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● 目次年代

ＴＯＹＰテーマ

Index

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
●第1回
TOYP
とは

What is TOYP?

第2回

1982年

先進国の憂鬱、その処方箋をさぐる

● TOYP のはじまり

Beginnings of TOYP
世界と日本を考える

第3回

1983年

～日本の成功を国際社会の中でどう生かすか～

● 2016 年度 TOYP 事業趣意書

「2001年・地球社会への期待」
FY2016
TOYP ～世界の技術革新の波を乗り越えられるか～
Statement
第4回
1984年

●第5回
「２１世紀への挑戦」
理事長挨拶
1985年

我々は迫り来る危機をどう乗り越えられるか
Message from the
President

1986年 世界平和のために今なにをなすべきか
●第6回
委員長挨拶

Message from the committee Chairperson

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～

ＴＯＹＰメンバー

01

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

02

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

03

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

04

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

05

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
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

06

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

World EXPO 2016 ～心のつながりが世界を変える！～ 07

● 世界の未来共創室事業

The program of “21世紀の地球的連帯を求めて”
Co-Creation of the Global Future Group World EXPO 2016 ～ WithMr.Matinas
our hearts
we canLemarie
change
the world
～ / Mr.Muchyar Yara
Suzukiunited,
Junior / Mr.Eric
/ Mrs.Sabine
Gerhard

第8回

1988年

～日本及び日本人に望むこと～

● TOYP スケジュール

TOYP1989年
Schedule地球共有社会におけるグローバルな「自由都市」
第9回

● World EXPO 2016 フォーラム（基調講演）
第10回 1990年 90年代の国際協調と日本の役割
World EXPO Forum

Keynote lecture

Mr.Jose Agustin Cruz Cuenco / Mr.Alexander Michael Kurbatov / Mr.Tsung Kuang Cheng
Ms.Pattanida Puntumasen / Mr.David L.Willetts / Mr.Royal Arthur Govain

08

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

09-10

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
●
Me.lan P.Blance / Mr.Robert B.Chess / Ms.Yoriko Kishimoto / Mr.Shashi 11
Tharoor
TOYP
フォーラム（メンバー紹介、講演録）
我々は、今、地球社会に対して何をなすべきか
地球社会への貢献

国家を超え文化を超えて

Mr.Chang Gen Feng / Ms.Mable Chan / Mr.Fabio M.Corno / Mr.George Hara /

TOYP Forum Member introductions

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～

● TOYP フォーラム（参加者アンケート）
TOYP Forum “築こうアジアのネットワーク”
Questionnaire results

第13回

1993年

～新しい地域協力を～

● 大阪プログラム

Osaka1994年
Program人・都市・地球にやさしいまち
第14回
世界都市大阪の創造をめざして

● 東京プログラム
よみがえらそう愛を人の温かさを
第15回

1995年

Tokyo Programネオ・シルクロードにのって

「新しい地球市民運動と開かれた地域交流に向けて」
第16回
1996年 ～個人から地域へ、地域から世界へ～
●
東宮御所訪問、フェアウェルパーティー

s Palace / Farewell Party
Courtesy Visit to the Crown Prince’

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

● TOYP メンバーレポート
TOYP Members’Reports

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

● TOYP メモリー（写真）

TOYP1999年
Memories
第19回
地球共生型経済をめざして～企業はどう取り組むか～

● 過去の TOYP テーマ・メンバー
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

第21回

2001年

Past theme and members
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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～

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

12

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

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

Ms.Wipparat Tharateerapab / Mr.Andrew Adonis / Mr.Craig Jue
Ms.Anne Alonzo
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
Mr.Kristian Samuelsen / Mr.Felipe Estrade / Mr.Steven M.Sims
Ms.Sarah E.Urech / Mr.Olga N.Osby

Mr.Frederic Laurent / Mr.Niko Kleinknecht / Mr.John KengLien Lok
Mr.Bill Shireman / Mr.Christopher lotspeich
Ms.Marit Bruhn-Petersen / Mr.Joonsik Park
Ms.Line Gordon / Mr.Saroj Chayavivatkul / Mr.Poomijai Nacaskui
Mr.Nancy Benson
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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35th
TOYP 2016
2016 Report
Report
35th TOYP
過去のとは
TOYP
TOYP テーマ・メンバー
Past theme
What
is TOYP?
and members

TOYP とは、The
年代

Outstanding ＴＯＹＰテーマ
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
母なる地球との調和（Designing for NEW GAIA）
る若者たちの意味です。
第22回 2002年
～ほんまもんの社会を求めて～

様々な分野で社会的な影響を与え、前途ある傑出した
湾岸戦争及びＳＡＲＳのため実施せず

※
2003年
若者たちと青年としての国際交流を行い、互いに学び合
企業家の創造的連帯が拓く「競存競栄的亜州」の時代

い、意識を高め合うことを目的としています。
「自立は
ニュービジネス創造の環境づくりをめざして

第23回 2004年 ～しあわせを実感できる社会システムとは～
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

ＴＯＹＰメンバー
TOYP stands for“The Outstanding Young
P e r s o n s , ”r e f e r r i n g t o y o u n g p e r s o n s w h o a r e
Mr.Sedara in
Kim praiseworthy
/ Dr.Zhan Tao / Dr.Dorothee
K.Starck / Dr.demosthenes
N.Tambakis
engaged
activities.
TOYP aims
to
Mr.Wong Kee Yew / Mr.Claube P.Siegenthaler / Mr.Daid M.Roodman
engage in international exchange with outstanding
representatives of the younger generation who
have a rosy future before them and are exerting
their social inﬂuence in various areas, to learn from
each
otherWrange
and/ Mr.Hiroshi
to raise
awareness
of each other’s
Mr.Stephan
Matsuura
/ Ms.Sakthi Nimada
Mr.Dorige C.Brody / Mr.Michael Rossman / Mr.Frederick Waelter
activities.

ければならない。先づ眼を開くこと、而して緊密なる提
笑顔絶えないまち 企業と地域との共生

“ I nDr.Bernbard
d e p e nK.Meister
d e n c /eMr.Frederik
i s d i ﬀBruhn-Petersen
e r e n t f/ rMs.Prabha
o m i L.Amatya
solation.
Ms.Mae Rivera-Moreno / Ms.Helen E.Maw / Mr.Michael L.Herrington
Independence must be realized based on a linkage
発想の転換が会社を元気に！まちに活力を！
with a broader world. Opening our eyes, and
の日本の再建は目処される筈である。此処に吾々は青年
Ms.Gillian L.Pearl / Mr.oliver H.Herrmann / Mr.Naveen B.Mallela
第25回 2006年 ～世界的な視野の発想で、会社とまちに活力があふれた
f o sMs.Vanessa
t e r i n gA.K..Asell
o u r /oMr.Janathan
w n d eR.White
velopment under close
「誇り高き経済都市」の実現をめざして～
のこだはりなき廣い友情の力を信じ、既に欧米に発足せ
cooperation; then, and only then, should Japan gear
toward
itsDewireconstruction.
Under
「地域愛あふれる美しい都市の実現へ」
Ms.Oetami
/ Mr.Michael Fraancis Acebedo
Lopez the spirit of the
る「國際青年会議所」の精神を吾がものとして國際親善
第26回 2007年
Ms.Michelle Shuhui Chang / Mr.Enric Ruiz-Geli / Mr.Christopher Marshall Weeks
～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～Junior
Chamber International, branches of which
に寄興する処あらんとする。」
have already been established in Western countries,
「社会の固き絆が創るまちの輝き！」
Van Uytsel / Mr.Serge Vitale / Ms.Oona lber
第27回 2008年 ～共に生き共に栄える社会責任行動へ～
we Ms.Katrien
believe
inJurado
the/ Ms.Alyssa
powerRoye
of the non-prejudiced and
（大阪青年會議所設立趣意書
1950）
Mr.Fabio
Segure
broad-minded friendship of young people to
一般社団法人大阪青年会議所は、1950 年の設立以来、
contribute
to international goodwill.”(Excerpt from
「社会貢献を通じた企業と社会の共生」
Mr.Oliver Eckelmann / Mr.Vivek Sinha / Ms.MA.jolina Bianca Garcia Mallari
第28回 2009年 ～未来に向けて進化し続けるまちへ～
/ Mr.Cameron
Geoﬀrey McDonough
the Mr.Michael
JuniorN.A.Nuessli
Chamber
International
Osaka, 1950)
半世紀以上にわたって、明るい豊かな社会を実現すべく
第24回

2005年

～支え愛で地域ブランディング発信～
携の下に自からをはぐくむこと、かくして始めてまこと

精神的に活動して参りました。そして
「恒久的世界平和のために」1980 年第 35 回

S i nMs.Jessica
c e o u rMaybeny
f o u n/ Mr.Ajay
d a t i oVerma
n i n/ Ms.Nana
1 9 5 0Souere
, w eTCHIEMAGO
at the Junior
Mr.Ruben H.Aronin / Mr.Varun Kumar
Chamber International (JCI) Osaka have been
engaged in our activities energetically for more
未来に向けて、世界に向けて、活かそうわれらの智恵と志
Mr.Cameron Sinclair / Mr.David"Bryse"Gaboury / Mr.Michiel Le Roux /
えた民間レベルでの外交の必要性を認識し、
「海外の前
第30回 2011年
n h a l f Compas
a c e/nMr.Seth
t u r yCochran
, with the aim of building a
～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～t h aMs.Patricia
途ある優秀な青年を日本に招き、日本を実感してもらう
better, brighter and more aﬄuent society. At the
次代を超えるつながり
35th
JCI Ela
World
Congress
Osaka/Japan
1980,Akyuz
we
Ms.Adital
/ Mr.Rajamanohar
Korerirajapuram
Somasundaram in
/ Mr.lshak
第31回 2012年 ～大阪のまち、その未来を切りひらく力～
ことだ」という故梅棹忠夫国立民族博物館館長（当時）
r e cMr.Martti
o g n i zLutsar
e d t/ hMs.Christina
e n e c eGruenewald
ssity of non-governmental
の ア ド バ イ ス を も と に 1981 年 に TOYP（The
diplomacy beyond national boundaries. We launched
支えあうまちの創造
Suarez / Mr.Sreang Chheat / Mr.Dennis Penu /
theMs.Kythzia
TYOPBarrera
Program
in 1981, based on the advice of
第32回 2013年 ～持続可能な経済活動が世界を変える～
Mr.Richard Sandlin / Ms.Melissa Yeung
Outstanding Young Persons）事業を開始しました。
the late Tadao Umesao, then Director General of
TOYP 事業は国際的な民間ネットワークの構築を目
the Ms.
National
Museum of Ethnology, who insisted on
「和」の精神が世界を変える
Sara Eid / Mr. Damir Muzafarov / Ms. Maria Fatima Manzano /
第33回 2014年 ～見えない価値を大切にする社会へ～
Mr.
Surawech
Telan
the
need
to
“Invite
outstanding promising young
指すとともに、毎年テーマを変えながら、様々な地球社
people from overseas countries to Japan and have
会の抱える課題に取り組んで参りました。
女性と共に進化する企業へ
Emily
Roush-Elliott / Arch
Wongchindawest
/Ann Maria Cornelia de Gersem /
them
experience
the
real Japan.”
第34回 2015年
第29回

2010年

～Cure the society for the ever lasting peace～

JCI 世界会議大阪大会開催を通じて、国家の枠組みを超

～先進的な事例から企業の新たな可能性を模索する～

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。

Humberto Robles Mendez / Slavyanka Stoykova

Aiming to establish an international private-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
still making outstanding contributions to diverse
ﬁelds throughout the world. Our ongoing bonds of
friendship with these TOYP members are now
irreplaceable assets for us.

02
30

（写真）
TOYP メモリー
のはじまり
TOYP
Beginnings
Memories
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 know the diﬀerence between two countries; this is the beginning of international understanding. 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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35th TOYP 2016 Report
TOYP年度
2016
メモリー
TOYP（写真）
事業趣意書
TOYP Memories
FY2016
TOYP Statement

2016 年度

TOYP 趣意書

独自性と多様性が織りなす新たな可能性が世界を変える！
～創造的イノベーションが起こす誠心の循環～
2016 年 2 月 25 日
一般社団法人 大阪青年会議所
理事長 城阪 千太郎
戦後７０年を迎え、先進国の一員となった日本は、国際社会
からより積極的な世界平和と繁栄への貢献を求められるように
なりました。情報通信技術の目覚ましい発達により、世界と日
本との距離はより身近なものとなり、経済のグローバル化が進
んだ今日、日本の持続的発展は、国際的な協力関係なしには考
えることはできません。テロリズムの横行、経済格差の拡大、
環境問題等の世界的な課題に対し、日本の国際的な役割を今一
度見つめ直す必要があります。
私たち日本人には、世界に誇るべき精神性として、自らと向
き合い、万物に感謝し、公に資する心、すなわち「誠心」が備わっ
ています。この「誠心」を基軸として、国際社会の中での日本
のあり方を見つめ直すことが、国際社会と調和しながら、世界
の課題解決に貢献し、日本が持続的に発展していくための一つ
の答えになるものと確信します。
本年度のＴＯＹＰ事業は、企業活動を社会課題の解決に繋げ、
創造的イノベーションを起こしている世界の傑出した人びとを
招聘し、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、多様な価値観に触れ、自らの持つ日本の独自性と交
差させ、新たな可能性を見出すきっかけにしてもらいます。また、
１９８１年に青年としての国際的な交流を行い、将来的に知日
家のネットワークを世界中に構築することを目的に始まったＴ
ＯＹＰ事業も本年で３５周年を迎えるに至りました。本年度で
３５周年を迎える記念事業として、過去のＴＯＹＰメンバーに
呼びかけを行い、ＴＯＹＰネットワーク（仮称）を構築すること
に繋げ、３５年間培ってきた国際的な繋がりをより強固な関係
へと昇華させ、国際社会の持続的な発展を力強く牽引していく
礎となる仕組みを構築して参ります。
国境を越えて世界の未来を共創する中核となる都市の創造に
向けて、受け継がれてきた独自の精神性と多様性が織りなす創
造力を基軸に、世界を持続的な発展へと導く循環の起点となる
人びとを創出し、誠心響き合う共創都市大阪を実現します。

FY2016 TOYP Statement
Originality and Versatility Create New Possibilities
that Change the World
̶ Creative Innovation Brings an Exchange of Sincerity ̶
February 25, 2016
Sentaro Shirosaka, President
Junior Chamber International Osaka
More than 70 years since the end of World War II, Japan has
grown into one of the world’s largest economies, and is
asked by the international community to make more vital
contributions to world peace and prosperity. Meanwhile,
thanks to signiﬁcant advancements in information and
communication technologies, Japan and the rest of the world
have come closer than ever. As globalization of the world
economy proceeds, Japan cannot achieve its own sustainable
growth alone without international cooperation. Today, the
world faces many challenges, such as widespread terrorism,
widening economic disparity, and serious environmental
problems. In such a global situation, Japan must reconsider
the role it plays internationally.
We Japanese people naturally have a“spirit of sincerity”
that can be boasted to the world. This spirit of sincerity
makes us reﬂect on ourselves and contribute to society with
an honest purpose, while holding a feeling of appreciation. I
strongly believe that reviewing Japan’s role in the global
society by focusing on the spirit of sincerity will give an
answer that helps Japan to act in harmony with the
international community, contribute in solving global issues,
and maintain its own sustainable growth.
For our TOYP activities during this ﬁscal year, we are
inviting leaders from abroad who are actively making
creative innovations by solving social issues through their
business activities. By providing an opportunity for people in
Osaka to come in contact with these inspirational people, we
hope that the participants from Osaka will learn about the
diﬀerent values of people around the world, compare them
with the Japanese sense of values, and ﬁnd new possibilities
for themselves.
This year, we commemorate the 35th anniversary of TOYP
activities, which started in 1981 to promote international
exchange among young people and establish a worldwide
network of pro-Japanese experts. As a commemorative
program, we are planning to contact with past TOYP
members to set up a TOYP network (tentative name).
Through this network, we will strengthen the international
relationships established through our 35 years of eﬀorts and
create a new framework that will be the basis for further
promoting the sustainable growth of international society.
To establish a city that leads global cooperation beyond
national boundaries for co-creating our world’s future, it is
essential to utilize the creativity generated by integrating
both the local values in each country and versatile global
values. To that end, we will redesign Osaka into a city based
on a spirit of sincerity and co-creation, through measures
such as nurturing people who promote global exchanges in
leading the world toward sustainable development.
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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
ジョン・ポール ムガンビ カリジョ
前 Name
り 世 界 各 国 と の 相 互 理JOHN
解 と コPAUL
ミ ュ ニMUGAMBI
ケーションの
促 進 を 目 的 に、「The
KARIJO
Outstanding Young Persons『傑出した若者たち』
（ＴＯＹＰ）事業」を開始し
男性
性
別 Sex
Male
ました。
1981年10月20日
（34歳）
そして、３５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
生年月
日 Date of birth
October 20,1981（Age:34）
間ネットワークを構築して参りました。本年度は、独自性と多様性が織りなす
ケニア
国
籍 Nationality
Republic of Kenya
新たな可能性が世界を変える！～創造的イノベーションが起こす誠心の循環～
ケニア
団をテーマに、本年度のＴＯＹＰ事業は、企業活動を社会課題の解決に繋げ、創
体 拠 点 Organization base
Republic of Kenya
造的イノベーションを起こしている世界の傑出した人びとを招聘し、都市の人
IHUB
団びとにその想いに触れていただく中で、多様な価値観に触れ、自らの持つ日本
体 名 Organization name
IHUB
コミュニティーエンゲージメントマネージャー
の独自性と交差させ、新たな可能性を見出すきっかけにして頂きました。
そ
役
職 Position
COMMUNITY ENGAGEMENT MANAGER
こから、より良い社会を築いていくために、国境を超えて、公に資する心で互
いの価値観の違いを受け止め、国際社会の持続発展に向けて、身近に出来る事
私が日本から自分の国へ持って帰る第
一般社団法人 大阪青年会議所 1 のものは、日本の皆さんの精神です。ホテルで働く女性も、大きな会社の社長も、日本の方々は誠実であ
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。
ると思いました。世界においても今の時代に、こうした価値基準を持った人たちに出会うのはまれだと思います。
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、誠心響
第 66 代 理事長
第 2 は、ストーリーのセンスです。日本では何にでも豊かな歴史があります。確立されたものはいずれも、それ自体についてのストーリーがあり
き合う共創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
城阪 千太郎年に創業した築地玉寿司は、手巻き寿司を初めて創ったお店です。伝統的な能の舞い、能で使う楽器や起源にもストーリー
ます。例えば、1924
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
があります。また、得仁堂を始め、さまざまな橋や景物がある小石川後楽園には、将軍が好んでそこに座ったという「将軍腰掛の石」もあります。
Junior Chamber International Osaka
食べ物もおなかを満たす目的のためだけにあるのではありません。もんじゃ焼きが東京のストーリーの一部であると同じく、たこ焼きは大阪のス
戴しました関係各位の皆様に深く感謝申し上げます。
2016 President
名

