、今回私自身経験させていただいたこの国ならではの経験を活かしつつ、申し上げました３点を総
合的に進めることで、この国の長所をさらに高めていただければと思います。日本には素晴らしい資産があります。一方で今日、世界には社
会問題、環境問題が山積しており、目的達成のためにはその資産の有用性を見極めることが肝要です。JCIの皆様にはご承知とは思います
が、まずは女性という未開拓の人材を活用すること、それが日本のビジネス文化をさらに向上させる大きなステップとなるでしょう。そのた
めに是非進めていただきたい方策をいくつかご提案申し上げます。第１に、女性が働き易い環境を追求し、女性の職場参加に何が障害と
なっているかを見極めることです。従来男性が占有し、整えてきた職場環境ですが、そこに女性を参加させるためには現状を18 0度転換し
なければならないということはありません。批判的、内省的態度を持ちつつ胸襟を開いて、まず女性自身に対してこの質問を提起すること
で、必要な情報を得ることができるでしょう。第２に、全ての分野において女性を対象として教育・訓練を提供することです。知識も技能も
不足していると感じるような状況は誰にとっても望ましいものではありません。訓練プログラムの策定も女性が行い、建設現場、機械作業
現場等への入り方等、安全かつ支援的な学習環境を整える必要があります。それによって、男性ばかりの職場に女性が入っていく際の障
害を打ち破ることが可能となるでしょう。第３に人というものは、他人、特に自分と類似する人の業績を目安として自分の能力を測るもので
す。様々な職業における女性のロールモデルがあること、現在そして次世代の女性たちが戦力となっていくためには、これが絶対に必要で
す。
最後にもう一度、本TOY Pフォーラムを企画し、私に話をする機会をいただきましたJCIの皆様に感謝申し上げます。日本滞在中は非常
に温かく迎えていただきました。今回築くことのできた人脈を基に、旅行者としてまた社会的影響力を持つ建築家として将来また来日でき
ますことを願って止みません。ありがとうございました。
Emily Roush-Elliott
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Esteemed JCI Members in Osaka and Tokyo,
I am honored to have been selected as a TOY P participant in 2 015 , and it has been my pleasure to represent the United
States of America and female architects at this year’s conference. The topic that JCI chose for the 2 015 conference
shows the intelligence and prescience of the organization’s members. Questions regarding how to maximize resources
by utilizing the skills of all people (especially women), and redesigning our social, economic and environmental systems
become more pertinent with each year that the global population increases , climate change advances , and we become
more connected to each other through technolog y.
I n the United States , Japanese culture is thought of as very refined and Japanese people as very intelligent . Though I had
never previously visited Japan, I had a high opinion of the people, the culture and the architecture of this country. Now
that I am here, I am amazed by the generosity of the people and the beauty of the traditions. It is clear that attention
to detail is important in Japan, and that this is a culture of excellence. I have been honored to expand my network
to include Japanese acquaintances (including a family who hosted me in their home and an individual who helped me
visit some of the architecture of Tadao Ando), visit important landmarks (such as the Osaka Castle and the I kutama
Shrine), and experience Japanese culture (through a tea ceremony, outstanding culinary experiences , and the art at the
KamigataUkiyoe Museum).
During the TOY P forum in Osaka on September 5th , I also gained insights on business culture in Japan and was honored
to share a presentation about my career and my outlook. As a social impact architect , I bring the perspective of the
built environment to the TOY P conference. How can architecture play a role in redesigning a more equitable society?
First , we must view architecture and built projects not just as static objects. Architecture is a dynamic process that
impacts individuals and groups physically, culturally, economically and emotionally. Second , the way that I practice
architecture is guided by the conviction that your well-being and mine are intertwined and inseparable. This means that
the challenges of marginalized communities are not removed from the privileged and the wealthy. As such , we must
engage and collaborate with those who will be affected by our designs in order to respond to their needs and support
their aspirations. Finally, social impact architecture expands the scope of work in which the architect is involved . A social
impact architecture project demands excellent design and construction of a building, but also many other steps before and
after what is typically the purview of the architect . This may include a collaborative process with all members of society
to understand community needs , securing ethical financing, careful site selection, building performance monitoring, design
of activities within a space, and lobbying for relevant policy changes.
Combining this professional methodolog y with the experiences that I have now had in Japan, my hope for the people of
JCI , and all of Japan, is that you can amplify you excellence. By this I mean that Japan has incredible assets , but as we
address the wicked social and environmental challenges of our world today we must value all of our assets in order to
realize our goals. As JCI has already acknowledged , a major step toward amplifying the excellence of Japanese business
culture will be beginning to utilize the great untapped resource of the female population in Japan. I n order to do this ,
I would recommend three things. First , engage with women in a way that is comfortable to them to find out what the
barriers are to their participation in the workplace. I nviting women into an environment that is male dominated or a
traditionally male setting will not break down the status quo. I n order to get relevant information, this question must
be posed to women in a way that will allow honesty, criticism and self-ref lection. Second , provide training opportunities
for women in all fields. No one seeks situations in which they feel awkward or unskilled . Training programs designed
by women that create a safe and supportive environment to learn how to participate in fields such as construction
or mechanical work would begin to break down the barriers to entry for females into even the most male dominated
professions. Third , all people look to the achievements of others to gauge their own capabilities , in particular, we look
to the achievements of people who are similar to ourselves. Female role models in various professions are essential to
including both current and future generations of women in the work force.
It is with great gratitude that I would like to end by thanking the JCI for organizing the TOY P program and for selecting
me as a participant . I have been honored and treated with great hospitality during my time here in Japan, and hope to
build professional partnerships that will allow me to return to this country as both a visitor and a social impact architect .
Respectfully,
Emily Roush-ElliottEmily
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私たちタイの人間にとって日本は夢の国です。美味しい日本食や和菓子、革新的
なデザインや技術、魅力的な観光地の数々・・
・今回が２度目の訪日となりますが、前
回訪日した際、あらゆることに関して、細部にまで神経が行き届いている日本人の仕
事ぶりに対し、毎日毎日が驚きの連続だったことを思い出します。全ての人が自分の
仕事に最善を尽くし、それが全体としてコミュティあるいは社会の利益となる、そう
いった日本的な社会に心酔したと言っても過言ではありません。他国に優れたこの
日本的な文化には、個人的に非常に感銘を受けました。以来日本文化の信奉者の
一人として、この文化が世界中に広がることを願っています。
前回の訪日は、いろいろな意味で私の仕事に大きな影響を及ぼしました。私は
socialgiver.comという組織で、
「 与え合うエコシステム」を創出する仕事をしてい