トーリーの一部です。

Sentaro Shirosaka

私が持って帰りたい第 3 のものは、ファミリーの考え方です。私が出会った人々はみな、絆をとても大事にしています。自分の町、TOYP のファ
ミリー、自分の家族（子供と配偶者）、そして天皇陛下との絆です。帰属意識や個人を超えた何か大きな存在の一部であるという感覚は、ここ日
本ではとても特別なものなのだと思いました。
これら 3 つのこと、価値基準（誠実さ、正直さ）、豊かな歴史（文化とストーリー）帰属意識と家族は、商業や生活などすべてのことにとって、
とても大切な土台であると思いました。
東京と大阪は非常によく整備されており、機能的にできています。つまり、信号機が設置され、人々は交通ルールを守り、清潔で、ごみは決めら
The Junior Chamber International Osaka started“The
possibilities for themselves. Through this program, all of us
れた場所に捨てられているという基本的なことです。電車は時刻表通りに発車します。人々が価値基準を大切にし、豊かな文化や歴史、帰属意識
Outstanding Young Persons (TOYP) Program”in 1981 with
realized the importance of accepting diﬀerent values to
の上に商業を築いてきたからこそ、すべては秩序正しく、都市がうまく機能しているのだと思います。
the aim of promoting mutual understanding and
contribute to the global society beyond national borders. We
ナイロビでは、
私が所属する新設企業のコミュニティは主に、
医療、
communication
with countries around the world to機能しない物やシステムを修理するために存在しています。例えば、
realize
also learned that it is our duty to take a step 輸送機関、
forward by
農業、教育、食の持続可能性といった分野に関する物やシステムです。都市のシステムもうまく機能していないので、たいていは人々の抱える問
non-governmental diplomacy.
working on familiar problems to build a better future and
題を解決するために新設企業は存在しているのです。企業組織内のシステムが故障したり、まったく機能しなくなったりした時、その不具合を修
ensure sustainable development of international society.
理するために新設企業は存在しています。
Over the past 35 years, we have established international
networks in the private sector between Osaka and the rest
I am convinced that the TOYP program this year helped
日本から自分のコミュニティに持ち帰ることができるものは、価値基準に基づいた考え方と、私たちのストーリーは、利益よりも個々人よりも価
値あるものでなければならないという考え方だと思います。
of the world, changing the program theme each year. This
residents of Osaka in recognizing their new potential and led
year, under the theme "Originality and Versatility Create
toward building Osaka into a city that is based on a spirit of
もしこのことを適切に実行することができ、私たちの起源のいくらかでも再発見することができるなら（伝統的なアフリカ文化には、日本文化と
New
Possibilities
that
Change
the
World
‒
Creative
sincerity and co-creation. Lastly, I would like to express my
似たところが多くあります）、私たちが社会に貢献する時には、強い影響力を及ぼすでしょう。私は、コミュニティのリーダーとして、ナイロビ
Innovation Brings an Exchange of Sincerity," we invited
deep gratitude once again for the warm support and
の新設企業は自身の文化と起源を見つけることができると思います。また、新設企業は、国に対する義務と帰属意識をより強く感じることができ
ると思います。私たちのストーリーは、利益に関するストーリーよりも素晴らしいものになることでしょう。
leaders from abroad who are actively making creative
cooperation provided in the program this year.
innovations by solving social issues through their business
日本は私のコミュニティから何を学ぶことができるでしょうか？
activities. Also, we provided an opportunity for people in
Osaka to come in contact with these inspirational people. We
ケニアの新設企業は、構造的な問題やシステムの問題を解決するために存在していますが、日本の新設企業は、ケニアやシリコンバレーのためで
believe that we were able to help the participants learn
はなく、日本のために存在しなければなりません。新設企業の素晴らしさは、誰もが起業できる、つまり誰もがクリエイターになれるということ、
これが第
about1 の点です。
diﬀerent values of people around the world, compare
them with the Japanese sense of values, and ﬁnd new
第 2 は、古くからある会社でも新設企業の精神を持つということです。新たなソリューションや物事を進めるために、より良い方法を考案するよ
う従業員が課題を与えられているような会社には、新設企業の精神があります。例えば、社内のハッカソンやアイデアを考案するための社内コン
テスト、あるいはスタッフが社内の個人的なプロジェクトに取り組むよう求められるクリエイティビティ・デイなどを実施することができます
（ハッカソンとは3日間集中的にソリューションを考案するための挑戦あるいは競争です）。いつの日か、会社のハッカソンで考案された製品やサー
ビスが世界で役立ち、日本以外の国の人々のために問題を解決するようになるかもしれません。
第 3 に重要なのは、日本の新設企業のために指針を決めなければならないということです。新設企業はシリコンバレーの資金提供ではなく、日本
のベンチャーキャピタル 8 の資金提供を受けて、日本の人々の役に立ち、日本のやり方で状況に合ったソリューションを考案するということです。
この数日間で経験したことは、私にとって忘れられないものになるでしょう。これからの私の人生においても大切にしたいと思います。TOYP
の皆さんがケニアを訪れることがあれば、友人として、家族として私がいることを覚えておいてください。
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committee Chairperson

本年度で３５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
I think the ﬁrst thing I will carry with me
from Japan is the spirit of the people… from the lady serving in a
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。
hotel to the President of a large organization I have found the people of Japan have honor, they are a values
based people and that is a rare thing 本年度は、国際社会における私たちの役割が変わりつつある現状を捉え、世
to ﬁnd in this age in the world.
界の持続的な発展に向けて誇るべき精神性を基軸に都市の存在感をもって未来
The second thing I will take back を拓く新たな価値を見出して頂こうと、独自性と多様性が織りなす新たな可能
with me is the storytelling art ‒ everything in Japan has a rich history.
Every establishment has a story about
it such as Tsukiji Tamasushi which was established in 1924 and were
性が世界を変える！～創造的イノベーションが起こす誠心の循環～テーマに、
the ﬁrst to make a type of sea weed
sushi…
the Noh
traditional
dance, its instruments
and its origins… the人々
ケニア、カナダ、
タイ、
中国、アメリカの５カ国から、
自身の経済活動の中で、
Tokujinndo temple… the bridges and
spots
in
the
Koishikawa
Korakuen
gardens
that
have
history of shoguns
のより良い暮らしを想い、創造的イノベーションを起こしている企業家をＴＯ
who loved to sit in the area. Even the
food
is
not
just
for
ﬁlling
purposes
‒
Tokoyaki
is
part
of Osaka’s story
ＹＰメンバーとして招聘致しました。９月１日から７日間にわたって、世界に
just as Monja is part of Tokyo’s.
共感を生む持続発展的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。「Ｗｏｒｌｄ ＥＸＰＯ ２０１６」においては自国で
The ﬁnal thing is family ‒ all the people I have met strongly value their ties… their city, TOYP family, their
の仕事や活動において、どのように「誠心」を活かしているのかを大阪市民の
own family (children and spouses)…the emperor. A sense of belonging and being part of something bigger
一般社団法人 大阪青年会議所
皆さまの前で発表をして頂きました。また、大阪の企業との意見交換や能体験、
than the individual I have found is something
very special here in Japan.
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
世界の誠心循環委員会
委員長
た。
ＴＯＹＰメンバーには、
今まで以上に日本の歴史や文化を感じて頂くと共に、
These three things ‒ values (honor,
honesty),
rich history (culture
and storytelling), belonging and family
大阪市民の皆さまには、より良い社会を実現するためにこれまでの価値観にと
appear to me to be a very good foundation
for everything… for commerce and for life.
小嶋 隆文
らわれることなく、独自の精神性と多様性の融合から生み出される新たな可能
JuniorTokyo
Chamberand
International
Osaka
Osaka are
both very organized
and things are functional (and here I mean basic things such as
性に気付く機会になったものと考えております。
Sincerity for Global Circulation Committee
traﬃc
lights,
people
obeying
traﬃc
rules,
cleanliness
and putting litter in the right place) trains are on time…
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
Chairperson
I think that all the orderliness, the頂いたすべての皆様
functioning of the に心より御礼を
cities is possible申し上げます。
because the people have built comRyubun Kojima
merce on top of values, deep culture/history and a sense of belonging.
In Nairobi the community of startups I come from primarily exists to ﬁx things and systems that do not function such as Transport, health, agriculture, education, food sustainability. City systems also have malfunction
This year marks the 35th anniversary of the TOYP
sustainable development to which everyone can relate.
and theAttracting
startups mostly
exist to solve
s problems,
they exist
to variety
ﬁx the ofgap
where institutional
Program.
many participants
duringpeople’
the program
Through
a wide
programs,
they fosteredsysclose
tems have
broken
down orclosed
do notwith
function
all.
period,
this year’
s program
great at
success.
I
friendships. At World EXPO 2016, the TOYP members
would
like to
express
sincere
appreciation
to from
everyone
with
citizens
of Osaka
how they
I believe
what
I canmy
take
to my
community
Japan isshared
that we
have
to be values
based…
our demonstrate
story has to a
involved,
attributing
success
to bigger
their support
“spirit of sincerity”in their jobs and activities in their own
be something
biggerour
than
proﬁt…
than theand
individual.
cooperation.
countries. In addition, they gained knowledge of Japan and of
If we do this right and rediscover some of our roots (traditional
Africa
has manyopinions
similarwith
culture
with Japa-of
Osaka through
exchanging
representatives
neseyear,
culture)
then our
contribution
to society
will be much
more impactful.
As a leadera in
the community
I
companies
in Osaka, experiencing
Japanese
Noh play and
This
we invited
entrepreneurs
from
ﬁve countries:
staying
families. We
that thissense
program
Kenya,
Canada,
Thailand,
China can
and ﬁnd
the United
States,
who and
feel the
startups
of Nairobi
their own
culture
roots, with
that host
the startups
can believe
feel a greater
of
a good opportunity for TOYP members to
have been generating creative innovations in their business
duty and belonging to the nation… and that our story canprovided
be greater
than a proﬁtability story.
experience some Japanese history and culture in greater
activities to contribute to better living for people. Under the
What
can
Japan
learn
from
my
community?
depth. At the same time, this served as a great chance for
theme of "Originality and Versatility Create New
Startups inthat
Kenya
exist
solve ‒structural
and system problems
startupswho
in Japan
have to recognize
exist for athat
Japathe Osaka‒ citizens
participated
new
Possibilities
Change
thetoWorld
Creative Innovation
potentials
can be
produced
by integrating
both
Brings
an Exchange
s program
nese purpose…
notofa Sincerity,”
Kenyan onethis
or year’
a Silicon
valley one and
the beauty
about
a startup
is anyone can
doone’
it ‒ s
original local values and versatile global values to transcend
aimed at uncovering new potential of cities to shape the
anyone can be a creator.
conventional ways of thinking in building a better society.
future toward sustainable development utilizing their own
The second
having in
a startup
spirit
in the
unique
values,isbearing
mind that
their
role existing
keeps older companies where employees are challenged to
changing
in with
international
society. and better ways of doing things
Lastly,
we would
like tohackathon
express our
gratitude to
come up
new solutions
(internal
company
(A hackathon
is the
a
Imperial
Household
and others
who have
provided
challenge or competition to design a solution in three day
intense
period)Agency
or internal
company
contest
to
cooperation in planning and implementing the program.
For seven days from September 1, the young people invited
come up with ideas… or a creativity day where staﬀ are expected to work on personal projects within the
from diﬀerent countries in the world as TOYP members
company)
‒ who knows
maybe
one
day a of
product
engaged
in serious
discussions
with
citizens
Osaka or
on service designed in a company hackathon will serve the
world or solve a problem for people outside Japan.
The third thing that is important for Japan is that they should deﬁne the path for Japanese startups… this
should mean the startups receive Japanese venture capital8 funding not Silicon valley funding… serve Japanese people and come up with contextual solutions the Japanese way.
I think these last few days will be unforgettable in my life… and I will carry and treasure them for the rest
of my life… and should anyone in TOYP visit Kenya ‒ then know you have me for a friend and as family
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World EXPO 2016 ～心のつながりが世界を変える！～
TOYP
The program
Members’
of Co-Creation
Reports of the Global Future Group World Expo 2016: With our hearts united, we can change the world!

開催概要
名
前 Name

チャチャイ

アフィバンプーンポン

CHATCHAI APHIBANPOONPON
2016年9月3日(土)にグランフロント大阪ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンターに
て『WorldEXPO2016』を開催しました。
男性
性
別 Sex
2010年から続けてきたPCY事業
（Peace
PCY学生による
MaleConference of Youth)と共同開催を行い、
発表やTOYPメンバーの活動発表や堀江貴文氏
（実業家）、出雲充氏（株式会社ユーグレナ代表）松
1985年2月7日（31歳）
生年
月 日 Date of birth
山大耕氏
（退蔵院副住職）
などを講師としてお招きし、
イノベーションをテーマに講演頂きました。
February 7,1985（Age:35）
またメイン会場と併設して世界を感じるブースエリアと題し、
国際社会で活動する企業やNPO法
タイ
国
籍 Nationality
人による活動展示ブースを開催いたしました。
大阪市民の大きな関心を呼び、本事業では、のべ
Kingdom of Thailand
4,672名の方にお越し頂く事が出来ました。
タイ
団 体 拠 点 Organization base

Event Summary

Kingdom of Thailand

コロンディンサー社
団体
名 2016
Organization
name
World
Expo
was held on
Saturday,
September 3, 2016
at the Grand Front Osaka Knowledge Capital
KLONGDINSOR
CO. LTD

Congrès Convention Center.
創業者ならびにマネージャー
This役expo,職
which
was held in joint collaboration
with the Peace Conference of Youth (PCY) program that has
Position
Founder & manager
been continuing since 2010, featured presentations
by PCY students, presentations on activities by TOYP
members, as well as lectures on the theme of innovation given by Takafumi Horie (entrepreneur), Mitsuru Izumo
(President of euglena Co., Ltd.), and Daiko Matsuyama (Deputy Head Priest of Taizoin Temple) who were invited
as guest の参加者に選ばれました」
speakers. Furthermore, a booth。9
area月のある朝、こんな一通の
with an international atmosphereEwas
set up adjacent to the main
「おめでとうございます。あなたは TOYP2016
メールが届きました。私は
with exhibits introducing companies and NPOs that are active in the の参加者として
international community.
This expo
とても興奮しました。毎年日本を訪れる hall,
80 万人ものタイ人旅行者の一人としてではなく、TOYP2016
5 人のうちに選
attracted great interest from the residents of Osaka City, and attracted the attendance of 4,672 persons.

ばれ、日本を訪問するチャンスを得ることができたのです。

ブースエリア

Booth Area

ひと月前のことですが、昨年 TOYP2015 に参加した友人が、TOYP プログラムに申し込んだらどうかと勧めてくれました。最初は、
自分が選ばれることはないと思っていました。過去の参加者と比べて、自分の仕事はそれほど大したものではないと思っていたからで
日本のみならず、世界に視野を向けた活動実績があり、来場者が
The expo featured booths set up by NPOs, NGOs, educational institutions, companies,
す。けれども、私の仕事は、実際に影響を及ぼしているし、イノベーションというテーマに合ってもいるし、人々の生活を向上させて
国際社会とのつながりを感じるNPOやNGO、教育機関、企業、領
consulates, and other organizations that have a history of working not only in Japan but also
いると考え、思い切って申し込んでみることにしました。
事館等にブースにて活動をPRして頂き、来場者との心のつなが
globally, and that oﬀer visitors a sense of being associated with the international community.

りを楽しみながら感じてもらう機会を作りました。またブースの

These booths created opportunities for the visitors to experience and enjoy the sensation of

平和への祈りを込めた本場ハワイの風を感じるフラダンス、さま

danced with a heartfelt prayer for world peace; a juggling performance using diﬀerent tools
and clever speeches for both surprising excitement and laughs; and a show of menko

being参加者レポートを書いています。私の隣には、
connected to the world from the heart. We also oﬀered an
opportunity
for米国、
all
みならず、ステージにて出展頂いた全ての団体からプレゼンテー
その結果、
私は今、大阪から東京に向かう時速 320km の新幹線の中で、
中国、
カナダ、
participating exhibitors to give a presentation on stage. For entertainment, there were a
ションを実施する機会を設けました。
アトラクションとして世界
ケニヤから来た
4 人の参加者たちがいます。彼らはみな、有名な、あるいはもうじき有名になり国際舞台で変化を生み出す人たちです。
variety of shows that included: a hula dance show that gave a feeling of being in Hawaii,

ざまな道具と巧みな話術を駆使した、
笑いの中にあっと驚くパフ
TOYP
プログラムで一番すばらしい点は、他の参加者と知り合いになれるということです。私たちはそれぞれ、別々の国出身であり、
competition played as sports, with the objective of attempting to have menko̶a card game
ォーマンスのジャグリング、
昔流行っためんこをスポーツとして
異なる背景を持ち、違う仕事をしています。けれども、学び、協力するという同じ熱意をみな持っています。TOYP
which used to be popular back in the old days̶be established as は私たちが出会い、
a type of sport and to
日本文化を世界に発信するスポーツめんこを披露。このように体
promote it to the world as a part of Japanese culture. These types of experiential programs
知り合うすばらしい機会を与えてくれました。
感型のアトラクションを通じて、全ての世代に心のつながりを感
gave people of all ages a sense of connection with the world, and our hope was that, through
these experiences, participants would learn to think that the diﬃcult theme of achieving
じて頂き、来場者が平和という難しいテーマをより身近なもので
world peace is actually something more approachable and closer to their daily lives.
このプログラムで次にすばらしい点は、日本をより近くで見ることができるところです。お茶をたてたり、能の舞を見学したり、伝統
あるという意識を広めていくことを心がけました。
料理を味わったりする機会をもうけてくれて、実際に日本文化を体験することができました。日本の皇太子殿下と直接お会いする機会
もいただきました。このようなユニークな経験をさせていただいたことにより、私は日本をより深く、より正確に理解するようになり
ました。これは、他のどんなプログラムでも得られない経験です。

JCI のスタッフの方々は、一日目から私や他の参加者のお世話をしてくれました。その姿には、日本の人たちの本当のおもてなしの心
が表れていました。スタッフの中には英語が得意ではない人もいましたが、今回日本を訪問している私たちが最高の経験をすることが
できるよう、一所懸命に尽くしてくれました。だから私は、JCI のスタッフの皆さんにありがとうと言いたいのです。
私は、障害を持った人たちと関わって仕事をしているのですが、日本の方々の思いやりの深さを見ると、本当にはっとさせられます。

日本の家屋は土地や資源が限られているため小さいですが、歩行者用通路はとても幅が広く、視覚障害者誘導用の黄色いブロックがしっ
アトラクション

かりと敷かれ、車いす用のスロープも設置されています。エンボス加工された地図やブライユ点字の表示はいたるところで見かけます。
古典フラ、現代フラをウクレレと共に歌いながら、3歳から80歳まで幅広く体験可能なフラはその
社会の一体性という点で、
日本はタイのずっと先を行っています。おそらく世界の中でも最も進んでいる国の一つでしょう。タイにとっ
踊りだけでなく曲に込められた意味や歴史背景も伝えてもらいながら会場の皆様にも体験しても
てはまだ長い道のりではありますが、いつの日か、すべての人に利益がおよぶ国となるよう願っています。
らいました。

ジャグリングは放物線と肉体が生み出すその動きの美しさ、小気味よいリズム、そして一つの技が

最後に、TOYP2016
に参加するすばらしい機会を与えてくださった JCI の皆さんに感謝を申し上げます。このプログラムに参加し、こ
できた時の達成感が来場者との一体感を強めました。
またスポーツめんこは、昔流行った“めんこ”をスポーツに昇華させ、老若男女だれでも気軽に楽し
れまでにないすばらしい経験をすることができました。共にプログラムに参加した
4 人と私は、それぞれの仕事に戻った後、何らかの
めるスポーツとして、日本の文化を感じて頂ける内容です。中高年世代からすると懐かしく、若年
形で協力をするようになると思います。私個人としては、日本式の考え方を私の仕事に適用し、そのことによって社会全体により良い
世代からすると真新しいものとして、世代を超えたつながりを感じてもらうことができました。
影響を与えるようになればと願っています。他者のために働いている友人たちに、このプログラムをぜひ勧めたいと思います。いつの
日か、彼らも私と同じように参加できる機会があるよう願っています。

Entertainment

Visitors experienced both traditional and modern hula, danced to the music of ukulele and song. Hula is a dance that can be enjoyed by a broad range of age groups, from 3 up to 80
years old, and visitors were able to learn not only about the signiﬁcance of the dance moves, but also the meanings behind the songs and their historical backgrounds.

Chatchai
Aphibanpoonpon
The juggling
performance created a sense of solidarity amongst the spectators as everyone shared in the experience of watching the beauty of the combined action of objects being
thrown in arches and the movement of the body, set to the lively rhythm of the music. And the spectators were brought together as one with a sense of achievement with each trick
TOYP2016
that was successfully pulled oﬀ.
タイ
Sports menko raises the game of menko enjoyed in the old days into the arena of sports, and is being promoted to the world as a Japanese cultural sports game that can be easily
enjoyed by everyone of all ages. The game is nostalgic to those in the mid to older age group, while being refreshingly new to the younger generation, so that everyone of all
generations were able to come together as one in their interest in this game.
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内容

date

contents
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An email arrived to me one morning of September,‘Congratulation, you are selected to participate TOTOYP
メンバー来日
YP2016…’. A surge
of excitement
rushed into me. I had a chance to visit Japan and not as one of eight hunTOYP
membersthat
arrive
in Japan
dred
thousands
Thai
tourists
visit
Japan every year, but as one of selected ﬁve participants of TOYP
9
2016. Thu

1

ホームステイ
各ホストファミリー
Stayrecommended
with host familyinto TOYP program by a good friend ofEach
host
family
A month ago, I got
mine
who
was one of the TOYP
2015. At ﬁrst I didn't think I would get selected because comparing to other previous participants, my work
seemed insigniﬁcant. But I believed that my work created real impact and ﬁtted the theme of innovation and
オリエンテーション
コスモスクエア国際交流センター
improving people’
s life so I didn't hesitate to take a chance and submitted my
application.
Orientation

Cosmosquare Hotel and Congress

PCY 学生とグループワーク
コスモスクエア国際交流センター
And here I am, writing
a participant report in a Shinkansen bullet train traveling
from Osaka to Tokyo with
Group work with the student participating PCY
Cosmosquare Hotel and Congress
a speed of 320 km/h. Beside me there are four other participants from China, Canada, US, and Kenya. All of
9
大阪プログラム
ものづくりビジネス大阪センター
them areFri
well-known
or soon-to-be-well-known change-makers in Global stage.

2

Osaka Program

Monodzukuri Business Information-center Osaka

歓迎茶会
The best thing about
TOYP program is getting to know other participants.旧大阪市公館
Each of us is from diﬀerent counTraditional
Japanese-style
tea party
Former
postto learn
tries, with diﬀerent
background,
and doing
diﬀerent things. But we do share
the Osaka
same municipal
enthusiasm
and collaborate. TOYP
gives us wonderful opportunity to meet and get to know
each other.
ウェルカムレセプション
旧大阪市公館
Welcome reception

9

Former Osaka municipal post

Getting a closer look into Japan is the next best thing in the program. TOYP gives me an opportunity to
experience Japanese cultures hands on such as tea making, traditional dance, traditional cuisine, and meeting
グランフロント大阪
“World｠EXPO2016”
with the Japanese
Prince in person. These unique experiences make my understanding
of Japan deeper and
コングレコンベンションセンター
心のつながりが世界を変える！
more reﬁned which cannot be gotten from any other programs.
World EXPO 2016

3

Grand Front Osaka Knowledge Capital

～With our hearts united, we can change the world～
Congres Convention Center
Sat
JCI staﬀs who has been taking care of other participants and me from day one have shown me the true hosＰＣＹフェアウェルパーティー
リーガロイヤルホテル
pitality of Japanese
people. Even though some of them cannot speak English
properly, they all try very hard
PCY
Osaka
to make sure that
weFarewell
get the party
best experience out of this trip. And for that RIHGA
I wouldRoyal
like Hotel
to thank
them all big
time.

9 As I work in the大阪企画
井戸能楽堂
ﬁeld of people with disability, seeing how compassionate Japanese
people are really inspires

4

Sun
Program
theater but walkways are
me. Even thoughOsaka
Japanese
houses are small because of the limited space IDO
and Noh
resources,
very wide with perfectly laid out yellow blind guide paths and ramps for wheelchair. There are embossed
maps and Braille everywhere. In term of inclusivity of the society, Japan is way ahead of Thailand and probably one of the best
in the World. Thailand still has a long way to go but I hope
that one day we will catch up
オリエンテーション
ホテルニューオータニ東京
for
the
beneﬁt
of
everyone.
9
Orientation
The New Otani Tokyo
Mon
東京プログラム
小石川後楽園
Finally, I would like to say thank you to JCI for letting me have this wonderful opportunity being a part of
Tokyo Program
Koishikawa Korakuen Gardens
TOYP 2016. The experience I get from this program is beyond compared. I hope that after other participants
and me get back to work we will have some collaboration happens. And for me personally, I will adapt the
Japanese way of thinking into my works so they can create better impact for the society at large. I will deﬁ皇室訪問
nitely recommend
this program to my friends who are working to beneﬁt東宮御所
others, hoping he or she will get
9
Audience with his imperial highness the crown prince Naruhito
The Crown Prince’s Palace
the same
opportunity
to
participate
some
day.
Tue

5
6

9

フェアウェルパーティー

Farewell party
Chatchai Aphibanpoonpon
TOYP2016
Thailand

7

Wed

TOYP メンバー帰国

TOYP members depart from Japan

成田国際空港

Narita international airport

08
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World
TOYP EXPO
メンバーレポート
2016 フォーラム（基調講演）
World
TOYP Expo
Members’
2016 Forum
Reports(Keynote Lecture)

概要
名

前 Name

ディンロン・ファン
Summary

Ding Long Huang
2008 年に退蔵院にてＧ８サミット
In 2008, the Taizoin Temple hosted the G8
シェルパ会議一行を受け入れ、外国
男性
Summit Sherpa Meeting, and Matsuyama
性
別 Sex
Male
人記者クラブや各国大使館で多数講
received many invitations to give lectures
1981年1月12日（35歳）
演を行う。
2014of年には世界経済フォー
at the Foreign Correspondents' Club of
生 年 月 日 Date
birth
January 12,1981（Age:35）
Japan and various embassies. In 2014, Matラム（ダボス会議）に出席するなど、
中国
国
籍 Nationality
suyama attended the World Economic
世界を股にかけ、宗教の垣根を越え
China
Forum (Davos), and has been active around
て活動中。TED×KYOTO 中国
で語られ
団 体 拠 点 Organization base
the world, beyond religious boundaries. For
China
た宗教観が世界の宗教家が注目する
this Expo, we invited Matsuyama, who is
マーロンテクノロジー社
松山大耕氏をお招きし、
団 体 名 Organization name「心の繋がり
Malong Technologies
drawing the attention of religious persons
が世界を変える！」をテーマに基調
around the world for the religious views
共同創始者および代表取締役
役
職 Position
講演を行っていただきました。
CEO& Co-Founder that he presented at TEDxKYOTO, to

妙心寺 退蔵院
give a lecture on the theme of“With our
副住職
hearts united, we can change the world!”
講演では異なる宗教間の対話，宗
この度、名誉なことに「傑出した若者たち」に選んでいただきました。特に、今年のテーマが「イノベーション」だったので、大変誇

松山大耕氏

教と科学者との対話など，異なる価

らしく思います。日本は、イノベーションの能力が高いことで知られており、多くの革新的な技術と製品を考案してきました。例えば、
At the lecture, Matsuyama spoke passion値観を前提にしながらも世界に目を
ウォークマンは、世界で最も革新的で人気のある製品でした。私の国、中国ではイノベーションは現在、若い人々を中心として誰もが
ately about how the unique characteristic
1978年、京都市生まれ。東京大学大学院農
向けて問題に取り組んでいくために
関心を持っている最大のテーマの一つです。私は常々、
日本人がイノベーションを得意とする理由を知りたいと思っていました。今回、
学生命科学研究科修了。
of tolerance that the Japanese people have
は，我々日本人特有の精神性である
日本を訪れて数日の間に、様々なことを見たり、実際に体験したり、交流したりした結果、その理由のいくつかがわかりました。この
is key to tackling the various problems
寛容性が鍵となることを熱く語って
レポートでそのことを紹介したいと思います。
around us as we look toward the world. It

Daiko Matsuyama

いただきました。

is based on a premise of having open

discussions between those who have diﬀerHead Priest
第Deputy
1 に、職人気質です。これは、とても「ユニーク」でありますが、日本では「一般的」であると思います。今回の訪問では、麺職人、
Taizoin Temple at Myoshinji
ent values, such as amongst the diﬀerent
茶道の家元、すし職人、能の家元にお会いするという貴重な経験をすることができました。彼らはみな、職人気質の人たちでした。自
Born in Kyoto in 1978. Obtained a Master's
religions, as well as between religion and
分の仕事に
100 パーセント集中し、100
パーセントの完成を求め、とても熱心に、絶えず鍛錬し、細かな点まで注意を払うことにより、
degree in Agricultural
and Life Sciences
science.
from the University of Tokyo.
その仕事を有益なだけではなく、美しいものにしていました。これらはとても重要な特徴で、アップルの創業者であるスティーブ・ジョ
ブズのような一流のイノベーターには明らかにみられるものです。日本では、様々な異なる分野で働く多くの人たちに、このすばらし
い職人気質を見ることができます。職人気質は、強力なイノベーションを成長させる豊かな土壌となっています。

概要

Summary
第 2 は、人々が協力する関係です。これも重要なポイントだと思います。今回の訪問中、
「ものづくりビジネスセンター大阪」を見学
世界の食糧問題の解決を目指し、2005
しました。驚いたことに、わずか 3 人以下の従業員で操業している多くの会社が、革新的で高品質な製品を作り出していました。例えば、
On December 16, 2005, Izumo’s company
年 12 月 16 日にミドリムシ（学名ユーグ
became the ﬁrst in the world to
節水装置を作っているある会社は、1,000 万円の資本金で従業員はわずか 2 人です。非常に効率良く協力する仕組みと収益活動の協調
successfully mass-cultivate Euglena, but
レナ）の大量培養に世界で初めて成功す
体制なしには、考えられない状況です。

lost its business partners because of the
るも、ライブドア禍の影響で取引先を失
downfall of Livedoor. After this, Izumo
う。その後３年間５００社もの営業活動
グローバルな視野を持つこともイノベーションにとっては重要です。一流のイノベーターは、世界中から情報を入手し、世界中のマー
continued making approaches to 500
を行った末、伊藤忠商事と提携したこと
companies over a span of three years, and
ケットを対象とするからです。実際、この TOYP プログラムも、グローバルな視野とは何かということを申し分なく教えてくれています。
was ﬁnally able to acquire a partnership
により業績を拡大し、２０１２年１１月
このプログラムは、世界各地から参加者を招待して集め、交流させてくれます。TOYP プログラムの主催者は、日本の文化を世界に伝
with Itochu Corporation. Since then, the
東証マザーズ上場。世界の食料問題のみ
えるすばらしい仕事をしてくれました。
company has been expanding its business,
ならず、水質浄化、二酸化炭素固定、バ
and was listed in the Tokyo Stock
イオ燃料等の研究開発を行い、人と地球
Exchange Mothers market in November
最後に、感謝することもイノベーションにとって重要であると私は思います。日本の文化において、感謝は重要な部分であり、今回の
2012. The company conducts research and
を健康にする企業活動を行っている出雲
訪問で私はそれを強く感じました。宇宙、社会に対する感謝、そして会うことはないかもしれないけれども、われわれが暮らしている
株式会社ユーグレナ
development not only on the world’s food
充氏をお招きし、
「僕はミドリムシで世界
すばらしい環境に対して貢献してくれている多くの人々に対する感謝です。感謝の気持ちがあれば、社会に還元することを何かしたい
problem, but also water puriﬁcation, carbon
代表取締役
を救う事に決めました！」をテーマに基
capture, and biofuel production, among
と思うでしょう。社会に還元する方法はたくさんありますが、イノベーションは、確かにその最善の選択の一つです。感謝することに
調講演を行っていただきました。
others. At this Expo, we invited Izumo,
より、イノベーションを起こそうという熱意を絶えず持ち続けるようになるのです。

出雲 充氏

who conducts corporate business activities
1980年、広島県呉市生まれ。東京大学農学
that seek to bring health to both people
部農業構造経営学専修過程卒業後、
東京三
講演では、これまでのご自身の起業経 TOYP
このイベントを開催するために、熱心に、誠実に、プロ意識をもって尽力してくれた
and プログラムの主催者に感謝いたします。
the Earth, to speak on the theme of“I
菱銀行に入行。
退職後、
2005年8月株式会社
験を通じて、固定観念にとらわれること
decided to save the world with Euglena!”
ますます多くの若者がこのプログラムから刺激を受け、それぞれが持っている価値ある経験を分かち合い、イノベーションによってこ
ユーグレナを創業し代表取締役に就任。

なく、独自の精神性と多様性の融合から
生み出される新たな可能性を切り開いて
いく重要性を説いてもらいました。

の世界をより良いものにしてくれると私は確信しています。

Mitsuru Izumo
President
euglena Co., Ltd.

Born in Kure City of Hiroshima Prefecture in 1980.
Graduated from the University of Tokyo specializing
in Agricultural Structure and Business Administration,
and entered the Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. After
leaving the bank, he founded and became President of
euglena Co., Ltd. in August 2005.
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In the lecture, Izumo spoke from his
experience in founding his business about
the importance of blazing one’s own trail
for new possibilities by bringing together
spirituality and diversity in a unique way,
without being ﬁxated on stereotypical
views.
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Summary

年に証券取引法違反で逮捕さ
Being selected as“the outstanding2006
young
person”is a great honor, especially
year’
s securities
theme of“InAfterwith
beingthis
arrested
for
fraud in
れた後、ライブドアグループは再編
novation”. Japan is famous for its
innovative capability, having invented many
innovative
technologies
2 0 0 6 a n d t h e r e o r g a n i z a t i o n oand
f the
されるも、宇宙開発事業を行うＳＮ
products, e.g. walkman, which was
one of the most innovative and popularLivedoor
productGroup,
around
thehas
world.
In my
Horie
not only
been
Ｓ社、グループトークアプリ「755」
investing
in especially
SNS (a company
thatpeople
conducts
country China, currently innovation
is one of the most prominent topic that
people,
young
business)
and
7gogo (a
を開発する株式会社
7gogo
の出資等、
care about. I always want to learn
about what makes
Japanese
people so space
good exploration
at innovation.
After
several
company that develops a group-talk app
企業活動への投資を行うだけでなく、
days’visiting, watching, practicing
and communicating, I think I have found
some reasons, and would like to
called 755) but has also been publishing
各種著作、講演活動を行っている堀
share them in this report.
many of his writings and giving lectures.
江貴文氏をお招きし、「創造者を創造
For this lecture, we invited Horie to
する」～誰もやらないなら俺がやる
Firstly, the Spirit of Craftsmanship(職人気質)
is one thing that I found so‘unique’
and‘common’
in subject
Japan. of
conduct a keynote
lecture on the
～をテーマに基調講演を行っていた
During the trip, we have the precious
opportunities to meet the noodle master,
tea creators:
master, Ifsushi
master
and
“Creating
no one
else will,
then
だきました。
I will.”
dance masters. All of them perfectly
showed the spirit of Craftmanship: 100%
focusing on your work, chasing
ライブドア元代表取締役社長
CEO hard and continuously practice, caring about every details, to make the work
for 100% perfection, extremely
the lecture, he talked based on his
SNSnot
創業者
講演では、常に未来の姿を想い描
only useful but also beautiful. These
are very important characteristics,During
and you
can see obviously on the
experience of always having an image of
7gogo
き、失敗を恐れることなく、さまざ
topファウンダー
innovators, like Steve Jobs, the
founder of Apple. In Japan, you can see these precious spirit of craftsmanhow he wants the future to be and of
ship on many people working in まな挑戦続けるご自身の経験を元に、
many diﬀerent areas. This provide rich soidcontinuing
to grow to
strong
innovations.
take on
challenges without
より良い未来の創造に向けて誰もが
Cooperation is another thing that
I found as a critical reason. During the visit
at
the
Monodzukuri
Business
being afraid of failure, and spoke
of how
1972年、
福岡県八女市生まれ。
東京大学文
自らが果たすべき役割を全うするこ
Information-center
Osaka.
I surprisingly
learned that there are many companies
but
each andwith
everyonly
one 1-3
of usemployee
has the potential
学部を中退し、ホームページ制作・管理運
とができる可能性をもっていること
to
serve
our
role
toward
creating
a
better
producing
innovative
and
high-quality
product.
For
example,
a
company
making
water
saving
equipment,
営を行う有限会社オン・ザ・エッヂ設立。
future for
ourselves.
を説いていただきました。
翌年株式会社に改組。
その後2002年、
having 10 million
capital, 経営
only have
2 employees. This is hard to image without
a super
eﬃcient cooperating
破綻した旧ライブドア社から営業権を取
mechanism
and
ecosystem.
得し、ライブドアに社名変更。

堀江

貴文氏

Global vision is also important for innovation as top innovators shall get information from all around the

Takafumi
Horie
world and target the markets all around the world. Actually this TOYP program itself perfectly shows what
Former President & CEO of Livedoor
is global
Founder
of SNSvision. It invites participants
Founder of 7gogo

from all around the world, gather them together, and let them communicate. The organizers of the TOYP program did fantastic job sharing the Japanese culture with the world.
Born in Yame City in Fukuoka Prefecture
LastHebut
notUniversity
least, Appreciation
is what I found important for innovation. In Japanese culture, appreciation is
in 1972.
left The
of Tokyo
Fac u lty of Letters, and es tablis hed a
one called
important
part
and
feel strongly in this trip. You should appreciate the universe, the society, the many
company
Livin’on the
Edge
Co., I
Ltd.
that develops websites, which was made
people
that
you
may not see but contribute to the nice environment that you are living in. Then you
into other
a joint-stock
company
in the
following
year. In 2002, Horie acquired business rights
wantLivedoor
to doInc.,
something
fromwill
the former
and changed to contribute back to the society. Although there are many ways to contribute
its company name to livedoor Co., Ltd.
back to the society, but Innovation surely is one of the best choices. Having appreciation, then you will have
continually motivation to innovate.
Thanks for the TOYP program organizers’hard, scrupulous and professional work to make this great event
happen. I am sure more and more young people will be inspired by this program, share the valuable experience with each other and to make the world a better place by innovation.
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TOYP メンバーレポート
フォーラム（メンバー紹介、講演録）
TOYP Members’
Forum (Members
Reportsand Lecture Notes)
シェン・ツェン

Zheng Zeng

【Proﬁle】

シャオビン・ラ－
Born in 1989. Acquired a Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
the University of Nevada, Las Vegas. Immediately after graduation,
Xiaobinfrom
LUO
she co-founded and became CEO of Dronesmith Technologies.