Arch Wongchindawest

ます。これは、人々と企業とが協働して社会貢献する制度ということができるでしょ
う。企業に対しては、予備のサービスキャパシティ
（ホテルの空き部屋、売れ残りのチ

ケット等）を活用することで、社会的責任を果たすソリューションを提案しています。使われなかったサービスというのは通常何の
役にも立ちませんが、それを社会貢献に活かすことを提案しているのです。企業にこれらのサービスをギフトカード
（ホテル宿泊券、
レストラン食事券、イベントのチケット等）として提供してもらい、私どものホームページに掲載します。それを一般の人々が購入し、
収益を慈善事業に役立てるというわけです。身体に障がいをもった子どもたちの教育支援、身体障がいを持った女性の支援、環境
保護等、幅広い活動を推進しています。私どものホームページからギフトカードを購入する人にとっては、買い物や旅行をすること
で、手軽に社会貢献をすることができるのです。
さてこのたび、二度目の訪日を果たすことができ、本当に嬉しく思っています。またこの１週間、人生初というほど手厚くまた温か
いおもてなしを受け、JCI大阪の皆様には、期待をはるかに上回るお心遣いに感謝のしようもありません。おかげで快 適な旅を満喫
させていただきました。お世辞ではなく全てが完璧です。今回多くのJCIの方にお世話になり、中には英語を話されない方もありま
したが、なんとか私どもTOY Pメンバーとコミュニケーションを取り、私どものためにお骨折りいただきました。大阪城観光、茶道体
験、美味しい日本食や自国の料理等々・・・ホストの皆様のおかげで思い出に残る数々の経験をさせていただきました。今回の訪日
は生涯忘れることのできないものとなると思います。TOY Pメンバーとして選出いただきましたこと、深く御礼申し上げます。
このたび日本で知己を得ました方を含め皆様、次回は是非私どもの国タイへどうぞお越し下さい。タイの文化の粋を体験いただ
けるよう、案内させていただきます。タイは日本とは大きく異なる国です。規則にも時間にもいたってゆるく、あまり難しく考えずに楽
しく毎日暮らすという国民性を持っています。休暇として骨休みをし、充電していただくには最適の国だと思います。ですがタイは実
は、特に観光業、旅行業において女性参加率が非常に高い国でもあります。サービス業においては、男性よりも相手の心を慮るとい
う点に優れていることから、相手の気持ちを理解し相手との関係を育むことができるとして、女性の活躍は目覚ましいものがありま
す。私どもソーシャルギバーとしても観光業、旅行業の支援には力を入れており、女性を活用して社会により前向きの影響を与えよう
としています。
このたびご招待いただき、私どもの仕事についてお話する機会を得ましたこと、大変嬉しく思います。私の話を聴いて、日本の皆
様も女性の職場参加をもっともっと促 進していただければと思います。先ほど述べましたように、私にとって日本はインスピレーショ
ンの源です。日本で得たことを最大限活用し、自分のキャリア、そして自国の改善に尽くしたいと願っています。今回お伝えしたかっ
たのは、私どもの国タイの美しさと、社会での女性活用についてです。最後になりましたが、今後も素晴らしい日本的文化を広める
お手伝いをし、それによって世界がより良いものになっていくよう願っています。
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Japan is a dream destination for most Thais. Most famous for the delicious food and sweets, innovative design
and technology, and wonderful tourist attractions. This was my second trip to Japan. On my first , I was
amazed every single day at the dedication and attention to detail that is put into everything. This made me
idolize Japan as an ideal society in which every single person commits to doing their personal best for the
benefit of the community and society as a whole. This is personally very inspiring for me and something I
hope to see more of around the world. I had become a big fan of Japanese culture and truly wish to see it
spread to many more countries.
I n some ways, my previous trip to Japan has inspired my work. I am creating a‘giving ecosystem’on
socialgiver.com where people and businesses can work together to help society. For businesses, we provide a
solution that allows them to be socially responsible by using their spare service capacity (e.g. unfilled hotel
rooms, unsold tickets, etc). Because this unused service capacity generates no value to anyone, we are hoping
that businesses would be willing to allow it to be used to help society. To do so, we offer giftcards (e.g. hotel
nights, restaurant giftcards, event tickets, etc) from these businesses to people on our website, and when
people buy it , the revenue received goes to support charity projects. We support a range of projects that range
from helping put disadvantaged children through school, or empowering women with disabilities, or protecting
the environment , and more. People who visit our website are able to shop for lifestyle and travel experiences
and make a positive impact very easily.
I could not have been more excited to return to Japan for the second time. Never before in my life have I
ever felt more welcomed and well-taken care of than this past week. I sincerely wish to thank JCI Osaka
for going above and beyond my expectations to ensure that I have a pleasant journey. Everything was just
perfect and however I describe it would not give them enough credit . I was given the opportunity to get to
know many Japanese people from JCI and even if many could not speak English, they never gave up to try to
communicate and to make our TOY P group feel comfortable. We visited the Osaka Castle, participated in the
Tea Ceremony, enjoyed many delicious meals, made our own delicious meals, and many more unforgettable
things thanks to our wonderful hosts. This is a trip I will never forget and I am deeply honoured to be part of
TOY P.
I hope to be able to return this favour one day when my Japanese friends (including the new friends that
I have just made) come to visit Thailand. I am sure that you will have an amazing experience where I can
also share the best of our culture with you. Thailand is very different . We are very relaxed about rules and
time, we are very easy going and like to enjoy life. It will be an excellent place for you to relax and recharge
during your holidays. Thailand is also the country with one of the highest level of women participation in
the hospitality and travel sector. I n Thailand, we have found that women perform very well in the service
sector due to the tendency to have a higher level of empathy than men, making them more understanding and
nurturing. Socialgiver has worked hard to support the hospitality and travel sector, empowering women to
make an even greater positive impact in society.
I am happy to be invited to share the work I am doing, and I hope that the people of Japan will be inspired to
involve women more and more in the workforce. Japan is my inspiration. I wish to take the best things from
what I learn here to improve my life and my country. As much as I loved talking about how beautiful my
country is and how we engage women in our society, I also hope to help Japan spread it’s impressive culture
because I believe that the world will become a better place to learn it .
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まずはじめに、TOY Pフォーラムに関わられた、大阪およびJCIの皆様に感謝申し上
げます。TOY Pメンバーとして選出いただき、講演する機会をいただきましたこと、本当に
嬉しく思います。皆様と過ごしたこの１週間、数々の素晴しい経験をさせていただきまし
た。

Ann Maria Cornelia De Gersem

TOY Pのことは知らなかったのですが、実はベルギーでも継続して活動している組
織ということを知りました。TOY Pとはどういう組織かということ、そしていろいろな課
題に向けて活動を推進されているということを理解しましたので、今後はベルギーでも
TOY Pについて広めたいと思っています。今回のTOY Pフォーラムでは、責任者の方を
始め、スタッフやホストの皆様いずれも全力でのご尽力、しかも本業の傍らここまでされ
るということに、非常に感銘を受けた次第です。
関西国際空港で私ども一行は、到着直後からまるで家に帰って来たかのような温か
い歓 迎を受けました。ホストファミリーでの温かいおもてなし、私どもが心地よく過ごせる
ようにとの数々の配慮、そういったものの前には言葉による壁など無きに等しいものでし
た。本当に感謝の言葉もございません。