【プロフィール】
名
前 Name
Zheng Zeng（シェン・ツェン 1989年生まれ）は、ネバダ大学ラスベガス
校で機械工学を専攻。大学卒業と同時にDronesmith Technologies社
を共同出資で立ち上げ、同社CEOを務める
男性

【Lecture】

性

別 Sex

Male

役

職 Position

代表取締役
CEO

During college, Zeng served as a project leader for a project to build a

sustainable house that is able to generate 100% of the energy used
【講演録】
through
solar power. She gained conﬁdence in herself through this
1981年5月27日
（35歳）
大学在学中に消費電力を100%太陽光発電で賄うことができる持続可
生 年 月 日 Date of birth
experience
of bringing form to her ideas, which motivated her to found
May 27,1981
（Age:35）
能な家を建造するというプロジェクトのリーダーを務め、自分の考え
a company immediately after graduation. Zeng founded a company with
を形にするという経験から自らに自信を持つことができ、大学卒業後
her friends from college that develops and sells drones that can go and
カナダ
国
籍 現在は大学時代の友人と、
Nationality
すぐに起業する原動力となった。
人間が立
Canada study environments where humans cannot venture into. This company
provides only the drone’s frame and software, and recommends that for
ち入ることができない環境を調査することができるドローン開発・販
practical application, the drones be further developed by the consumer
中国
売する会社を設立、ドローンのフレームとソフトウェアのみを提供
団 体 拠 点 Organization base
themselves, in accordance to how they wish to use the drones. Zeng
China
し、実用化はそれぞれの消費者が使用形態にそって開発を行うことを
spoke passionately at the lecture about how such kinds of amazing
奨励している。このような素晴らしい技術は、大学などの学術機関に
technologies should not be kept within the conﬁnes of educational
カイツゥオバイオテクノロジー社
団
体
名
Organization
name
institutions, but that they will be made to serve society only when they
とどまるべきではなく、企業の力で実用化することではじめて社会に
Kai-Tuo Biotechnology
Co. Ltd
are put into practical application by the strength of the companies.
貢献できると熱く語っていただきました。

Xiaobin Luo
シャオビン・ラ－
【Proﬁle】
Born in 1981. Acquired a doctorate from the Department of Medicine at the
【プロフィール】
University of Montreal, Canada. He established the Kai-Tuo Biotechnology Co.,
Xiaobin LUO（シャオビン ラオ 1981年生まれ）、カナダモントリオー
Ltd. that aims to make signiﬁcant strides in the areas of diagnosis and treatment
ル大学医学院博士。中国において難治性疾患の診断と治療に関する分
of refractory diseases in China. He is current the CEO of this company.
TOYP（傑出した若者たち）の一人に選んでいただき、また
2016Biotechnology
年の TOYPCo.フォーラムに出席できますことをとても名誉に思います。
野を飛躍的に発展させることを目指したKai-Tuo
【Lecture】
Ltd設立。
同社CEO。
誠実さについての理解と、それをどのようにイノベーションの推進力へと変化させるかを分かち合うことは、何にも勝る喜びであり、

TOP レポート

Luo spoke of conducting corporate activities to provide comprehensive medical

solutions for the elderly, with an eye toward the arrival of an aging society in
【講演録】プログラムが開かれたこの 1 週間は、まちがいなく、私の人生の中でも最も思い出に残る特別な時間
意味のあることです。TOYP2016
China. His company specializes in research on diseases associated with aging,
中国における高齢化社会の到来を見据え，高齢者向けの包括的メディ
such as cardiovascular disease, cancer, metabolic syndrome,
etc. Having placed
でした。私はこれまで何度も日本に来たことがありますし、日本人が寛容であることはよく知られていますが、今回
JCI の皆様から頂
カルソルーションを提供する企業活動を行っていることが紹介され
particular emphasis on research into treatment for Alzheimer’s disease, where
た。
循環器疾患，
がん，
メタボリック症候群などの年齢に関連する疾患
early diagnosis and early preventative medication treatment are particularly
いた、温かなおもてなしには本当に感動いたしました。本当にすばらしい方々です！大阪と東京に滞在している間、私が経験したこと
important, the company succeeded in developing a lower-cost kit with low
に特化した研究を行っており，特に早期診断と早期予防薬投与が重要
invasiveness that makes it possible to realize early diagnosis, and also the
について感謝を表す言葉が見つかりません。
なアルツハイマー病の治療研究に力を入れた結果，侵襲性の低く，早
development of a preventative medicine that helps control the progress of

期診断可能でコストの安いキットの開発とアルツハイヤーの進行を
Alzheimer’s. The company is continuing even now in its eﬀorts with research
抑える予防薬を開発したという実績が紹介され，現在もアルツハイ
and development that would lead to the radical cure of Alzheimer’s disease.
「誠実で無欲な献身の力を知った人のみが、人生の最も深みのある喜び、真の充実感を経験できる」とトニー
・ロビンスは言っています。
Luo spoke ardently about the importance
of moving forward by believing in
マーの根治につなげる研究開発に取り組んでいる。
your passion, as he has been doing, in order to create innovations that would be
このように，
社会の発展に役立つイノベーションを創り出すには，
自
私にとって真の充実感は実際、成功をおさめることに勝っています。価値では単純に表現できない何か、将来に重大な影響を及ぼす可
of use to the development of society.
分の熱意を信じて進むことが重要だと熱く語っていただきました。

能性のある何かを意味しているのです。

ディンロン・ファン

Ding Long Huang

【Proﬁle】
TOYP プログラムでは、非常に多くのことを学びました。「誠実さ」がイノベーションにいかに役立つ可能性があるかということにつ
Born in 1981. Obtained a doctorate degree on the interaction of humans and
【プロフィール】
computers at the Tsinghua University in China. He is the founder and CEO
いて、理解を深めることができした。イノベーションは、創造的なアイデアを実行し、それらのアイデアを現実にするプロセスだけで
Dinglong Huang（ディンロン・ファン 1981年生まれ）は、中国の清華大
of a venture company called Malong Technologies that develops and sells
学で人とコンピューターの相互作用について博士号を取得。中国で人
apps that utilize artiﬁcial intelligence.
はないのです。すべての細部を認識する感覚を持つと共に、勇気や忍耐、粘り強さが求められます。このことは特に、医学研究の分野
工知能を使ったアプリの開発販売を行うベンチャー企業 Malong
【Lecture】
にあてはまります。このような理由から、私は中国にトランスレーショナル・メディカル・センター（TMC）を設立することを決心
Technologies社を創設し、CEOを務める。
Huang gave an explanation of the developments and operations of Malong
Technologies. Speciﬁcally, this refers to an app developed and operated by
しました。TMC の目標は、最先端の医学研究で結果を出し、それらを臨床的に認可された技術や医薬品の製造へとつなげることです。
【講演録】
his company in which it uses the camera function in smartphones and uses
マーロンテクノロジー社で開発され運用されている技術、つまりス
高齢化する社会は、世界各地の医療制度にとって大きな課題となっていますし、様々な病気にとってのリスクファクターでもあります。
artiﬁcial intelligence to recognize the information of the photo image, and
マートフォンのカメラ機能を使用し、被写体から人工知能によって
searches on the Internet not only for products with common features but
そこで私たちは、老化に伴う
2 つの病気に焦点を合わせました。アルツハイマーと癌です。われわれ
の使命は、医療の分野でイ
様々な情報を認識し、
インターネット上に存在する共通点のある製品
also the exact same product.TMC
The searched
product is displayed, together
with information on where and at what price range the product can be
だけでなく全く同じ製品を検索し表示させ、
またどこでどのような価
ノベーションを起こすロールモデルとしての地位を確立し、将来、中国の医療が必要とするものに応えることです。
acquired. It also enables the user to actually purchase the displayed item
格で購入できるかを情報として提供し、購入する事までできるアプリ
through the app. Huang also said that the spirit of craftsmanship that the
の説明を行った。また、東洋の職人技は、目にみえないところで様々な
Asian people have is what makes it possible for a variety of elements to
要素を複雑に作用しあい素晴らしい結果を生むという点で、
人工知能
interact, where not in view, in a complicated manner to produce wonderful
TOYP プログラムのおかげで、私が現在取り組んでいることについて、日本の才能豊かな多くの若い人たちと話し合いの機会を得るこ
results, which he says is similar to artiﬁcial intelligence. Thus, he spoke
と類似するところがあり、人工知能産業を牽引し世界をより良いもの
passionately about how it is the Asian people who would lead the artiﬁcial
とができました。また、まだ対処されていない将来的な医療のニーズについて、彼らの意見を聞くこともできました。中国と日本の若
にしていくのは我々東洋人であると熱く語っていただきました。
intelligence industry and make the world a better place.

者には、非常に似ているところがあると思います。つまり、イノベーションで社会を支援しようという同じ視野を持っているのです。
この内在的な推進力は、われわれの世代、特に JCI メンバーのような若い世代が、自分なりの貢献を続け、より良い世界を築き上げる
チャチャイ アフィバンプーンポン Chatchai Aphibanpoonpon
ことを保証してくれるに違いありません。
【Proﬁle】
Born in 1985. Obtained an International Master’s degree in Business
【プロフィール】
Administration at Thammasat University. He is the founder and President
Chatchai APHIBANPOONPON（チャチャイ・アフィバンプーンポン
of KlongDinsor Co., Ltd. The company develops drawing educational
1985年生まれ）は、タイのタンマサート大学で国際経営管理学の修士
感銘を受けたもう 1 つの点は、日本人は伝統とイノベーションのバランスを非常にうまくとっているということです。日本は、世界で
materials for children with disabilities such as visual impairment, and also
号を取得。KLONGDINSOR CO., LTD.社創設者であり社長を務める。
oﬀers occupational training and employment support for the disabled.
最もイノベーティブな国の一つでありますが、今回日本に来て、多くの素晴らしい伝統がうまく保存されているということが分かりま
盲目児童等障害児童向けのお絵かき学習教材の開発，障害者の職業訓
【Lecture】
練，就労支援を行っている。

した。一見矛盾する、伝統とイノベーションという 2 つの言葉が、ここ日本でうまく機能しているのは、誠実な精神や優秀さを維持す
Aphibanpoonpon used his experience from volunteering to help disabled
children to do their homework, and developed educational material for
【講演録】
る強い意志があるからだと私は理解しています。この日本の姿もまた、将来私がすべきことに刺激を与えてくれることでしょう。

disabled persons using Velcro and yarns, during which process he
盲目などの障害を持つ児童に宿題を教えるボランティアの経験から、
discovered that this material is also eﬀective not only for educational
マジックテープと毛糸を使った障害者用の学習教材を開発し、学習支
purposes, but also as a communications tool. However, the root of the
援だけだけでなくコミュニケーションツールとしても有用であるこ
problems facing disabled persons was not in communication, but in being
最後に、日本の TOYP および
JCI の皆様に、もう一度心からの感謝を申し上げたいと思います。皆様は、誠実で無欲な献身の力を見
とが分かった。しかし、障害を持つ人々の抱える問題の根底はそこで
given opportunities for employment̶in other words, the abilities to make a
せてくださり、また、いかにその力が地域社会に影響を与え、社会の発展を促進しているかを、あまさず見せてくださいました。
はなく、機会の提供、つまり生きるための、仕事をするための、そして
living̶and to be given a chance to become a member of society. To solve
this issue, Aphibanpoonpon spoke passionately about how we need to give
社会の一員となるための機会が必要であり、そのために職業訓練だけ
disabled persons not only job training, but to also have such people ﬁt in
でなく、障害を持たない人々が持つ人々を手助けしながらランニング
seamlessly into society through the kinds of projects where people without
をするプロジェクトなどを通して、彼らが社会に溶け込むことができ
disabilities help those with disabilities to keep the job running, and to create
るソーシャルイノベーションを起こしていくことが必要だと熱く
innovations through such eﬀorts.
語った。
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35th TOYP 2016 Report
（参加者アンケート）
TOYP フォーラム
メンバーレポート
TOYP Forum
Members’
(Survey
Reports
Results)
①オープニングムービーを見て、一人で生きている
のではなく、様々なつながりの影響を受けて 現在
の生活があることを知ることが出来ましたか？
TOYP report

(1)Having seen the opening movie, were you able to get a
sense that you are not living only by yourself, but that
you have the life you have today because of the eﬀects of
diverse
connections
that you’
ve hadfor
throughout
yourhave
life?
It is
a great
honor
me to

②松山大耕氏の講演を聞いて、世界に誇るべき他者
を想う心や公に役たつ心が自らにも受け継がれて
いることを自覚できましたか？

③松山大耕氏の講演を聞いて、日本人の持つ精神性
が世界で活躍するために強みになることを理解で
きましたか？

(2)Having heard Daiko Matsuyama’s lecture, were you able to
(3)Having heard Daiko Matsuyama’s lecture, do you
realize that your sense of being considerate toward others, and
now understand that the spirit of the Japanese
your desire to be of use to the general society, both of which we
people can give you strength when you go out into
can be
proud of to theas
world,
have of
been
inherited within
us?
the world? Persons”and to present
been
selected
one
“The
Outstanding
Young

in the 2016 TOYP forum. The sharing of our understanding of sincereness and how it transforms into the
driving force of innovation has never been so joyful and meaningful. The past one week of TOYP 2016 program was surely one of the most memorable and unique time in my life. Although I have been in Japan so
E
A
E
many times
I am still deeply impressed by the Ahospitality
A
E and Japanese are well known for their generosity,
oﬀered by all the JCI members. You guys Dare awesome! I can’t ﬁnd no word to express
my appreciation of
D
B
C
what I have experienced
during my stay in Osaka
C and Tokyo.
B

B

C

“Only Dof those who have learned sincere and selﬂess contribution experience the life’s deepest joy: true
fulﬁllment.”-Tony Robbins.
A true fulﬁllment
something that really
goes beyond success,
someできた
できた for me means ややできなかった
できた
A Yes
A
A Yes
23.0% D ややできなかった
33.1% D
36.8% D ややできなかった
no
Slightly no
thing that cannot beSlightly
simply
described byYes
its value and moreSlightly
often no
may have signiﬁcant
impact for the
future.
4.8%
1.4%
1.7%
ややできた
ややできた
ややできた
B Slightly yes 17.1%
B Slightly yes 22.8%
B Slightly yes 21.2%
参加していない
参加していない
参加していない
E Did not participate
E Did not participate
E Did not participate
I have learned so many things during the
TOYP program that certainly help me
to better understand how
どちらとも
どちらとも
どちらとも
C Neither
C Neither
C Neither
14.5%
32.7%
10.9%
24.1%
9.0%
23.6%
“sincereness”may contribute to the Innovation.
Innovation is more about the process
of implementing creative ideas and turning them into realities, requiring courage, patience and persistence with the sense of the
④出雲充氏の講演を聞いて、これまでの固定概念にと
⑤出雲充氏の講演を聞いて、これまでの固定概念に
市民としてより良い
awareness of every detail. This is especially
the case for medical research⑥堀江貴文氏の講演を聞いて、
and
it is also the reason
why I
らわれることなく、多様な精神の融合から生み出さ
とらわれることなく、あらたな取り組みに挑戦し
未来の創造に向けて自らが果たすべき役割を全う
れる新たな可能性の重要性に気づきましたか？
たいと感じましたか？
ﬁnally decided to establish a translational
medical center (TMC) in China. Theする気持ちは持てましたか？
goal of our TMC is to bring up
(4)Having heard Mitsuru Izumo’s lecture, have you become
(5)Having heard Mitsuru Izumo’s lecture, did you feel
(6)Having heard Takafumi Horie’s lecture, do you
theof most
advanced
medicalthat
ﬁndings
and
into
clinically-approved
ornow
medical
products.
As aging
aware
the importance
of new possibilities
are
like you
would
like to challenge yourself techniques
to take on
feel like you
wish to serve
your roleisas a
born by bringing together diverse ways of thinking,
new initiatives, without being conﬁned to stereocitizen to help create a better future?
one
of
the
big
challenges
for
healthcare
system
worldwide
and
remains
to
be
a
risk
factor
for
various
diseasinstead of being ﬁxated on stereotypical thinking?
types?
es. It is thus we are now focusing on two aging-related diseases, Alzheimer’s disease and cancer. The misE
D
sion of our TMC is to establish ourselves as a role model of medical innovation in meeting
China’s future
D
healthcare
needs.
D
E
E
C

C

C

A
Thanks to the TOYP
program, I have the chance to discuss
with so many Japanese young talents about
what
A
A
B unmet medical needs in the future. I found there is quite a
I am doing
B and listen to what they think about the
similarity between Chinese and Japanese young persons, as we are having the same scope ofB helping the society with innovations. This intrinsic driving force will certainly ensure our generation, especially the young
person like JCI members,
to continue making
to build a もてた
better world.
気付いた
感じた their own contributions
A Yes
A Yes
A Yes
51.3% D やや気付けなかった
52.3% D やや感じなかった
36.5% D ややもてなかった
Slightly no
Slightly no
Slightly no
1.1%
0.4%
2.5%
やや気付いた thing which impresses
やや感じた
ややもてた
me
so
much
is
that
how
well
the
Japanese
have
been
doing
to
keep
the balB Another
B
B
参加していない
参加していない
参加していない
Slightly yes 18.8%
Slightly yes 19.0%
Slightly yes 25.1%
E Did not participate
E Did not participate
E Did not participate
ance between tradition and innovation. We
have seen some many nice traditionsどちらとも
that have been preserved so
どちらとも
どちらとも
C Neither
C Neither
14.4%
5.4%
6.3%
Neither
well during6.3%
the trip while
Japan remains
to be one
of the most14.0%
innovative Ccountries
in19.0%
the world. To my
understanding these two seemingly controversial words work perfectly here in Japan is because of the spirit
⑦堀江貴文氏の講演を聞いて、
失敗を恐れるこ
⑨TOYPメンバーの発表をご覧いただき、
of sincereness, the strong
willing of ⑧TOYPメンバーの発表をご覧いただき、
maintaining excellency, which I自ら
think will
again inspire my work in 世界の持
the
となく挑戦しようという気概が持てました
もイノベーションを起こしてみたいと感じま
続的な発展に向けて、自らが行動し未来を気づく
future.
か？
したか？
起点となろうと感じましたか？
(7)Having heard Takafumi Horie’s lecture, do you
(8)Having heard the presentations given by the TOYP
now have the desire to take on challenges without
members, do you now also feel that you would like
being
afraid of failures?
to generatemy
innovation?
Finally
I would like to once again express
sincere appreciation to

(9)Having heard the presentations given by the TOYP
members, do you now wish to act on your own

initiative
and build
future
toward realizing
all the
TOYP
andtheJCI
members
in the
sustainable development of the world?
Japan. You have fully shown the power of sincere and selﬂess contribution and how it aﬀects the community
and thusDpromotes the social development.

E

C

E

D
A

43.6%

ややもてた
B Slightly yes

26.0%

どちらとも
C Neither

12.3%

1.1%

参加していない
E Did not participate

6.8%

感じた
A Yes

28.6%

やや感じた
B Slightly yes

23.0%

どちらとも
C Neither

17.1%

A

C

B

ややもてなかった
D Slightly no

E

D

C

B

もてた
A Yes

A

B

やや感じなかった
D Slightly no

2.7%

参加していない
E Did not participate

16.4%

感じた
A Yes

28.1%

やや感じた
B Slightly yes

21.6%

どちらとも
C Neither

17.8%

やや感じなかった
D Slightly no

3.0%

参加していない
E Did not participate

16.8%
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各国学生との交流
シェン ツェン

名

前 Name

国

籍 Nationality

United States of America

役

職 Position

代表取締役
CEO

Zheng Zeng
オリエンテーション終了後、
そのままコスモスクエア国際交流センター内で、
PCY（世界学生平和会議）
女性 事業にて海外から来日していた学生達とグループワー
性
別 Sex
Female
クを行っていただきました。
闊達な議論が交わされ、相互に刺激しあい、実のあ
る有益な国際交流を図っていただきました。
1989年1月26日（27歳）
生 年 月 日 Date of birth
January 26,1989（Age:27）

Exchanges アメリカ
with students from around the world

Immediately after the orientation, the PCY program hosted a group work
アメリカ students visiting Japan, held at the Cosmo Square
session base
with international
団 体 拠 点 Organization
United States of America
Hotel and Congress. The group held lively debates that was mutually
ドローンスミステクノロジー社
stimulating,
in a productive and eﬀective international exchange.
団 体 名 Organization
nameand resulted
Dronesmith Technologies

手打ちうどん体験

Experience making udon noodles

昼食会では、大阪の伝統食であるうどんを食しましたが、
米国の代表、またドローン産業で働くクリエイティブなイノベーターの代表として、今年の
TOYP
プログラムのメンバーに選んでい
For lunch, everyone was served udon noodles,
which
is a traditional dish served in Osaka.
ただき、大変恐縮しています。
提供されたものをただ頂くのではなく、メンバー自らに生地
But instead of simply enjoying what is served to them, members tried making the udon
を練る体験をしていただきました。職人の指導のもと手打ち

noodles themselves. By learning the methods of making udon under the tutelage of a

master udon chef, participants had the opportunity to experience what goes into the
ドローンは、
今は生まれて日が浅い機械ですが、
多くの可能性を秘めており、
今後 3 年から 5 年のうちに多くの応用例が実現するでしょ
うどんの製法を実体験していただくことで、
日々自分達が口
process of making udon. This in turn gave them an opportunity to realize that the food
う。この空飛ぶロボットは、あらゆる種類のカメラやセンサーを搭載することができ、人間が離れたところから見たり、においを嗅い
that they eat are created by the endeavors of various people, made with their heartfelt
にする食べ物が多くの人の手によって出来上がり、また様々
eﬀorts and wishes to give enjoyment to the people who 4eat次産業革命は、ビジネス
them. By this, it gave the
だり、世界の気温を感じたりする感覚器官となります。接続性、情報、ロボット工学を中心とする、この第
な想いがこもったものだと実感する機会を提供することで
participants a chance to acquire a sense of appreciate for what they have been given.
プロセスのあり方を永遠に変え、世界全体に影響を与えることでしょう。自分が将来を創り出し、新しい世代の刺激となっていること
感謝の心をもっていただきました。
に興奮しています。