さて、TOY P事業および2 015年同フォーラムのテーマ
「女性と共に次世代の企業へ」について知りました折、是非応募したいと思いまし
た。私自身、女性 起業家であるためです。女性には男性と同等の機会を与えるべきだというのが、常々私が思っていることです。育児あるい
は夫のキャリアをサポートするために女性が置いてけぼりになったり、あるいは男性の下という地位に甘んじたりするのはよくあることで
す。
女性は会社を変革することのできる良き起業家である、という認識をまず持つことが重要です。日本の女性たちももっと高い地位を与えら
れて然るべきだと思います。管理職としても女性は素晴らしい働きをすることができ、長い目で見れば十分割に合うことになります。諸外国
でもこのことは十分実証されています。
TOY Pが敢えてこのテーマを選ばれたこと、非常に興味深く感じました。勇気を持って前進するという意思を示すものだと思われるから
です。何であれ変革を選ぶことは容易なことではありません。しかしTOY Pメンバーの皆様は確かに将来を見据えていらっしゃるということ
です。今や女性にも仕事やビジネスで十分やっていける力があるということは周知の事実です。TOY Pとしては、会員の皆様が革新というこ
とを敢えて考え、行動に移していくことを望まれているのでしょう。
大阪で開催されたJCI TOY Pフォーラムでは、ソーシャルデザイナーとしてのキャリアから、私なりの考えを述べさせていただきました。
来場者も多く、TOY Pは非常に成功を収めている組織であり、その会員もまた、社会的影響力の大きい方々なのだろうと思いました。
佐々木かをり社長による基調講演は、私にとってまさに目から鱗でした。佐々木社長の話を聴いて、日本人にはまだまだ伸びる余地があ
り、モチベーションを持って女性はもっともっと声を上げるべきだ、ということが分かりました。
パネルディスカッションも非常に興味深く拝聴いたしました。往々にして公衆の面前で女性は討論したがらないものですが、パネリストの
構成も、男女の割合に配慮されていました。TOY Pメンバー5名の構成も同様に男女バランス良く選出されていました。男性2名に女性3名
というのは適切だったと思います。
TOY Pの皆様のおかげで、私ども5名のTOY P会員は、日本文化を満喫することができました。洗練された文化、両親や先祖を敬い互い
のことを思い遣る心、自然の中で自然と共に生きる・・・そういった面において、私たちベルギー人は日本の皆様を只々仰ぎ見るような思いで
す。このたびTOY Pフォーラムにご招待いただき、本当にありがとうございました。茶道体験、大阪城見学、舟遊び、上方浮世絵 館、生國魂
神社、そして居合道体験では巻藁斬りも体験させていただきました。夜は夜で各種様々な日本風の仕出し料理を満喫することができまし
た。皇室への表敬訪問という、忘れることのできない貴重な経験もさせていただきました。ベルギー人ということで、皇太子殿下にお引合せ
いただきましたが、この貴重な経験に関して、TOY Pの皆様には感謝の申し上げようもございません。帰国後、この素晴らしい組織TOY P
については母国の女性や仕事仲間に伝えていきたいと思っています。
TOY Pがこの素晴らしい事業を今後も継続され、全ての会員の方々のご尽力が大きく実を結びますよう、また、若い世代の方々がTOY P
から刺激を受けられ、勇気を持って活動を進められますよう、祈念いたします。
言葉足らずではありますが、この5日間にお会いした方、お世話をおかけした皆様へ心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
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First of all I want to thank JCI TOY P for the great time in Osaka. It was an honor I was selected and invited
to the TOY P program. The week with JCI TOY P was an exceptional experience.
Before my selection I didn’t not know TOY P. But now TOY P will be always an organisation to follow, even
in Belgium. I could see where TOY P state and how professional they tackle everything, I will spread the
word in Belgium about your organization. The leaders, the hosts, the members and anyone who is involved in
TOY P committed 10 0% . Also knowing that everyone does the work for TOY P in addition to his /her job. I was
impressed.
Upon my arrival at the airport Osaka Kansai Airport was a whole delegation waiting for me enthusiastically.
It felt like coming home. The warm receipt in the guestfamily, the great effort that they made to make me
comfortable, even there was the language barrier. There are no words to thank you enough.
When I heard of the TOY P program and the theme of 2 015, "How can women become more involved
in entrepreneurship," it seemed like a good opportunity to submit an application. Me, woman and and
entrepreneur, I find it important that women get equal opportunities as men. Often we see that women lose out
and put themselves in second place to take care of the children or to the man serving so he can build a career.
It is important that women are seen as good entrepreneurs who can make the difference in a company. I hope
that Japan will give the woman the opportunity to entrust more women to senior positions.
Women are certainly a value in management jobs. I n the long run this will surely pay. This evidence is already
in other countries.
It is unique that TOY P dare to bet on such a theme. It is testimony to courage and progress. It is not always
easy to choose to change, but the young people of TOY P look ahead to the future. One is aware that women
has a lot to offer professional and commercial level. TOY P encourages to think, requires its members to be
innovative and wants to see action.
From my own profession as Social Designer I could share my insights at the JCI TOY P
Forum in Osaka.
The high turnout shows that TOY P is a thriving organization and its members always inspires again.
The Keynote Speaker at the Forum, Ms. Kaori Sasaki was for me a great eye- opener. She let me see that the
Japanese people certainly can grow and that the motivation is to make women much more can speak.
The discussion panel was also very interesting. The composition, attention was paid to the mix of men and
women, which is not always easy to find women who want to debate in public. Same with the selection of the
five TOY P members. Care was considered that the balance was observed between men and women. It was nice
to see that we were invited by three ladies next to two men.
TOY P made five TOY P members were immersed in the Japanese culture.
The refinement , respect for parents and ancestors, caring for each other, living in and with nature, make that
Belgians look up again and again to Japan.
It was a great honor to be invited to the TOY P program.
We were allowed to taste a tea ceremony, we could visit the Osaka Castle, we were taken by boat , we were
amazed by the Kamigata Ukiyoe Museum, I kutama Shrine and Iaido experience where we went to work with
the wood blocks.
Each evening we were pampered with all catered dinners, always different , always a bit of Japanese culture.
The visit to the Royal Family is an unforgettable and unique experience.
TOY P made it possible for me as a Belgian, that I could come to the Crown Prince of Japan. I can’t thank
enough TOY P for this huge experience. I'm going to tell about this fantastic organization to Belgian women
and professionals.
I hope TOY P program continues to organize this beautiful program and that all TOY P members may be
rewarded for their hard work and respect . I wish you a lot of courage and that young people should be inspired
by TOY P.
I know that my words have little weight , but I sincerely say thank you to everyone I could meet during the
5 -day and looked after me.
THA N K YOU !
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今回２年ぶりに大阪を訪れたことは、日本の魅力的な文化に対する私の概念を、前回
と比較し新たに形成することができるとても素晴らしい機会になりました。私にとって今
回の訪問は、前回とは異なり経済学を学んだ後のものだったので、教育が世界の捉え方
を変えるものだということがよく分かりました。今回の訪問では、以前よりも多くの隠れた
社会的側面を見いだせたように思います。日本の島々の文化に見られたあらゆる面に共
通する特徴は、敬う心で、それは人間関係にだけ感じられたのではなく、建築、宗教、企
業、そして自然との関係の中にも見ることができました。私の個人的な見解では、敬う心
は重要な価値観で、秩序や効率の良さ、勤勉さで表現される日本人の宇宙観の根源で
もあると思いました。
またTOY Pプログラムに関しては、日本のリーダーの方々と経験を分かち合いながら、
この特別な島国日本の価値観や慣習、伝統への理解を深めることで、私たちの共生プロ
ジェクトをさらに進めていくことができる機会を与えて下さった大阪青年会議所の皆様
に本当に感謝しています。最も思い出深い体験となったものには、日本人の家族と過ごし
たことが挙げられます。ホストファミリーの子どもと日本について、また自分の国や世界に
Humberto Robles Mendez
ついてどう思うかを話し合えるすばらしい機会となりました。ただ座って周りを見回すこと
でも文化から学べることがたくさんあることは興味深い事実ですが、今回のプログラム
は、日本文化の基盤について考察できるようにたくさんの項目が設けられた集中的な体験でした。
今週お目にかかった日本のTOY Pメンバーにも見られた多様性は、希少で経済活動にとっては不可欠の要素です。女性と男性の労働力
のバランスがとれている経済では、全体としてより多くの人的供給があり、社会の多くの需要に対応できるので、富を生む可能性が高くなり
ます。ヨーロッパの複数の先進国でもメキシコの土着文化でも、社会の中にこの原則が実際に当てはまる例を見る機会がありました。こう
いった能力主義の下では、個々の可能性が失われることなく、最も重要な地位は、立場の如何を問わず最も適した人に委ねられるのです。
こういった社会は高度に発展し、個々の能力を伸ばして、すべての資源を最大限に活用するために、バリューチェーン
（価値連鎖）の視点か
らそれぞれが社会に参画できるようになっているのです。
TOY P2 015は経済学者の私にとって、いい刺激となるものでした。なぜなら、日本は世界の中でも最も重要な国の一つであり、特に私の
国と同じく着実に高齢化と人口の減少が進む経済状況の中、女性の力を用いて経済成長を遂げることの重要性を探求しようとする前向
きな考えを持つ国だからです。I M （
F 国際通貨基金）の人口予測によると、2 0 4 0年までに総人口に占める65歳以上の割合は36％にまで上
昇し、労働者と退職者の比率は、およそ２対１に達します。これは、近い将来に労働力が大幅に不足し、日本の長期的な発展は危うくなると
いうことです。こういった急速に高齢化する社会の影響で、先進経済諸国間では労働力が著しく減少してしまいます。しかし、I M Fの同レ
ポートでは、日本の移民率と女性の就業率はOECD諸国の平均よりもかなり低いことから、労働力の規模の減少を緩和するためにできる