私はフューチャリストであり科学技術者ですから、プログラミングや技術的な詳細に深く入りこんだり、遅れを取ることへの不安に取
りつかれるという状況に陥りがちです。また、私は移民ですので、周りとの関係も容易に断たれてしまいます。しかし、TOYP で経験
モビオ（ものづくりビジネスセンター大阪）を訪問し、TOYPメンバーには大阪
したことは、私自身の魂の一部と再びつながりを持たせてくれました。

モビオ訪問

の起業家の方々を前に自身のビジネスモデルのプレゼンテーションを行っていた

だきました。プレゼンテーションのあと行われた意見交換会は名刺交換だけにと
世界各地から招待された 5 人のメンバーが日本を体験するために、JCI
の皆さんが懸命に取り組んでくれたという事実から、私の経験
は始まります。お互いの顔を見るためには移動しなければならなかった昔とは違って、今では、インターネットを使ったフェイスタイ
どまらずビジネスマッチングを前提とした積極的な交流の場となりました。また、
ム機能があり、お互いの顔を見ることができます。古い中国の格言に「朋あり遠方より来る」というものがあります。訪れてくること
職員によるモビオ及び大阪のものづくりの歴史と現状の解説、更には大阪のもの
自体が誠意のあらわれであったのです。テクノロジーは、
遠く離れた場所から人がつながる「仕組み」にあったバリアを取り除きました。
づくりに特化した常設展示場の視察等を通じ大阪発信のイノベーションを間近に
しかし、私は、人と人が直接出会う時、非常に不思議な力が生まれるということに気づきました。プログラム全体で最もすばらしかっ
感じていただきました。
たのは、JCI のメンバーと一緒に過ごした時間でした。

Visit to MOBIO

茶道、庭園など、日本には魅力ある様々なアートや文化があります。何とうまくこれらが残されてきたことか、信じられない気持ちです。
The group visited MOBIO (Monodzukuri Business Information-center Osaka), and the
私はきめ細かい構成や活気ある内容が好きです。そして、「熟達するまで練習する」という実行の哲学が好きです。
TOYP members gave presentations to the Osaka entrepreneurs on their business model.
The discussion session after the presentation became a place not only for exchanging
business cards, but also for an active exchange held under the premise of business
matching. The staﬀ also explained the history and current situation of MOBIO and
舞、食べ物などを通した様々な付き合いは、日本人が持っているものとして有名な寛容さともてなしの心を映し出しています。私は
monodzukuri (manufacturing) in Osaka, and also gave up-close insight into the
JCI メンバーの親切で献身的な姿勢に感銘を受けました。そして彼らの生活、家族、将来の見方から学ぶことができ、すばらしい時間
innovations being created and promoted from Osaka through a tour of permanent
exhibits specializing in monodzukuri in Osaka.
を過ごすことができました。

テクノロジー部門の人間は、往々にしてハイペースで働きます。私は、ペースを落とし、立ち止まり、考え、感謝するために時間を使
うことの大切さに気づかされました。私は、中国から若い移民としてやって来て、ハイテク産業でビジネスを営んでいます。私が自分
の夢を追いかけることを、私の両親は応援してくれました。とてもありがたく思っています。また、その過程で出会ったすべての友人
旧大阪市公館にて歓迎茶会に参加していただきました。長い歴史の中で日本の伝統文
たちが、ありのままの私を受け入れ、大事にしてくれたことにも感謝しています。これらの人々が私を成長させてくれました。彼らが
化として確立されてきた茶道を体験することで日本人が大切にしてきた侘び寂びの心や
いたからこそ、私は現在の仕事をする中で、自由と柔軟さを手に入れました。そして、今回日本を訪れ、プログラムに参加する機会も
おもてなしの心に触れてもらいました。作法のひとつひとつに意味があることに TOYP
得ることができました。

歓迎茶会

メンバーは驚きを隠せず、また、世界とのつながりをイメージして今回のために準備し
たいただいた特製の和菓子には、味だけでなくその製法にも大いに関心を示していました。

日本には社会的な序列構造がまだ存在しているということに、少し驚いています。しかし、新しい世代がどのように海原に漕ぎ出し、
自分自身の波を創り出すのか、楽しみにしています。またいつか日本に来たいです。そして、今回のすばらしい旅で出会ったすべての
友人たちのもとを訪れたいと思います。最後に、私が初めて作った俳句をご紹介します。

Welcome tea ceremony

Members participated in a welcome tea party held at the Former Osaka City Oﬃcial Residence. Through the

Japanese tradition of the tea ceremony, which
has beenthe
developed
a period of many years, members
四角い窓から外を見渡すと（Looking
through
squareover
window;）五語
experienced some of the spirit of the Japanese people that have been treasured since age-old times, such as
部屋の内側からハーモニーにたどり着ける（Harmony
can be reached from the within;）七語
wabi-sabi (Japanese aesthetics) and of the spirit of omotenashi (hospitality). TOYP members could not keep
松、小川、ニシキゴイが安らぎを創り出している（Pine,
koi, create
peace）五語
from expressing surprise in learning that each and every movement inbrook,
the tea ceremony
has meaning.
Served
with the tea were Japanese sweets made especially for this occasion created with the image of connecting the
world, and the members were impressed not only by its taste, but also by the method in how they were made.
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ウェルカムレセプション

I’m extremely humbled to be chosen as one of同じく旧大阪市公館にてウェルカムレセプションに参加していただきまし
the members of TOYP program this year to represent United
た。大阪市や大使館からの来賓やホストファミリー、
そしてJCI大阪メンバーに
States, and represent creative innovators working
in the drone industry.
も数多く参加していただきTOYPメンバーと国際交流を深めました。また、神事
として古くから伝わる地車囃子と踊りの実演、解説そして体験を通じて日本人
Drones are still new currently, with a lot ofが大切にしてきた信仰心と精神性に触れてもらうことができました。
potential application come into realization in the next 3-5 years.
These ﬂying robots can carry all kinds of cameras and sensors, thus become humans’remote sense to view,
Welcome
reception
smell, and feel the temperature of the world.
The 4th industry
revolution around connectivity, information
and robotics will change the way of business process forever, and have a global impact; I’m excited to be
A welcome reception was held for the members at the same Former Osaka City Oﬃcial Residence. The
creating the future and inspiring the new generation.
reception was attended by many, including guests from the Osaka City government and the embassies,
as well as by host families and JCI Osaka members, and became a place for deepening international
exchange with the TOYP members. The reception also featured performances that helped give
As a futurist and technologist, it’s very easymembers
to sink
lifestyle
of that
programming,
and
a feelinto
for thea religion
and spirit
the Japanese peopletechnical
have nurtureddetails,
since ancient
times,
such as a live performance
of the
song and
of the danjiri hayashi,
coupled with
its explanations.
constant anxiety of falling behind. As an immigrant,
it’s very
easy
to dance
disconnect.
The TOYP
experience

made me reconnect with a part of my own soul.

It starts from the fact that the whole team worked so hard in bringing the 5 members from around the
能体験
Experiencing a Noh performance
world to experience Japan. Nowadays, there’s instant face-time functions using Internet as compare to in the

井戸能楽堂にご協力を頂き、
old days, people have to 能楽堂内の見学と能のワーク
travel to see each other. There’
s an old Chinese saying of“friend who came a long
Members had a tour of a Noh theatre and participated in a Noh workshop, with
ショップを行いました。
日本の伝統芸能である能を文字通り手に
way for visiting”
, traveling itself is sincerity. So while technology
removed
theTheatre.
barrier
of the“mechanism”
the cooperation
of the Ido Noh
Participants
were able to actually of
touch
and experience this traditional form of Japanese performing arts. They were also
取り触れて体験していただきました。
大阪大学准教授による専門
connection from remote, I was
reminded that in-person experiences
create
unprecedented
magic.
The
happiprovided with expertise information from an associate professor of the Osaka
的な解説を受け、
est time of通常触れることができない貴重な文化財の面や
the whole program was with the JCI members.
University, were given the opportunity to touch a valuable cultural heritage that
道具に手に取って触れるとともに、１０００万円を超える衣装を
is usually not available for touch, and had the opportunity to try on costumes that
cost more than 10 million yen. TOYP members had a diﬃcult time producing
試着していただきました。TOYPメンバーは、打楽器にて良い音
Tea, garden ‒ the various art and culture is just fascinating.
I couldn’
believe
how
well preserved
quality
sound fromt the
percussion
instruments
that they got they
to play.are.
All ofIthe
を出すのに苦労していました。また、衣装の試着は全メンバーが
were very happy about being able to try on the costumes, and were
love the detailed format and the vibrant content, and themembers
philosophy
of
“practice
till
you
become
mastery”
seen taking numerous commemorative photos. Furthermore, they were given a
非常に喜び、何枚も記念写真を撮影していました。さらに、特別に
way of conduct.
special showing of an original ukiyo-e drawing. Members demonstrated extreme
拝見させていただいた浮世絵の原画に対して、
百年以上経過して
interest in its coloring, and were awed by the fact that the colors had not faded,
も色褪せないその色合いに非常に興味を抱き、訝っておりまし
despite the drawing being more than a hundred years old. Through these
Dance, food ‒ the various
socials reﬂects the famous generosity
of Japanese
people;
am
experiences, theand
TOYPhospitality
members were able
to get a sense of
the depth Iand
grace
た。これらの体験を通じて、
TOYPメンバーには脈々と受け継が
of the Japanese culture that have been passed down over many generations.
impressed by the friendliness and dedication of JCI members,
and had a great time learning about their life,
れてきた日本文化の奥ゆかしき心を感じていただきました。
their families, and the way they see the future.
Technology sector people often work in high speed pace; I was reminded to slow down, to pause, and to use
the moment to think, to appreciate. So for me, as a young immigrant from China running a business in
high-tech, I appreciate the fact that my parents were supportive of me chasing my dream and I appreciate all
the friends in my journey who accepts me and love me for who I am. Those are the people who shaped me,
and it’s because of them, I get to have the freedom and resilience in doing my work currently, and to have
this opportunity to visit Japan and be part of the program.

I am a bit surprised by the still in existence social ladders and structures, and I’m looking forward to see
how the new generation paddles and creates its own wave.
I really would love to come back and revisit all the friends I made during this wonderful trip; and here’s my
下町食文化体験
Shitamachi (traditional commercial district)
ﬁrst attempt at composing a haiku:
TOYPメンバーは、何種類ものた
food experience
こ焼きに驚くとともに、
こな物文
Members visited the Shinsekai district, which is known as the
Looking through the square window; 化とも呼ばれる大阪の下町食の
symbol of Osaka, and enjoyed traditional food such as takoyaki
奥深さに興味を抱いていました。
Harmony can be reached from the within;
(octopus dumpling), yakisoba (fried noodles), kushikatsu (deep-fried
また、
ガリガリ君チューハイ等安
skewered items), and doteyaki (beef sinew stew).
Pine, brook, koi, create peace.
価で一風変わった飲み物に出会
TOYP members were amazed in seeing so many diﬀerent
varieties of takoyaki, and were highly interested by the depth of
い、
下町の創意工夫の妙を体験し
the food culture in this area of Osaka, which is also known for its
ていだきました。その後、新世界
food culture that uses ﬂour. They also tried cheap yet unusual
を散策しました。
ビリケンさん信
drinks, such as the Gari-gari-kun chuhai, and gained ﬁrst-hand
仰にも触れ、
大阪の下町的雰囲気
experience with the creative spirit of this shitamachi area. Later,
the members took a walk through the Shinsekai area. They
を楽しんでいました。
大阪独特の
learned of the Billiken charm doll, and enjoyed the shitamachi
商業的装飾文化や食文化に触れ
atmosphere of Osaka. For the members, this became an
大阪のシンボル的スポットである新世界 ることにより、
大阪独特の文化を
opportunity to experience the unique culture of Osaka, such as by
に移動し、
大阪の伝統食であるたこ焼き、
焼 体験してもらうことで、
価値観の
coming in touch with the commercial decorations and food culture
that is unique to the area, and thereby feel the diverse values
きそば、
串カツ、
土手焼き等を食していただ 多様性及び大阪人の寛容性を感
held and tolerance practiced by the people of Osaka.
きました。
じていただきました。
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東京プログラム
Tokyo Program

次回の五輪開催で注目を浴びている東京都内の各所を
視察し，日本の文化をTOYPメンバーに体験してもら
うプログラムを行いました。
９月４日（日）東京に移動し、赤坂見附の蕎麦居酒屋に
て日本の食文化の一部である蕎麦を食べ、日本独特の
食べ方を体験していただきました。
９月５日（月）には、市場の活気溢れる環境が人気とな
り、歴史と伝統が溢れ、日本最大規模の卸売市場である
築地市場を見学しました。その上で、寿司職人の衣装を
着て、伝統食である本格江戸前寿司を握り、自身の握っ
たお寿司を昼食として食していただきました。卸売市
場の活気と活況を肌で感得することで、人々が面と向
かって行う日本の商業活動の根底にある人と人との繋
がりを感じていただきました。その後は国の特別史跡
及び特別名勝に指定されている小石川後楽園を探索し
て、日本的の伝統的な美しい景観を感得していただき
ました。

We had the TOYP members experience Japanese culture by visiting areas in Tokyo, which is attracting attention as the site of the
next Summer Olympic Games.
The members moved to Tokyo on September 4, where they enjoyed
soba noodles, which is a part of the Japanese food culture, at a soba
izakaya restaurant in Akasaka-mitsuke.
On September 5, the members visited the Tsukiji Market, the largest wholesale market in Japan that is popular for its lively atmosphere and for its rich history and traditions. After the tour, they
wore the costume of a sushi chef, tried making their own authentic
Edomae-style sushi, and had lunch with the sushi that they made
themselves. The visit to this lively and busy wholesale market gave
the members an opportunity to experience the foundation of commercial activities in Japan, based on people coming into direct
contact with and developing ties with one another. Later, the members enjoyed browsing through the Koishikawa Korakuen Gardens,
designated as a national historic site and a special scenic spot, and
were fascinated by the traditionally Japanese beautiful scenic views.

夕食は、もんじゃ焼きの聖地である月
島最古のもんじゃ店にて、TOYPメン
バー各自にもんじゃ焼きを焼いていた
だきました。TOYPメンバーがハート
の形やシマウマの形でめいめいのもん
じゃ焼きを焼く姿に、各国の文化と東
京の下町文化が融合する姿を目の当た
りにすることができました。
９月６日（火）は、主に、Otakuの聖地秋
葉原を巡り、メイドバーで昼食を取っ
て も ら い な が ら 、日 本 の サ ブ カ ル
チャーを知る機会を提供させていただ
くことで、日本で新たに発展したおも
てなしの心を理解し、日本という国へ
の理解を一層深めていただきました。
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For dinner, the TOYP members enjoyed
making monjayaki at the oldest store in
Tsukishima, an area known as the place to
go for enjoying monjayaki. The site of the
members making monjayaki to the shape of
their own preference, such as a heart and a
zebra, seemed to demonstrate the coming
together of foreign cultures with the shitamachi culture of Tokyo.
On September 6, the walked around
Akihabara, which is known as the sacred
grounds for the otaku culture, and had
lunch at a maid bar to experience one of
the subcultures of Japan. By this, they
came to understand the new and modern
developments in the Japanese spirit of
omotenashi, thereby further depending
their understanding toward this country of
Japan.

35th TOYP 2016 Report
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

フェアウェルパーティー
フェアウェルパーティーは忍者をテーマとしたレストラン
『NINJA AKASAKA』にて開催。日本滞在の最終夜に遊び
心満載の会場で修了式を行うことで、日本滞在を振り返って
もらい、我々日本人の心を感じてもらうことができました。

Farewell Party
The farewell party was held at Ninja Akasaka, a restaurant
themed to ninjas. Members reﬂected on their stay in Japan by
spending their last night in this fun-ﬁlled atmosphere, and
appreciated getting in touch with the spirit of the Japanese people.

東宮御所訪問
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。

Courtesy visit to the Crown Prince’
s Palace
Members visited the Crown Prince’s Palace and met the Crown
Prince and Princess. Each and every TOYP member was inquired
into their activities and was given encouragements for their future
by the Crown Prince and Princess.
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各国学生との交流
シェン ツェン

名

前 Name

国

籍 Nationality

United States of America

役

職 Position

代表取締役
CEO

Zheng Zeng
オリエンテーション終了後、
そのままコスモスクエア国際交流センター内で、
PCY（世界学生平和会議）
女性 事業にて海外から来日していた学生達とグループワー
性
別 Sex
Female
クを行っていただきました。
闊達な議論が交わされ、相互に刺激しあい、実のあ
る有益な国際交流を図っていただきました。
1989年1月26日（27歳）
生 年 月 日 Date of birth
January 26,1989（Age:27）

Exchanges アメリカ
with students from around the world

Immediately after the orientation, the PCY program hosted a group work
アメリカ students visiting Japan, held at the Cosmo Square
session base
with international
団 体 拠 点 Organization
United States of America
Hotel and Congress. The group held lively debates that was mutually
ドローンスミステクノロジー社
stimulating,
in a productive and eﬀective international exchange.
団 体 名 Organization
nameand resulted
Dronesmith Technologies

手打ちうどん体験

Experience making udon noodles

昼食会では、大阪の伝統食であるうどんを食しましたが、
米国の代表、またドローン産業で働くクリエイティブなイノベーターの代表として、今年の
TOYP
プログラムのメンバーに選んでい
For lunch, everyone was served udon noodles,
which
is a traditional dish served in Osaka.
ただき、大変恐縮しています。
提供されたものをただ頂くのではなく、メンバー自らに生地
But instead of simply enjoying what is served to them, members tried making the udon
を練る体験をしていただきました。職人の指導のもと手打ち

noodles themselves. By learning the methods of making udon under the tutelage of a

master udon chef, participants had the opportunity to experience what goes into the
ドローンは、
今は生まれて日が浅い機械ですが、
多くの可能性を秘めており、
今後 3 年から 5 年のうちに多くの応用例が実現するでしょ
うどんの製法を実体験していただくことで、
日々自分達が口
process of making udon. This in turn gave them an opportunity to realize that the food
う。この空飛ぶロボットは、あらゆる種類のカメラやセンサーを搭載することができ、人間が離れたところから見たり、においを嗅い
that they eat are created by the endeavors of various people, made with their heartfelt
にする食べ物が多くの人の手によって出来上がり、また様々
eﬀorts and wishes to give enjoyment to the people who 4eat次産業革命は、ビジネス
them. By this, it gave the
だり、世界の気温を感じたりする感覚器官となります。接続性、情報、ロボット工学を中心とする、この第
な想いがこもったものだと実感する機会を提供することで
participants a chance to acquire a sense of appreciate for what they have been given.
プロセスのあり方を永遠に変え、世界全体に影響を与えることでしょう。自分が将来を創り出し、新しい世代の刺激となっていること
感謝の心をもっていただきました。
に興奮しています。

私はフューチャリストであり科学技術者ですから、プログラミングや技術的な詳細に深く入りこんだり、遅れを取ることへの不安に取
りつかれるという状況に陥りがちです。また、私は移民ですので、周りとの関係も容易に断たれてしまいます。しかし、TOYP で経験
モビオ（ものづくりビジネスセンター大阪）を訪問し、TOYPメンバーには大阪
したことは、私自身の魂の一部と再びつながりを持たせてくれました。