ことが日本にはまだまだたくさんあると指摘しています。移民に対する姿 勢や政治的な考えはすぐには変わらないですが、日本の教育水準
の高い女性が労働力として参画するためのさらなる支援を行うことはできるのです。労働市場に参入する女性の数を増やすことは、利用で
きる労働力を量的に高めるだけではなく、平均的な日本の女性は男性よりも高い教育水準に達しているという調査結果があることから、高
い能力を備えた労働力の数を増やすことになるのです。
今回の訪問は特別なものでした。なぜなら、日本で始まったウーマノミクスというコンセプトに刺激を受けたことで、様々な国のベテラン
のリーダーたちとの交流を通じて若い女性のリーダーを育成し、地域に活力を与えようと、ウーマン・アンバサダー・フォーラム
（WAF）とい
う国際組織を、メキシコとアメリカにおいて共同で設立したからです。皇太子徳仁親王そして皇太子妃雅子様とWAFが取り組んでいる活
動についてお話しできたことは、リーダーシップや成長について認識を深めることができたすばらしい経験となりました。
日本の将来的な見通しについては、力をつけて社会的な地位が向上した女性を制度に組み込むチャンスだと考えています。日本は、メ
ディアを通じて女性のロールモデルを打ち出して、企業や政府を含めて広く世間に受け入れられるようにする必要があると思います。また
私は、企業がどのように組織されているかを見直して労働市場の構造を再検討することで、女性の手によって女性のために作られた企業
が現れることになると予測しています。そういった企業は、女性従業員のために設けられた、託児施設などのインフラを備え、エネルギーに
満ちているでしょう。日本でのこういった変化は、桜吹雪のようにやってきて、新しく、より公正な進路を示してくれるでしょう。今回の旅行
では、メキシコと共通する側面をたくさん発見したことで、両国が良好な関係を4 0 0年以上も維持できている理由や、今世紀の課題に立ち
向かい繁栄を築くために、両国の絆を引き続き強化していかなければならない理由がはっきりと分かりました。将来的には、私の組織やプ
ロジェクトが、国際関係を理解し世界平和を維持するために、今後も大事なかぎとなる日本という国にいるパートナーと関わり合えることを
願っています。
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Coming back to Osaka after two years offered me a very special opportunity to compare and to reshape
concepts that I developed about this fascinating culture. For me this visit represented the before and after of
my economics studies, this experience has shown me how your education makes the glass through where you
see the world. I feel that in this occasion I have discovered more hidden social aspects than before. A common
characteristic that I find in every aspect of the culture of these islands is respect , not just felt in human
relations, but in its architecture, religion, businesses, and relations with nature. From a personal standpoint
I see respect as the key value and primary root of Japanese cosmogony, expressed in order, efficiency and
diligence.
Related to TOY P Program Iwould like to thank the Junior Chamber I nternational Osaka for offering us the
opportunity to enhance our communitarian projects not only by sharing experiences with leaders of Japan
but alsoenriching our understanding of the values, customs and traditions of these exceptional islands. One of
the most memorable experiences wasstaying with a Japanese family. This was a special moment ; to have the
opportunity to talk with the children of the family about Japan and how they see their country and the rest of
the world. It is very interesting what you can learn from a culture simply sitting in a place and looking around,
but this program has been a very intensive experience with many details that allowed us to examine the basis
of Japanese culture.
Diversity, such as that seen by TOY P members in Japan this week, is an essential source of scarcity and hence
economic activity, so that in economies where there is a labor balance between women and men there is a more
comprehensive supply that responds to more demands of society, and thus is more likely to generate wealth.
I had the opportunity to see examples of this principle in action in societies in some developed European
countries as well as in some indigenous cultures of Mexico. I n these meritocracies no human potential is lost
andthe most strategic positions are in hands of the most qualified, regardless of their conditions. These societies
are highly evolved and train talent ; shaping it and allowing it to be incorporated through value chains to
optimize and leverage all resources.
TOY P 2 015 inspired me as an economist because Japan is one of the most important players at the international
level, and is very forward-thinking to propose this exploration of the importance of economic growth