モビオ訪問

の起業家の方々を前に自身のビジネスモデルのプレゼンテーションを行っていた

だきました。プレゼンテーションのあと行われた意見交換会は名刺交換だけにと
世界各地から招待された 5 人のメンバーが日本を体験するために、JCI
の皆さんが懸命に取り組んでくれたという事実から、私の経験
は始まります。お互いの顔を見るためには移動しなければならなかった昔とは違って、今では、インターネットを使ったフェイスタイ
どまらずビジネスマッチングを前提とした積極的な交流の場となりました。また、
ム機能があり、お互いの顔を見ることができます。古い中国の格言に「朋あり遠方より来る」というものがあります。訪れてくること
職員によるモビオ及び大阪のものづくりの歴史と現状の解説、更には大阪のもの
自体が誠意のあらわれであったのです。テクノロジーは、
遠く離れた場所から人がつながる「仕組み」にあったバリアを取り除きました。
づくりに特化した常設展示場の視察等を通じ大阪発信のイノベーションを間近に
しかし、私は、人と人が直接出会う時、非常に不思議な力が生まれるということに気づきました。プログラム全体で最もすばらしかっ
感じていただきました。
たのは、JCI のメンバーと一緒に過ごした時間でした。

Visit to MOBIO

茶道、庭園など、日本には魅力ある様々なアートや文化があります。何とうまくこれらが残されてきたことか、信じられない気持ちです。
The group visited MOBIO (Monodzukuri Business Information-center Osaka), and the
私はきめ細かい構成や活気ある内容が好きです。そして、「熟達するまで練習する」という実行の哲学が好きです。
TOYP members gave presentations to the Osaka entrepreneurs on their business model.
The discussion session after the presentation became a place not only for exchanging
business cards, but also for an active exchange held under the premise of business
matching. The staﬀ also explained the history and current situation of MOBIO and
舞、食べ物などを通した様々な付き合いは、日本人が持っているものとして有名な寛容さともてなしの心を映し出しています。私は
monodzukuri (manufacturing) in Osaka, and also gave up-close insight into the
JCI メンバーの親切で献身的な姿勢に感銘を受けました。そして彼らの生活、家族、将来の見方から学ぶことができ、すばらしい時間
innovations being created and promoted from Osaka through a tour of permanent
exhibits specializing in monodzukuri in Osaka.
を過ごすことができました。

テクノロジー部門の人間は、往々にしてハイペースで働きます。私は、ペースを落とし、立ち止まり、考え、感謝するために時間を使
うことの大切さに気づかされました。私は、中国から若い移民としてやって来て、ハイテク産業でビジネスを営んでいます。私が自分
の夢を追いかけることを、私の両親は応援してくれました。とてもありがたく思っています。また、その過程で出会ったすべての友人
旧大阪市公館にて歓迎茶会に参加していただきました。長い歴史の中で日本の伝統文
たちが、ありのままの私を受け入れ、大事にしてくれたことにも感謝しています。これらの人々が私を成長させてくれました。彼らが
化として確立されてきた茶道を体験することで日本人が大切にしてきた侘び寂びの心や
いたからこそ、私は現在の仕事をする中で、自由と柔軟さを手に入れました。そして、今回日本を訪れ、プログラムに参加する機会も
おもてなしの心に触れてもらいました。作法のひとつひとつに意味があることに TOYP
得ることができました。

歓迎茶会

メンバーは驚きを隠せず、また、世界とのつながりをイメージして今回のために準備し
たいただいた特製の和菓子には、味だけでなくその製法にも大いに関心を示していました。

日本には社会的な序列構造がまだ存在しているということに、少し驚いています。しかし、新しい世代がどのように海原に漕ぎ出し、
自分自身の波を創り出すのか、楽しみにしています。またいつか日本に来たいです。そして、今回のすばらしい旅で出会ったすべての
友人たちのもとを訪れたいと思います。最後に、私が初めて作った俳句をご紹介します。

Welcome tea ceremony

Members participated in a welcome tea party held at the Former Osaka City Oﬃcial Residence. Through the

Japanese tradition of the tea ceremony, which
has beenthe
developed
a period of many years, members
四角い窓から外を見渡すと（Looking
through
squareover
window;）五語
experienced some of the spirit of the Japanese people that have been treasured since age-old times, such as
部屋の内側からハーモニーにたどり着ける（Harmony
can be reached from the within;）七語
wabi-sabi (Japanese aesthetics) and of the spirit of omotenashi (hospitality). TOYP members could not keep
松、小川、ニシキゴイが安らぎを創り出している（Pine,
koi, create
peace）五語
from expressing surprise in learning that each and every movement inbrook,
the tea ceremony
has meaning.
Served
with the tea were Japanese sweets made especially for this occasion created with the image of connecting the
world, and the members were impressed not only by its taste, but also by the method in how they were made.
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ウェルカムレセプション

I’m extremely humbled to be chosen as one of同じく旧大阪市公館にてウェルカムレセプションに参加していただきまし
the members of TOYP program this year to represent United
た。大阪市や大使館からの来賓やホストファミリー、
そしてJCI大阪メンバーに
States, and represent creative innovators working
in the drone industry.
も数多く参加していただきTOYPメンバーと国際交流を深めました。また、神事
として古くから伝わる地車囃子と踊りの実演、解説そして体験を通じて日本人
Drones are still new currently, with a lot ofが大切にしてきた信仰心と精神性に触れてもらうことができました。
potential application come into realization in the next 3-5 years.
These ﬂying robots can carry all kinds of cameras and sensors, thus become humans’remote sense to view,
Welcome
reception
smell, and feel the temperature of the world.
The 4th industry
revolution around connectivity, information
and robotics will change the way of business process forever, and have a global impact; I’m excited to be
A welcome reception was held for the members at the same Former Osaka City Oﬃcial Residence. The
creating the future and inspiring the new generation.
reception was attended by many, including guests from the Osaka City government and the embassies,
as well as by host families and JCI Osaka members, and became a place for deepening international
exchange with the TOYP members. The reception also featured performances that helped give
As a futurist and technologist, it’s very easymembers
to sink
lifestyle
of that
programming,
and
a feelinto
for thea religion
and spirit
the Japanese peopletechnical
have nurtureddetails,
since ancient
times,
such as a live performance
of the
song and
of the danjiri hayashi,
coupled with
its explanations.
constant anxiety of falling behind. As an immigrant,
it’s very
easy
to dance
disconnect.
The TOYP
experience

made me reconnect with a part of my own soul.

It starts from the fact that the whole team worked so hard in bringing the 5 members from around the
能体験
Experiencing a Noh performance
world to experience Japan. Nowadays, there’s instant face-time functions using Internet as compare to in the

井戸能楽堂にご協力を頂き、
old days, people have to 能楽堂内の見学と能のワーク
travel to see each other. There’
s an old Chinese saying of“friend who came a long
Members had a tour of a Noh theatre and participated in a Noh workshop, with
ショップを行いました。
日本の伝統芸能である能を文字通り手に
way for visiting”
, traveling itself is sincerity. So while technology
removed
theTheatre.
barrier
of the“mechanism”
the cooperation
of the Ido Noh
Participants
were able to actually of
touch
and experience this traditional form of Japanese performing arts. They were also
取り触れて体験していただきました。
大阪大学准教授による専門
connection from remote, I was
reminded that in-person experiences
create
unprecedented
magic.
The
happiprovided with expertise information from an associate professor of the Osaka
的な解説を受け、
est time of通常触れることができない貴重な文化財の面や
the whole program was with the JCI members.
University, were given the opportunity to touch a valuable cultural heritage that
道具に手に取って触れるとともに、１０００万円を超える衣装を
is usually not available for touch, and had the opportunity to try on costumes that
cost more than 10 million yen. TOYP members had a diﬃcult time producing
試着していただきました。TOYPメンバーは、打楽器にて良い音
Tea, garden ‒ the various art and culture is just fascinating.
I couldn’
believe
how
well preserved
quality
sound fromt the
percussion
instruments
that they got they
to play.are.
All ofIthe
を出すのに苦労していました。また、衣装の試着は全メンバーが
were very happy about being able to try on the costumes, and were
love the detailed format and the vibrant content, and themembers
philosophy
of
“practice
till
you
become
mastery”
seen taking numerous commemorative photos. Furthermore, they were given a
非常に喜び、何枚も記念写真を撮影していました。さらに、特別に
way of conduct.
special showing of an original ukiyo-e drawing. Members demonstrated extreme
拝見させていただいた浮世絵の原画に対して、
百年以上経過して
interest in its coloring, and were awed by the fact that the colors had not faded,
も色褪せないその色合いに非常に興味を抱き、訝っておりまし
despite the drawing being more than a hundred years old. Through these
Dance, food ‒ the various
socials reﬂects the famous generosity
of Japanese
people;
am
experiences, theand
TOYPhospitality
members were able
to get a sense of
the depth Iand
grace
た。これらの体験を通じて、
TOYPメンバーには脈々と受け継が
of the Japanese culture that have been passed down over many generations.
impressed by the friendliness and dedication of JCI members,
and had a great time learning about their life,
れてきた日本文化の奥ゆかしき心を感じていただきました。
their families, and the way they see the future.
Technology sector people often work in high speed pace; I was reminded to slow down, to pause, and to use
the moment to think, to appreciate. So for me, as a young immigrant from China running a business in
high-tech, I appreciate the fact that my parents were supportive of me chasing my dream and I appreciate all
the friends in my journey who accepts me and love me for who I am. Those are the people who shaped me,
and it’s because of them, I get to have the freedom and resilience in doing my work currently, and to have
this opportunity to visit Japan and be part of the program.

I am a bit surprised by the still in existence social ladders and structures, and I’m looking forward to see
how the new generation paddles and creates its own wave.
I really would love to come back and revisit all the friends I made during this wonderful trip; and here’s my
下町食文化体験
Shitamachi (traditional commercial district)
ﬁrst attempt at composing a haiku:
TOYPメンバーは、何種類ものた
food experience
こ焼きに驚くとともに、
こな物文
Members visited the Shinsekai district, which is known as the
Looking through the square window; 化とも呼ばれる大阪の下町食の
symbol of Osaka, and enjoyed traditional food such as takoyaki
奥深さに興味を抱いていました。
Harmony can be reached from the within;
(octopus dumpling), yakisoba (fried noodles), kushikatsu (deep-fried
また、
ガリガリ君チューハイ等安
skewered items), and doteyaki (beef sinew stew).
Pine, brook, koi, create peace.
価で一風変わった飲み物に出会
TOYP members were amazed in seeing so many diﬀerent
varieties of takoyaki, and were highly interested by the depth of
い、
下町の創意工夫の妙を体験し
the food culture in this area of Osaka, which is also known for its
ていだきました。その後、新世界
food culture that uses ﬂour. They also tried cheap yet unusual
を散策しました。
ビリケンさん信
drinks, such as the Gari-gari-kun chuhai, and gained ﬁrst-hand
仰にも触れ、
大阪の下町的雰囲気
experience with the creative spirit of this shitamachi area. Later,
the members took a walk through the Shinsekai area. They
を楽しんでいました。
大阪独特の
learned of the Billiken charm doll, and enjoyed the shitamachi
商業的装飾文化や食文化に触れ
atmosphere of Osaka. For the members, this became an
大阪のシンボル的スポットである新世界 ることにより、
大阪独特の文化を
opportunity to experience the unique culture of Osaka, such as by
に移動し、
大阪の伝統食であるたこ焼き、
焼 体験してもらうことで、
価値観の
coming in touch with the commercial decorations and food culture
that is unique to the area, and thereby feel the diverse values
きそば、
串カツ、
土手焼き等を食していただ 多様性及び大阪人の寛容性を感
held and tolerance practiced by the people of Osaka.
きました。
じていただきました。
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シェン・ツェン

Zheng Zeng

【Proﬁle】

シャオビン・ラ－
Born in 1989. Acquired a Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
the University of Nevada, Las Vegas. Immediately after graduation,
Xiaobinfrom
LUO
she co-founded and became CEO of Dronesmith Technologies.

【プロフィール】
名
前 Name
Zheng Zeng（シェン・ツェン 1989年生まれ）は、ネバダ大学ラスベガス
校で機械工学を専攻。大学卒業と同時にDronesmith Technologies社
を共同出資で立ち上げ、同社CEOを務める
男性

【Lecture】

性

別 Sex

Male

役

職 Position

代表取締役
CEO

During college, Zeng served as a project leader for a project to build a

sustainable house that is able to generate 100% of the energy used
【講演録】
through
solar power. She gained conﬁdence in herself through this
1981年5月27日
（35歳）
大学在学中に消費電力を100%太陽光発電で賄うことができる持続可
生 年 月 日 Date of birth
experience
of bringing form to her ideas, which motivated her to found
May 27,1981
（Age:35）
能な家を建造するというプロジェクトのリーダーを務め、自分の考え
a company immediately after graduation. Zeng founded a company with
を形にするという経験から自らに自信を持つことができ、大学卒業後
her friends from college that develops and sells drones that can go and
カナダ
国
籍 現在は大学時代の友人と、
Nationality
すぐに起業する原動力となった。
人間が立
Canada study environments where humans cannot venture into. This company
provides only the drone’s frame and software, and recommends that for
ち入ることができない環境を調査することができるドローン開発・販
practical application, the drones be further developed by the consumer
中国
売する会社を設立、ドローンのフレームとソフトウェアのみを提供
団 体 拠 点 Organization base
themselves, in accordance to how they wish to use the drones. Zeng
China
し、実用化はそれぞれの消費者が使用形態にそって開発を行うことを
spoke passionately at the lecture about how such kinds of amazing
奨励している。このような素晴らしい技術は、大学などの学術機関に
technologies should not be kept within the conﬁnes of educational
カイツゥオバイオテクノロジー社
団
体
名
Organization
name
institutions, but that they will be made to serve society only when they
とどまるべきではなく、企業の力で実用化することではじめて社会に
Kai-Tuo Biotechnology
Co. Ltd
are put into practical application by the strength of the companies.
貢献できると熱く語っていただきました。

Xiaobin Luo
シャオビン・ラ－
【Proﬁle】
Born in 1981. Acquired a doctorate from the Department of Medicine at the
【プロフィール】
University of Montreal, Canada. He established the Kai-Tuo Biotechnology Co.,
Xiaobin LUO（シャオビン ラオ 1981年生まれ）、カナダモントリオー
Ltd. that aims to make signiﬁcant strides in the areas of diagnosis and treatment
ル大学医学院博士。中国において難治性疾患の診断と治療に関する分
of refractory diseases in China. He is current the CEO of this company.
TOYP（傑出した若者たち）の一人に選んでいただき、また
2016Biotechnology
年の TOYPCo.フォーラムに出席できますことをとても名誉に思います。
野を飛躍的に発展させることを目指したKai-Tuo
【Lecture】
Ltd設立。
同社CEO。
誠実さについての理解と、それをどのようにイノベーションの推進力へと変化させるかを分かち合うことは、何にも勝る喜びであり、

TOP レポート

Luo spoke of conducting corporate activities to provide comprehensive medical

solutions for the elderly, with an eye toward the arrival of an aging society in
【講演録】プログラムが開かれたこの 1 週間は、まちがいなく、私の人生の中でも最も思い出に残る特別な時間
意味のあることです。TOYP2016
China. His company specializes in research on diseases associated with aging,
中国における高齢化社会の到来を見据え，高齢者向けの包括的メディ
such as cardiovascular disease, cancer, metabolic syndrome,
etc. Having placed
でした。私はこれまで何度も日本に来たことがありますし、日本人が寛容であることはよく知られていますが、今回
JCI の皆様から頂
カルソルーションを提供する企業活動を行っていることが紹介され
particular emphasis on research into treatment for Alzheimer’s disease, where
た。
循環器疾患，
がん，
メタボリック症候群などの年齢に関連する疾患
early diagnosis and early preventative medication treatment are particularly
いた、温かなおもてなしには本当に感動いたしました。本当にすばらしい方々です！大阪と東京に滞在している間、私が経験したこと
important, the company succeeded in developing a lower-cost kit with low
に特化した研究を行っており，特に早期診断と早期予防薬投与が重要
invasiveness that makes it possible to realize early diagnosis, and also the
について感謝を表す言葉が見つかりません。
なアルツハイマー病の治療研究に力を入れた結果，侵襲性の低く，早
development of a preventative medicine that helps control the progress of

期診断可能でコストの安いキットの開発とアルツハイヤーの進行を
Alzheimer’s. The company is continuing even now in its eﬀorts with research
抑える予防薬を開発したという実績が紹介され，現在もアルツハイ
and development that would lead to the radical cure of Alzheimer’s disease.
「誠実で無欲な献身の力を知った人のみが、人生の最も深みのある喜び、真の充実感を経験できる」とトニー
・ロビンスは言っています。
Luo spoke ardently about the importance
of moving forward by believing in
マーの根治につなげる研究開発に取り組んでいる。
your passion, as he has been doing, in order to create innovations that would be
このように，
社会の発展に役立つイノベーションを創り出すには，
自
私にとって真の充実感は実際、成功をおさめることに勝っています。価値では単純に表現できない何か、将来に重大な影響を及ぼす可
of use to the development of society.
分の熱意を信じて進むことが重要だと熱く語っていただきました。

能性のある何かを意味しているのです。

ディンロン・ファン

Ding Long Huang

【Proﬁle】
TOYP プログラムでは、非常に多くのことを学びました。「誠実さ」がイノベーションにいかに役立つ可能性があるかということにつ
Born in 1981. Obtained a doctorate degree on the interaction of humans and
【プロフィール】
computers at the Tsinghua University in China. He is the founder and CEO
いて、理解を深めることができした。イノベーションは、創造的なアイデアを実行し、それらのアイデアを現実にするプロセスだけで
Dinglong Huang（ディンロン・ファン 1981年生まれ）は、中国の清華大
of a venture company called Malong Technologies that develops and sells
学で人とコンピューターの相互作用について博士号を取得。中国で人
apps that utilize artiﬁcial intelligence.
はないのです。すべての細部を認識する感覚を持つと共に、勇気や忍耐、粘り強さが求められます。このことは特に、医学研究の分野
工知能を使ったアプリの開発販売を行うベンチャー企業 Malong
【Lecture】
にあてはまります。このような理由から、私は中国にトランスレーショナル・メディカル・センター（TMC）を設立することを決心
Technologies社を創設し、CEOを務める。
Huang gave an explanation of the developments and operations of Malong
Technologies. Speciﬁcally, this refers to an app developed and operated by
しました。TMC の目標は、最先端の医学研究で結果を出し、それらを臨床的に認可された技術や医薬品の製造へとつなげることです。
【講演録】
his company in which it uses the camera function in smartphones and uses
マーロンテクノロジー社で開発され運用されている技術、つまりス
高齢化する社会は、世界各地の医療制度にとって大きな課題となっていますし、様々な病気にとってのリスクファクターでもあります。
artiﬁcial intelligence to recognize the information of the photo image, and
マートフォンのカメラ機能を使用し、被写体から人工知能によって
searches on the Internet not only for products with common features but
そこで私たちは、老化に伴う
2 つの病気に焦点を合わせました。アルツハイマーと癌です。われわれ
の使命は、医療の分野でイ
様々な情報を認識し、
インターネット上に存在する共通点のある製品
also the exact same product.TMC
The searched
product is displayed, together
with information on where and at what price range the product can be
だけでなく全く同じ製品を検索し表示させ、
またどこでどのような価
ノベーションを起こすロールモデルとしての地位を確立し、将来、中国の医療が必要とするものに応えることです。
acquired. It also enables the user to actually purchase the displayed item
格で購入できるかを情報として提供し、購入する事までできるアプリ
through the app. Huang also said that the spirit of craftsmanship that the
の説明を行った。また、東洋の職人技は、目にみえないところで様々な
Asian people have is what makes it possible for a variety of elements to
要素を複雑に作用しあい素晴らしい結果を生むという点で、
人工知能
interact, where not in view, in a complicated manner to produce wonderful
TOYP プログラムのおかげで、私が現在取り組んでいることについて、日本の才能豊かな多くの若い人たちと話し合いの機会を得るこ
results, which he says is similar to artiﬁcial intelligence. Thus, he spoke
と類似するところがあり、人工知能産業を牽引し世界をより良いもの
passionately about how it is the Asian people who would lead the artiﬁcial
とができました。また、まだ対処されていない将来的な医療のニーズについて、彼らの意見を聞くこともできました。中国と日本の若
にしていくのは我々東洋人であると熱く語っていただきました。
intelligence industry and make the world a better place.

者には、非常に似ているところがあると思います。つまり、イノベーションで社会を支援しようという同じ視野を持っているのです。
この内在的な推進力は、われわれの世代、特に JCI メンバーのような若い世代が、自分なりの貢献を続け、より良い世界を築き上げる
チャチャイ アフィバンプーンポン Chatchai Aphibanpoonpon
ことを保証してくれるに違いありません。
【Proﬁle】
Born in 1985. Obtained an International Master’s degree in Business
【プロフィール】
Administration at Thammasat University. He is the founder and President
Chatchai APHIBANPOONPON（チャチャイ・アフィバンプーンポン
of KlongDinsor Co., Ltd. The company develops drawing educational
1985年生まれ）は、タイのタンマサート大学で国際経営管理学の修士
感銘を受けたもう 1 つの点は、日本人は伝統とイノベーションのバランスを非常にうまくとっているということです。日本は、世界で
materials for children with disabilities such as visual impairment, and also
号を取得。KLONGDINSOR CO., LTD.社創設者であり社長を務める。
oﬀers occupational training and employment support for the disabled.
最もイノベーティブな国の一つでありますが、今回日本に来て、多くの素晴らしい伝統がうまく保存されているということが分かりま
盲目児童等障害児童向けのお絵かき学習教材の開発，障害者の職業訓
【Lecture】
練，就労支援を行っている。

した。一見矛盾する、伝統とイノベーションという 2 つの言葉が、ここ日本でうまく機能しているのは、誠実な精神や優秀さを維持す
Aphibanpoonpon used his experience from volunteering to help disabled
children to do their homework, and developed educational material for
【講演録】
る強い意志があるからだと私は理解しています。この日本の姿もまた、将来私がすべきことに刺激を与えてくれることでしょう。

disabled persons using Velcro and yarns, during which process he
盲目などの障害を持つ児童に宿題を教えるボランティアの経験から、
discovered that this material is also eﬀective not only for educational
マジックテープと毛糸を使った障害者用の学習教材を開発し、学習支
purposes, but also as a communications tool. However, the root of the
援だけだけでなくコミュニケーションツールとしても有用であるこ
problems facing disabled persons was not in communication, but in being
最後に、日本の TOYP および
JCI の皆様に、もう一度心からの感謝を申し上げたいと思います。皆様は、誠実で無欲な献身の力を見
とが分かった。しかし、障害を持つ人々の抱える問題の根底はそこで
given opportunities for employment̶in other words, the abilities to make a
せてくださり、また、いかにその力が地域社会に影響を与え、社会の発展を促進しているかを、あまさず見せてくださいました。
はなく、機会の提供、つまり生きるための、仕事をするための、そして
living̶and to be given a chance to become a member of society. To solve
this issue, Aphibanpoonpon spoke passionately about how we need to give
社会の一員となるための機会が必要であり、そのために職業訓練だけ
disabled persons not only job training, but to also have such people ﬁt in
でなく、障害を持たない人々が持つ人々を手助けしながらランニング
seamlessly into society through the kinds of projects where people without
をするプロジェクトなどを通して、彼らが社会に溶け込むことができ
disabilities help those with disabilities to keep the job running, and to create
るソーシャルイノベーションを起こしていくことが必要だと熱く
innovations through such eﬀorts.
語った。
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35th TOYP 2016 Report
（参加者アンケート）
TOYP フォーラム
メンバーレポート
TOYP Forum
Members’
(Survey
Reports
Results)
①オープニングムービーを見て、一人で生きている
のではなく、様々なつながりの影響を受けて 現在
の生活があることを知ることが出来ましたか？
TOYP report

(1)Having seen the opening movie, were you able to get a
sense that you are not living only by yourself, but that
you have the life you have today because of the eﬀects of
diverse
connections
that you’
ve hadfor
throughout
yourhave
life?
It is
a great
honor
me to

②松山大耕氏の講演を聞いて、世界に誇るべき他者
を想う心や公に役たつ心が自らにも受け継がれて
いることを自覚できましたか？

③松山大耕氏の講演を聞いて、日本人の持つ精神性
が世界で活躍するために強みになることを理解で
きましたか？

(2)Having heard Daiko Matsuyama’s lecture, were you able to
(3)Having heard Daiko Matsuyama’s lecture, do you
realize that your sense of being considerate toward others, and
now understand that the spirit of the Japanese
your desire to be of use to the general society, both of which we
people can give you strength when you go out into
can be
proud of to theas
world,
have of
been
inherited within
us?
the world? Persons”and to present
been
selected
one
“The
Outstanding
Young

in the 2016 TOYP forum. The sharing of our understanding of sincereness and how it transforms into the
driving force of innovation has never been so joyful and meaningful. The past one week of TOYP 2016 program was surely one of the most memorable and unique time in my life. Although I have been in Japan so
E
A
E
many times
I am still deeply impressed by the Ahospitality
A
E and Japanese are well known for their generosity,
oﬀered by all the JCI members. You guys Dare awesome! I can’t ﬁnd no word to express
my appreciation of
D
B
C
what I have experienced
during my stay in Osaka
C and Tokyo.
B

B

C

“Only Dof those who have learned sincere and selﬂess contribution experience the life’s deepest joy: true
fulﬁllment.”-Tony Robbins.
A true fulﬁllment
something that really
goes beyond success,
someできた
できた for me means ややできなかった
できた
A Yes
A
A Yes
23.0% D ややできなかった
33.1% D
36.8% D ややできなかった
no
Slightly no
thing that cannot beSlightly
simply
described byYes
its value and moreSlightly
often no
may have signiﬁcant
impact for the
future.
4.8%
1.4%
1.7%
ややできた
ややできた
ややできた
B Slightly yes 17.1%
B Slightly yes 22.8%
B Slightly yes 21.2%
参加していない
参加していない
参加していない
E Did not participate
E Did not participate
E Did not participate
I have learned so many things during the
TOYP program that certainly help me
to better understand how
どちらとも
どちらとも
どちらとも
C Neither
C Neither
C Neither
14.5%
32.7%
10.9%
24.1%
9.0%
23.6%
“sincereness”may contribute to the Innovation.
Innovation is more about the process
of implementing creative ideas and turning them into realities, requiring courage, patience and persistence with the sense of the
④出雲充氏の講演を聞いて、これまでの固定概念にと
⑤出雲充氏の講演を聞いて、これまでの固定概念に
市民としてより良い
awareness of every detail. This is especially
the case for medical research⑥堀江貴文氏の講演を聞いて、
and
it is also the reason
why I
らわれることなく、多様な精神の融合から生み出さ
とらわれることなく、あらたな取り組みに挑戦し
未来の創造に向けて自らが果たすべき役割を全う
れる新たな可能性の重要性に気づきましたか？
たいと感じましたか？
ﬁnally decided to establish a translational
medical center (TMC) in China. Theする気持ちは持てましたか？
goal of our TMC is to bring up
(4)Having heard Mitsuru Izumo’s lecture, have you become
(5)Having heard Mitsuru Izumo’s lecture, did you feel
(6)Having heard Takafumi Horie’s lecture, do you
theof most
advanced
medicalthat
ﬁndings
and
into
clinically-approved
ornow
medical
products.
As aging
aware
the importance
of new possibilities
are
like you
would
like to challenge yourself techniques
to take on
feel like you
wish to serve
your roleisas a
born by bringing together diverse ways of thinking,
new initiatives, without being conﬁned to stereocitizen to help create a better future?
one
of
the
big
challenges
for
healthcare
system
worldwide
and
remains
to
be
a
risk
factor
for
various
diseasinstead of being ﬁxated on stereotypical thinking?
types?
es. It is thus we are now focusing on two aging-related diseases, Alzheimer’s disease and cancer. The misE
D
sion of our TMC is to establish ourselves as a role model of medical innovation in meeting
China’s future
D
healthcare
needs.
D
E
E
C

C

C

A
Thanks to the TOYP
program, I have the chance to discuss
with so many Japanese young talents about
what
A
A
B unmet medical needs in the future. I found there is quite a
I am doing
B and listen to what they think about the
similarity between Chinese and Japanese young persons, as we are having the same scope ofB helping the society with innovations. This intrinsic driving force will certainly ensure our generation, especially the young
person like JCI members,
to continue making
to build a もてた
better world.
気付いた
感じた their own contributions
A Yes
A Yes
A Yes
51.3% D やや気付けなかった
52.3% D やや感じなかった
36.5% D ややもてなかった
Slightly no
Slightly no
Slightly no
1.1%
0.4%
2.5%
やや気付いた thing which impresses
やや感じた
ややもてた
me
so
much
is
that
how
well
the
Japanese
have
been
doing
to
keep
the balB Another
B
B
参加していない
参加していない
参加していない
Slightly yes 18.8%
Slightly yes 19.0%
Slightly yes 25.1%
E Did not participate
E Did not participate
E Did not participate
ance between tradition and innovation. We
have seen some many nice traditionsどちらとも
that have been preserved so
どちらとも
どちらとも
C Neither
C Neither
14.4%
5.4%
6.3%
Neither
well during6.3%
the trip while
Japan remains
to be one
of the most14.0%
innovative Ccountries
in19.0%
the world. To my
understanding these two seemingly controversial words work perfectly here in Japan is because of the spirit
⑦堀江貴文氏の講演を聞いて、
失敗を恐れるこ
⑨TOYPメンバーの発表をご覧いただき、
of sincereness, the strong
willing of ⑧TOYPメンバーの発表をご覧いただき、
maintaining excellency, which I自ら
think will
again inspire my work in 世界の持
the
となく挑戦しようという気概が持てました
もイノベーションを起こしてみたいと感じま
続的な発展に向けて、自らが行動し未来を気づく
future.
か？
したか？
起点となろうと感じましたか？
(7)Having heard Takafumi Horie’s lecture, do you
(8)Having heard the presentations given by the TOYP
now have the desire to take on challenges without
members, do you now also feel that you would like
being
afraid of failures?
to generatemy
innovation?
Finally
I would like to once again express
sincere appreciation to

(9)Having heard the presentations given by the TOYP
members, do you now wish to act on your own

initiative
and build
future
toward realizing
all the
TOYP
andtheJCI
members
in the
sustainable development of the world?
Japan. You have fully shown the power of sincere and selﬂess contribution and how it aﬀects the community
and thusDpromotes the social development.

E

C

E

D
A

43.6%

ややもてた
B Slightly yes

26.0%

どちらとも
C Neither

12.3%

1.1%

参加していない
E Did not participate

6.8%

感じた
A Yes

28.6%

やや感じた
B Slightly yes

23.0%

どちらとも
C Neither

17.1%

A

C

B

ややもてなかった
D Slightly no

E

D

C

B

もてた
A Yes

A

B

やや感じなかった
D Slightly no

2.7%

参加していない
E Did not participate

16.4%

感じた
A Yes

28.1%

やや感じた
B Slightly yes

21.6%

どちらとも
C Neither

17.8%

やや感じなかった
D Slightly no

3.0%

参加していない
E Did not participate

16.8%
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World
TOYP EXPO
メンバーレポート
2016 フォーラム（基調講演）
World
TOYP Expo
Members’
2016 Forum
Reports(Keynote Lecture)

概要
名

前 Name

ディンロン・ファン
Summary

Ding Long Huang
2008 年に退蔵院にてＧ８サミット
In 2008, the Taizoin Temple hosted the G8
シェルパ会議一行を受け入れ、外国
男性
Summit Sherpa Meeting, and Matsuyama
性
別 Sex
Male
人記者クラブや各国大使館で多数講
received many invitations to give lectures
1981年1月12日（35歳）
演を行う。
2014of年には世界経済フォー
at the Foreign Correspondents' Club of
生 年 月 日 Date
birth
January 12,1981（Age:35）
Japan and various embassies. In 2014, Matラム（ダボス会議）に出席するなど、
中国
国
籍 Nationality
suyama attended the World Economic
世界を股にかけ、宗教の垣根を越え
China
Forum (Davos), and has been active around
て活動中。TED×KYOTO 中国
で語られ
団 体 拠 点 Organization base
the world, beyond religious boundaries. For
China
た宗教観が世界の宗教家が注目する
this Expo, we invited Matsuyama, who is
マーロンテクノロジー社
松山大耕氏をお招きし、
団 体 名 Organization name「心の繋がり
Malong Technologies
drawing the attention of religious persons
が世界を変える！」をテーマに基調
around the world for the religious views
共同創始者および代表取締役
役
職 Position
講演を行っていただきました。
CEO& Co-Founder that he presented at TEDxKYOTO, to

妙心寺 退蔵院
give a lecture on the theme of“With our
副住職
hearts united, we can change the world!”
講演では異なる宗教間の対話，宗
この度、名誉なことに「傑出した若者たち」に選んでいただきました。特に、今年のテーマが「イノベーション」だったので、大変誇

松山大耕氏

教と科学者との対話など，異なる価

らしく思います。日本は、イノベーションの能力が高いことで知られており、多くの革新的な技術と製品を考案してきました。例えば、
At the lecture, Matsuyama spoke passion値観を前提にしながらも世界に目を
ウォークマンは、世界で最も革新的で人気のある製品でした。私の国、中国ではイノベーションは現在、若い人々を中心として誰もが
ately about how the unique characteristic
1978年、京都市生まれ。東京大学大学院農
向けて問題に取り組んでいくために
関心を持っている最大のテーマの一つです。私は常々、
日本人がイノベーションを得意とする理由を知りたいと思っていました。今回、
学生命科学研究科修了。
of tolerance that the Japanese people have
は，我々日本人特有の精神性である
日本を訪れて数日の間に、様々なことを見たり、実際に体験したり、交流したりした結果、その理由のいくつかがわかりました。この
is key to tackling the various problems
寛容性が鍵となることを熱く語って
レポートでそのことを紹介したいと思います。
around us as we look toward the world. It

Daiko Matsuyama

いただきました。

is based on a premise of having open

discussions between those who have diﬀerHead Priest
第Deputy
1 に、職人気質です。これは、とても「ユニーク」でありますが、日本では「一般的」であると思います。今回の訪問では、麺職人、
Taizoin Temple at Myoshinji
ent values, such as amongst the diﬀerent
茶道の家元、すし職人、能の家元にお会いするという貴重な経験をすることができました。彼らはみな、職人気質の人たちでした。自
Born in Kyoto in 1978. Obtained a Master's
religions, as well as between religion and
分の仕事に
100 パーセント集中し、100
パーセントの完成を求め、とても熱心に、絶えず鍛錬し、細かな点まで注意を払うことにより、
degree in Agricultural
and Life Sciences
science.
from the University of Tokyo.
その仕事を有益なだけではなく、美しいものにしていました。これらはとても重要な特徴で、アップルの創業者であるスティーブ・ジョ
ブズのような一流のイノベーターには明らかにみられるものです。日本では、様々な異なる分野で働く多くの人たちに、このすばらし
い職人気質を見ることができます。職人気質は、強力なイノベーションを成長させる豊かな土壌となっています。

概要

Summary
第 2 は、人々が協力する関係です。これも重要なポイントだと思います。今回の訪問中、
「ものづくりビジネスセンター大阪」を見学
世界の食糧問題の解決を目指し、2005
しました。驚いたことに、わずか 3 人以下の従業員で操業している多くの会社が、革新的で高品質な製品を作り出していました。例えば、
On December 16, 2005, Izumo’s company
年 12 月 16 日にミドリムシ（学名ユーグ
became the ﬁrst in the world to
節水装置を作っているある会社は、1,000 万円の資本金で従業員はわずか 2 人です。非常に効率良く協力する仕組みと収益活動の協調
successfully mass-cultivate Euglena, but
レナ）の大量培養に世界で初めて成功す
体制なしには、考えられない状況です。

lost its business partners because of the
るも、ライブドア禍の影響で取引先を失
downfall of Livedoor. After this, Izumo
う。その後３年間５００社もの営業活動
グローバルな視野を持つこともイノベーションにとっては重要です。一流のイノベーターは、世界中から情報を入手し、世界中のマー
continued making approaches to 500
を行った末、伊藤忠商事と提携したこと
companies over a span of three years, and
ケットを対象とするからです。実際、この TOYP プログラムも、グローバルな視野とは何かということを申し分なく教えてくれています。
was ﬁnally able to acquire a partnership
により業績を拡大し、２０１２年１１月
このプログラムは、世界各地から参加者を招待して集め、交流させてくれます。TOYP プログラムの主催者は、日本の文化を世界に伝
with Itochu Corporation. Since then, the
東証マザーズ上場。世界の食料問題のみ
えるすばらしい仕事をしてくれました。
company has been expanding its business,
ならず、水質浄化、二酸化炭素固定、バ
and was listed in the Tokyo Stock
イオ燃料等の研究開発を行い、人と地球
Exchange Mothers market in November
最後に、感謝することもイノベーションにとって重要であると私は思います。日本の文化において、感謝は重要な部分であり、今回の
2012. The company conducts research and
を健康にする企業活動を行っている出雲
訪問で私はそれを強く感じました。宇宙、社会に対する感謝、そして会うことはないかもしれないけれども、われわれが暮らしている
株式会社ユーグレナ
development not only on the world’s food
充氏をお招きし、
「僕はミドリムシで世界
すばらしい環境に対して貢献してくれている多くの人々に対する感謝です。感謝の気持ちがあれば、社会に還元することを何かしたい
problem, but also water puriﬁcation, carbon
代表取締役
を救う事に決めました！」をテーマに基
capture, and biofuel production, among
と思うでしょう。社会に還元する方法はたくさんありますが、イノベーションは、確かにその最善の選択の一つです。感謝することに
調講演を行っていただきました。
others. At this Expo, we invited Izumo,
より、イノベーションを起こそうという熱意を絶えず持ち続けるようになるのです。

出雲 充氏

who conducts corporate business activities
1980年、広島県呉市生まれ。東京大学農学
that seek to bring health to both people
部農業構造経営学専修過程卒業後、
東京三
講演では、これまでのご自身の起業経 TOYP
このイベントを開催するために、熱心に、誠実に、プロ意識をもって尽力してくれた
and プログラムの主催者に感謝いたします。
the Earth, to speak on the theme of“I
菱銀行に入行。
退職後、
2005年8月株式会社
験を通じて、固定観念にとらわれること
decided to save the world with Euglena!”
ますます多くの若者がこのプログラムから刺激を受け、それぞれが持っている価値ある経験を分かち合い、イノベーションによってこ
ユーグレナを創業し代表取締役に就任。

なく、独自の精神性と多様性の融合から
生み出される新たな可能性を切り開いて
いく重要性を説いてもらいました。

の世界をより良いものにしてくれると私は確信しています。

Mitsuru Izumo
President
euglena Co., Ltd.

Born in Kure City of Hiroshima Prefecture in 1980.
Graduated from the University of Tokyo specializing
in Agricultural Structure and Business Administration,
and entered the Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. After
leaving the bank, he founded and became President of
euglena Co., Ltd. in August 2005.
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In the lecture, Izumo spoke from his
experience in founding his business about
the importance of blazing one’s own trail
for new possibilities by bringing together
spirituality and diversity in a unique way,
without being ﬁxated on stereotypical
views.