through women, particularly in light of economic parallels with the steadily aging and decreasingpopulation
in Japan. Population projections by the I MF ( I nternational Monetary Fund) suggest that the share of the
national population over age 65 will rise to 36 percent , and the ratio between workers and retirees will reach
approximately two to one by 2 0 4 0. Thisrepresents an important lack of workforce in the near future, putting
Japan’s long term developmentat risk.The consequences of this rapidly aging society represent the sharpest
decline in labor force availability among advanced economies. The same I MF report suggests that there is still
much Japan can do to help mitigate the decline in the size of its workforce because both immigration and female
labor participation rates are well below OECD country averages. Although attitudes and political sentiments
about immigration do not change quickly, there is much Japan could do to support its highly educated female
population to participate in the workforce. Getting more women into the labor market not only would ref lect
an increase in the quantity of the available labor force, but also a more skilled labor force because there is
evidence that on average Japanese women reach higher levels of education than their male counterparts.
This visit was very special because the concept of Womenomics that was originated in Japan inspired me
to take action in Mexico and the United States to co -found an international organization called Women
Ambassadors Forum ( WAF) to empower communities through the development of young female leaders who
gathers with senior leaders of various countries. Talking with their Imperial Highnesses the Crown Prince
Naruhito and the Crown Princess Masako about the activities committed through WAFwas an amazing
experience that enriched my perspective of leadership and development .
My ref lections in relation to the future prospects of Japan are related to design opportunities, especially those
that include empowered women being promoted in society. I believe that Japan needs to boost female role
models through the media, particularly public recognition that could come from companies or the government .
I also foresee a redefined architecture of the labor market that rethinks how companies are organized, allowing
the arrival of businesses that are designed by and for women. These organizations would include infrastructure
and work dynamics (such as child care facilities) designed for female employees. These changes in Japan
would come like a blizzard ofSakura petals, bringing a new and more just pathway forward. Also,during this
trip I found many shared aspects with Mexico that confirmfor me why our nations have maintained positive
relations for more than four hundred years, and why these bonds must be continuously strengthened to face the
challenges of this century and to build prosperity. I n the future, I hope my organizations and projects engage
with partners in Japan, a country that will continue to be a key to understanding international relations and the
maintenance of global peace.
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私が大阪で体験したことは、これからの人生に影響を与えるような他では味わうこと
のできないものでした。今回、初めてアジアを訪れ、JCI大阪のメンバーの助けを借りて
TOY Pプログラムに参加し、日本古来の文化の実に多くの異なる側面を見いだす機会を
得られたことを大変うれしく思います。日本文化については、寿司、ワサビ、俳句といった
誰もが知っているようなこと以外はあまり知識がありませんでした。皆さんは、目に映る
もの全てに興味を示した私に、食事、音楽、文化、建築、舞踊、美術といった五感を刺激
する分野に関するたくさんの情報を与えてくださいました。茶道の無駄のない動き、舞踊
のゆったりとしながらも細部まで神経の行き届いた動き、和楽器の澄んだ音 色、日本の
芸術作品の精密なラインなど、あらゆるものに繊細さや謙虚さを感じました。舞台やイベ
ントに積極的に参加して日本文化を味わう機会を与えてくださり、珍しい体験ができたこ
と、本当に感謝しています。

Slavyanka Stoykova

大阪での初めての夜をホストファミリーと過ごすということはとてもすばらしい考えだ
と思いました。日本の普通の人が日常で体験するような、日本文化の奥深さに触れるこ
とができた他では味わえない体験となりました。協力的な良き友人と出会えたことで、自
宅から何千キロも離れた場所でも、非常にくつろいで過ごすことができました。

日本は私にとって、相手が求めていることを感じ取ることに全神経を注ぐおもてなしの心や清廉、高潔といったものの象徴的な存在とな
りました。多くの方にも是非同じように感じていただきたいと思います。
私のプレゼンテーションでは、
「 男性も女性も活躍できる社会」という今回のフォーラムの主題について祝意を表し、これから皆さんが
行う新たな試みもサポートしたいと申し上げる機会がありました。職場における女性の参画促 進や、夢を追い企業家としての可能性を高め
るためのエンパワーメントや支援といった課題は、私が取り組んでいる分野でもあり、私たちの協会がブルガリアやその他の国々でこの課
題について取り組んでいる成果を今後も皆さんと共有していきたいと思います。女性は社会を変えることができるのですが、自分たちだけ
ではなかなか行動を起こせません。そのような女性たちのためにも皆さんの取り組まれている運動がこれからも継続できてうまくいくことを
祈っています。チームみんなと一緒に難しい選択についても決断し、業務に創造性と革新性を取り入れ、時には実利的で粘り強く、他者に
耳を傾け理解するという女性ならではの能力で人を喜んで受け入れ共感する、こういった今日の難題に対応するためにあらゆる業種で必
要とされる資質を備えたインクルーシブ・リーダーに女性はなることができるということを女性自身が理解できるように、男性も支援の手を
差し伸べるべきです。
この場をお借りして、滞在している間、細部まですべてがきちんと整えられていたことに非常に感動したことを重ねて申し添えたいと思い
ます。どんなときでもしっかりと管理されてすべて予定 通りに進んでいました。JCI大阪のメンバーの方々が、前もって予測できるリスクだけ
ではなく不測の事態にも対処できるように周到に準備されたことに称賛の意を表したいと思います。
今回、このような将来的に決して無駄にはならない、思い出に残る経験ができる機会に参加できたことを光栄に思い、心から感謝しています。
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My experience in Osaka was life changing and unique. It was my first time in Asia and I’m glad that with the
assistance of JCI Osaka members and TOY P program I had a chance to discover so many different aspects
of Japanese ancient culture. I didn’t know much about it , except of the common things like sushi, wasabi and
haiku. I was curious about everything and you gave me a plenty of information for all of my senses – tastes,
music, culture, architecture, dance and arts. Sensitivity and modesty feels in every element - in the simple
movements during the tea ceremony in the slow but controlled movements of the dance, in the pure sounds of
the instruments, in the precise lines of Japanese arts. I am grateful that you gave us the opportunity to taste
everything and become active participants in each of the ceremonies, which made my experience even more
unique.
I really appreciated the idea to make us stay with a host family during our first night in Osaka - an unique
experience that let me feel the deepest recesses of the Japanese culture, as experienced in the everyday life by
the regular Japanese people. I find good and supportive friends that made me feel amazingly at home, even if I
was thousands kilometers away from mine.
Japan became for me a symbol of hospitality, an absolute attention to the needs of the other person, purity and
dignity, that I will recommend to everybody to feel.
During my presentation I had the opportunity to say that I congratulate you on the topic of the forum „ Society
where men and women play an active role”and I will support you in every next step you wish to undertake.
The matter of the inclusion of women in the work process, empowerment and support for them to follow their
dreams and develop their entrepreneurial potential is a field of interest for me and I wish to continue to share
with you all the efforts that my Association is making in that aspect in Bulgaria and abroad. I wish you luck
and persistency with the actions you undertake, because women really can make a difference, but they are shy
to do it alone. Men should give them a hand and help them to understand that they can be amazing inclusive
leaders that engage teams in difficult choices, creative and innovative in what they have been doing, sometimes
pragmatic and persistent , welcoming and empathic with their capacity to listen and understand - so many
qualities that every business needs to have on board to respond to the challenges of today.
I use the f loor to emphasize once again how amazed I was by the perfect organization of every small detail
during my stay. Every single moment was managed and right at the place it should be. I admire the way the JCI
Osaka members managed to predict and prepare every detail, not only handling the foreseeable risk, but even
the one that goes beyond the predictable.
I’m really grateful and have been honored to take part in this unforgettable experience that for sure will not
remain vain in the future.
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過去のTOYPテーマ・メンバー
（1/2）
Past Theme and TOYP members

年代

ＴＯＹＰテーマ

ＴＯＹＰメンバー

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

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
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「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

過去のTOYPテーマ・メンバー
（2/2）
Past Theme and TOYP members

年代

ＴＯＹＰテーマ

ＴＯＹＰメンバー

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～

※

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

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

第33回

2014年

「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～

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

Ms. Sara Eid / Mr. Damir Muzafarov / Ms. Maria Fatima Manzano / Mr. Surawech Telan
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