35th TOYP 2016 Report
World
TOYP EXPO
メンバーレポート
2016 フォーラム（基調講演）
World
TOYP Expo
Members’
2016 Forum
Reports(Keynote Lecture)

概要

Summary

年に証券取引法違反で逮捕さ
Being selected as“the outstanding2006
young
person”is a great honor, especially
year’
s securities
theme of“InAfterwith
beingthis
arrested
for
fraud in
れた後、ライブドアグループは再編
novation”. Japan is famous for its
innovative capability, having invented many
innovative
technologies
2 0 0 6 a n d t h e r e o r g a n i z a t i o n oand
f the
されるも、宇宙開発事業を行うＳＮ
products, e.g. walkman, which was
one of the most innovative and popularLivedoor
productGroup,
around
thehas
world.
In my
Horie
not only
been
Ｓ社、グループトークアプリ「755」
investing
in especially
SNS (a company
thatpeople
conducts
country China, currently innovation
is one of the most prominent topic that
people,
young
business)
and
7gogo (a
を開発する株式会社
7gogo
の出資等、
care about. I always want to learn
about what makes
Japanese
people so space
good exploration
at innovation.
After
several
company that develops a group-talk app
企業活動への投資を行うだけでなく、
days’visiting, watching, practicing
and communicating, I think I have found
some reasons, and would like to
called 755) but has also been publishing
各種著作、講演活動を行っている堀
share them in this report.
many of his writings and giving lectures.
江貴文氏をお招きし、「創造者を創造
For this lecture, we invited Horie to
する」～誰もやらないなら俺がやる
Firstly, the Spirit of Craftsmanship
is one thing that I found so‘unique’and
‘common’
in lecture
Japan.onDuring
the of
conduct
a keynote
the subject
～をテーマに基調講演を行っていた
trip, we have the precious opportunities
to meet the noodle master, tea master,
sushi
master
and
mas“Creating
creators:
If no
onedance
else will,
then
だきました。
I will.”
ters. All of them perfectly showed
the spirit of Craftmanship: 100% focusing
on your work, chasing for 100%
ライブドア元代表取締役社長
CEO
perfection, extremely hard
and continuously practice, caring about every details, to make the work not only
the lecture, he talked based on his
SNSuseful
創業者
but also beautiful. These are講演では、常に未来の姿を想い描
very important characteristics, and you During
can see
obviously on the top innoexperience of always having an image of
7gogo
ファウンダー
き、失敗を恐れることなく、さまざ
vators,
like Steve Jobs, the founder
of Apple. In Japan, you can see these precious spirit of craftsmanship on
how he wants the future to be and of
まな挑戦続けるご自身の経験を元に、
many people working in many diﬀerent
areas. This provide rich soid to grow
strong innovations.
continuing
to take on challenges without
より良い未来の創造に向けて誰もが
Cooperation is another thing that
I found as a critical reason. During the visit
the Monodzukuri
Business
beingatafraid
of failure, and spoke
of how
1972年、
福岡県八女市生まれ。
東京大学文
自らが果たすべき役割を全うするこ
Information-center
Osaka.
I surprisingly
learned that there are many companies
but
each andwith
everyonly
one 1-3
of usemployee
has the potential
学部を中退し、ホームページ制作・管理運
とができる可能性をもっていること
to
serve
our
role
toward
creating
a
better
producing
innovative
and
high-quality
product.
For
example,
a
company
making
water
saving
equipment,
営を行う有限会社オン・ザ・エッヂ設立。
future for
ourselves.
を説いていただきました。
翌年株式会社に改組。
その後2002年、
having 10 million
capital, 経営
only have
2 employees. This is hard to image without
a super
eﬃcient cooperating
破綻した旧ライブドア社から営業権を取
mechanism
and
ecosystem.
得し、ライブドアに社名変更。

堀江

貴文氏

Global vision is also important for innovation as top innovators shall get information from all around the

Takafumi
Horie
world and target the markets all around the world. Actually this TOYP program itself perfectly shows what
Former President & CEO of Livedoor
is global
Founder
of SNSvision. It invites participants
Founder of 7gogo

from all around the world, gather them together, and let them communicate. The organizers of the TOYP program did fantastic job sharing the Japanese culture with the world.
Born in Yame City in Fukuoka Prefecture
LastHebut
notUniversity
least, Appreciation
is what I found important for innovation. In Japanese culture, appreciation is
in 1972.
left The
of Tokyo
Fac u lty of Letters, and es tablis hed a
one called
important
part
and
feel strongly in this trip. You should appreciate the universe, the society, the many
company
Livin’on the
Edge
Co., I
Ltd.
that develops websites, which was made
people
that
you
may not see but contribute to the nice environment that you are living in. Then you
into other
a joint-stock
company
in the
following
year. In 2002, Horie acquired business rights
wantLivedoor
to doInc.,
something
fromwill
the former
and changed to contribute back to the society. Although there are many ways to contribute
its company name to livedoor Co., Ltd.
back to the society, but Innovation surely is one of the best choices. Having appreciation, then you will have
continually motivation to innovate.
Thanks for the TOYP program organizers’hard, scrupulous and professional work to make this great event
happen. I am sure more and more young people will be inspired by this program, share the valuable experience with each other and to make the world a better place by innovation.
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世界の未来共創室事業
TOYP メンバーレポート
World EXPO 2016 ～心のつながりが世界を変える！～
The
TOYP
program
Members’
of Co-Creation
Reports of the Global Future Group World Expo 2016: With our hearts united, we can change the world!

開催概要
名
前 Name

チャチャイ

アフィバンプーンポン

CHATCHAI APHIBANPOONPON
2016年9月3日(土)にグランフロント大阪ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンターに
て『WorldEXPO2016』を開催しました。
男性
性
別 Sex
2010年から続けてきたPCY事業
（Peace
PCY学生による
MaleConference of Youth)と共同開催を行い、
発表やTOYPメンバーの活動発表や堀江貴文氏
（実業家）、出雲充氏（株式会社ユーグレナ代表）松
1985年2月7日（31歳）
生年
月 日 Date of birth
山大耕氏
（退蔵院副住職）
などを講師としてお招きし、
イノベーションをテーマに講演頂きました。
February 7,1985（Age:35）
またメイン会場と併設して世界を感じるブースエリアと題し、
国際社会で活動する企業やNPO法
タイ
国
籍 Nationality
人による活動展示ブースを開催いたしました。
大阪市民の大きな関心を呼び、本事業では、のべ
Kingdom of Thailand
4,672名の方にお越し頂く事が出来ました。
タイ
団 体 拠 点 Organization base

Event Summary

Kingdom of Thailand

コロンディンサー社
団体
名 2016
Organization
name
World
Expo
was held on
Saturday,
September 3, 2016
at the Grand Front Osaka Knowledge Capital
KLONGDINSOR
CO. LTD

Congrès Convention Center.
創業者ならびにマネージャー
This役expo,職
which
was held in joint collaboration
with the Peace Conference of Youth (PCY) program that has
Position
Founder & manager
been continuing since 2010, featured presentations
by PCY students, presentations on activities by TOYP
members, as well as lectures on the theme of innovation given by Takafumi Horie (entrepreneur), Mitsuru Izumo
(President of euglena Co., Ltd.), and Daiko Matsuyama (Deputy Head Priest of Taizoin Temple) who were invited
as guest の参加者に選ばれました」
speakers. Furthermore, a booth。9
area月のある朝、こんな一通の
with an international atmosphereEwas
set up adjacent to the main
「おめでとうございます。あなたは TOYP2016
メールが届きました。私は
with exhibits introducing companies and NPOs that are active in the の参加者として
international community.
This expo
とても興奮しました。毎年日本を訪れる hall,
80 万人ものタイ人旅行者の一人としてではなく、TOYP2016
5 人のうちに選
attracted great interest from the residents of Osaka City, and attracted the attendance of 4,672 persons.

ばれ、日本を訪問するチャンスを得ることができたのです。

ブースエリア

Booth Area

ひと月前のことですが、昨年 TOYP2015 に参加した友人が、TOYP プログラムに申し込んだらどうかと勧めてくれました。最初は、
自分が選ばれることはないと思っていました。過去の参加者と比べて、自分の仕事はそれほど大したものではないと思っていたからで
日本のみならず、世界に視野を向けた活動実績があり、来場者が
The expo featured booths set up by NPOs, NGOs, educational institutions, companies,
す。けれども、私の仕事は、実際に影響を及ぼしているし、イノベーションというテーマに合ってもいるし、人々の生活を向上させて
国際社会とのつながりを感じるNPOやNGO、教育機関、企業、領
consulates, and other organizations that have a history of working not only in Japan but also
いると考え、思い切って申し込んでみることにしました。
事館等にブースにて活動をPRして頂き、来場者との心のつなが
globally, and that oﬀer visitors a sense of being associated with the international community.

りを楽しみながら感じてもらう機会を作りました。またブースの

These booths created opportunities for the visitors to experience and enjoy the sensation of

平和への祈りを込めた本場ハワイの風を感じるフラダンス、さま

danced with a heartfelt prayer for world peace; a juggling performance using diﬀerent tools
and clever speeches for both surprising excitement and laughs; and a show of menko

being参加者レポートを書いています。私の隣には、
connected to the world from the heart. We also oﬀered an
opportunity
for米国、
all
みならず、ステージにて出展頂いた全ての団体からプレゼンテー
その結果、
私は今、大阪から東京に向かう時速 320km の新幹線の中で、
中国、
カナダ、
participating exhibitors to give a presentation on stage. For entertainment, there were a
ションを実施する機会を設けました。
アトラクションとして世界
ケニヤから来た
4 人の参加者たちがいます。彼らはみな、有名な、あるいはもうじき有名になり国際舞台で変化を生み出す人たちです。
variety of shows that included: a hula dance show that gave a feeling of being in Hawaii,

ざまな道具と巧みな話術を駆使した、
笑いの中にあっと驚くパフ
TOYP
プログラムで一番すばらしい点は、他の参加者と知り合いになれるということです。私たちはそれぞれ、別々の国出身であり、
competition played as sports, with the objective of attempting to have menko̶a card game
ォーマンスのジャグリング、
昔流行っためんこをスポーツとして
異なる背景を持ち、違う仕事をしています。けれども、学び、協力するという同じ熱意をみな持っています。TOYP
which used to be popular back in the old days̶be established as は私たちが出会い、
a type of sport and to
日本文化を世界に発信するスポーツめんこを披露。このように体
promote it to the world as a part of Japanese culture. These types of experiential programs
知り合うすばらしい機会を与えてくれました。
感型のアトラクションを通じて、全ての世代に心のつながりを感
gave people of all ages a sense of connection with the world, and our hope was that, through
these experiences, participants would learn to think that the diﬃcult theme of achieving
じて頂き、来場者が平和という難しいテーマをより身近なもので
world peace is actually something more approachable and closer to their daily lives.
このプログラムで次にすばらしい点は、日本をより近くで見ることができるところです。お茶をたてたり、能の舞を見学したり、伝統
あるという意識を広めていくことを心がけました。
料理を味わったりする機会をもうけてくれて、実際に日本文化を体験することができました。日本の皇太子殿下と直接お会いする機会
もいただきました。このようなユニークな経験をさせていただいたことにより、私は日本をより深く、より正確に理解するようになり
ました。これは、他のどんなプログラムでも得られない経験です。

JCI のスタッフの方々は、一日目から私や他の参加者のお世話をしてくれました。その姿には、日本の人たちの本当のおもてなしの心
が表れていました。スタッフの中には英語が得意ではない人もいましたが、今回日本を訪問している私たちが最高の経験をすることが
できるよう、一所懸命に尽くしてくれました。だから私は、JCI のスタッフの皆さんにありがとうと言いたいのです。
私は、障害を持った人たちと関わって仕事をしているのですが、日本の方々の思いやりの深さを見ると、本当にはっとさせられます。

日本の家屋は土地や資源が限られているため小さいですが、歩行者用通路はとても幅が広く、視覚障害者誘導用の黄色いブロックがしっ
アトラクション

かりと敷かれ、車いす用のスロープも設置されています。エンボス加工された地図やブライユ点字の表示はいたるところで見かけます。
古典フラ、現代フラをウクレレと共に歌いながら、3歳から80歳まで幅広く体験可能なフラはその
社会の一体性という点で、
日本はタイのずっと先を行っています。おそらく世界の中でも最も進んでいる国の一つでしょう。タイにとっ
踊りだけでなく曲に込められた意味や歴史背景も伝えてもらいながら会場の皆様にも体験しても
てはまだ長い道のりではありますが、いつの日か、すべての人に利益がおよぶ国となるよう願っています。
らいました。

ジャグリングは放物線と肉体が生み出すその動きの美しさ、小気味よいリズム、そして一つの技が

最後に、TOYP2016
に参加するすばらしい機会を与えてくださった JCI の皆さんに感謝を申し上げます。このプログラムに参加し、こ
できた時の達成感が来場者との一体感を強めました。
またスポーツめんこは、昔流行った“めんこ”をスポーツに昇華させ、老若男女だれでも気軽に楽し
れまでにないすばらしい経験をすることができました。共にプログラムに参加した
4 人と私は、それぞれの仕事に戻った後、何らかの
めるスポーツとして、日本の文化を感じて頂ける内容です。中高年世代からすると懐かしく、若年
形で協力をするようになると思います。私個人としては、日本式の考え方を私の仕事に適用し、そのことによって社会全体により良い
世代からすると真新しいものとして、世代を超えたつながりを感じてもらうことができました。
影響を与えるようになればと願っています。他者のために働いている友人たちに、このプログラムをぜひ勧めたいと思います。いつの
日か、彼らも私と同じように参加できる機会があるよう願っています。

Entertainment

Visitors experienced both traditional and modern hula, danced to the music of ukulele and song. Hula is a dance that can be enjoyed by a broad range of age groups, from 3 up to 80
years old, and visitors were able to learn not only about the signiﬁcance of the dance moves, but also the meanings behind the songs and their historical backgrounds.

Chatchai
Aphibanpoonpon
The juggling
performance created a sense of solidarity amongst the spectators as everyone shared in the experience of watching the beauty of the combined action of objects being
thrown in arches and the movement of the body, set to the lively rhythm of the music. And the spectators were brought together as one with a sense of achievement with each trick
TOYP2016
that was successfully pulled oﬀ.
タイ
Sports menko raises the game of menko enjoyed in the old days into the arena of sports, and is being promoted to the world as a Japanese cultural sports game that can be easily
enjoyed by everyone of all ages. The game is nostalgic to those in the mid to older age group, while being refreshingly new to the younger generation, so that everyone of all
generations were able to come together as one in their interest in this game.
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35th TOYP 2016 Report
TOYP スケジュール
メンバーレポート
TOYP Schedule
Members’Reports

日付

内容

date

contents

場所

places

An email arrived to me one morning of September,‘Congratulation, you are selected to participate TOTOYP
メンバー来日
YP2016…’. A surge
of excitement
rushed into me. I had a chance to visit Japan and not as one of eight hunTOYP
membersthat
arrive
in Japan
dred
thousands
Thai
tourists
visit
Japan every year, but as one of selected ﬁve participants of TOYP
9
2016. Thu

1

ホームステイ
各ホストファミリー
Stayrecommended
with host familyinto TOYP program by a good friend ofEach
host
family
A month ago, I got
mine
who
was one of the TOYP
2015. At ﬁrst I didn't think I would get selected because comparing to other previous participants, my work
seemed insigniﬁcant. But I believed that my work created real impact and ﬁtted the theme of innovation and
オリエンテーション
コスモスクエア国際交流センター
improving people’
s life so I didn't hesitate to take a chance and submitted my
application.
Orientation

Cosmosquare Hotel and Congress

PCY 学生とグループワーク
コスモスクエア国際交流センター
And here I am, writing
a participant report in a Shinkansen bullet train traveling
from Osaka to Tokyo with
Group work with the student participating PCY
Cosmosquare Hotel and Congress
a speed of 320 km/h. Beside me there are four other participants from China, Canada, US, and Kenya. All of
9
大阪プログラム
ものづくりビジネス大阪センター
them areFri
well-known
or soon-to-be-well-known change-makers in Global stage.

2

Osaka Program

Monodzukuri Business Information-center Osaka

歓迎茶会
The best thing about
TOYP program is getting to know other participants.旧大阪市公館
Each of us is from diﬀerent counTraditional
Japanese-style
tea party
Former
postto learn
tries, with diﬀerent
background,
and doing
diﬀerent things. But we do share
the Osaka
same municipal
enthusiasm
and collaborate. TOYP
gives us wonderful opportunity to meet and get to know
each other.
ウェルカムレセプション
旧大阪市公館
Welcome reception

9

Former Osaka municipal post

Getting a closer look into Japan is the next best thing in the program. TOYP gives me an opportunity to
experience Japanese cultures hands on such as tea making, traditional dance, traditional cuisine, and meeting
グランフロント大阪
“World｠EXPO2016”
with the Japanese
Prince in person. These unique experiences make my understanding
of Japan deeper and
コングレコンベンションセンター
心のつながりが世界を変える！
more reﬁned which cannot be gotten from any other programs.
World EXPO 2016

3

Grand Front Osaka Knowledge Capital

～With our hearts united, we can change the world～
Congres Convention Center
Sat
JCI staﬀs who has been taking care of other participants and me from day one have shown me the true hosＰＣＹフェアウェルパーティー
リーガロイヤルホテル
pitality of Japanese
people. Even though some of them cannot speak English
properly, they all try very hard
PCY
Osaka
to make sure that
weFarewell
get the party
best experience out of this trip. And for that RIHGA
I wouldRoyal
like Hotel
to thank
them all big
time.

9 As I work in the大阪企画
井戸能楽堂
ﬁeld of people with disability, seeing how compassionate Japanese
people are really inspires

4

Sun
Program
theater but walkways are
me. Even thoughOsaka
Japanese
houses are small because of the limited space IDO
and Noh
resources,
very wide with perfectly laid out yellow blind guide paths and ramps for wheelchair. There are embossed
maps and Braille everywhere. In term of inclusivity of the society, Japan is way ahead of Thailand and probably one of the best
in the World. Thailand still has a long way to go but I hope
that one day we will catch up
オリエンテーション
ホテルニューオータニ東京
for
the
beneﬁt
of
everyone.
9
Orientation
The New Otani Tokyo
Mon
東京プログラム
小石川後楽園
Finally, I would like to say thank you to JCI for letting me have this wonderful opportunity being a part of
Tokyo Program
Koishikawa Korakuen Gardens
TOYP 2016. The experience I get from this program is beyond compared. I hope that after other participants
and me get back to work we will have some collaboration happens. And for me personally, I will adapt the
Japanese way of thinking into my works so they can create better impact for the society at large. I will deﬁ皇室訪問
nitely recommend
this program to my friends who are working to beneﬁt東宮御所
others, hoping he or she will get
9
Audience with his imperial highness the crown prince Naruhito
The Crown Prince’s Palace
the same
opportunity
to
participate
some
day.
Tue

5
6

9

フェアウェルパーティー

Farewell party
Chatchai Aphibanpoonpon
TOYP2016
Thailand

7

Wed

TOYP メンバー帰国

TOYP members depart from Japan

成田国際空港

Narita international airport
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理事長挨拶
TOYP メンバーレポート
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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
ジョン・ポール ムガンビ カリジョ
前 Name
り 世 界 各 国 と の 相 互 理JOHN
解 と コPAUL
ミ ュ ニMUGAMBI
ケーションの
促 進 を 目 的 に、
「The
KARIJO
Outstanding Young Persons『傑出した若者たち』
（ＴＯＹＰ）事業」を開始し
男性
性
別 Sex
Male
ました。
1981年10月20日
（34歳）
そして、３５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
生年月
日 Date of birth
October 20,1981（Age:34）
間ネットワークを構築して参りました。本年度は、独自性と多様性が織りなす
ケニア
国
籍 Nationality
Republic of Kenya
新たな可能性が世界を変える！～創造的イノベーションが起こす誠心の循環～
ケニア
団をテーマに、本年度のＴＯＹＰ事業は、企業活動を社会課題の解決に繋げ、創
体 拠 点 Organization base
Republic of Kenya
造的イノベーションを起こしている世界の傑出した人びとを招聘し、都市の人
IHUB
団びとにその想いに触れていただく中で、多様な価値観に触れ、自らの持つ日本
体 名 Organization name
IHUB
コミュニティーエンゲージメントマネージャー
の独自性と交差させ、新たな可能性を見出すきっかけにして頂きました。
そ
役
職 Position
COMMUNITY ENGAGEMENT MANAGER
こから、より良い社会を築いていくために、国境を超えて、公に資する心で互
いの価値観の違いを受け止め、国際社会の持続発展に向けて、身近に出来る事
私が日本から自分の国へ持って帰る第
一般社団法人 大阪青年会議所 1 のものは、日本の皆さんの精神です。ホテルで働く女性も、大きな会社の社長も、日本の方々は誠実であ
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。
ると思いました。世界においても今の時代に、こうした価値基準を持った人たちに出会うのはまれだと思います。
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、誠心響
第 66 代 理事長
第 2 は、ストーリーのセンスです。日本では何にでも豊かな歴史があります。確立されたものはいずれも、それ自体についてのストーリーがあり
き合う共創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
城阪 千太郎年に創業した築地玉寿司は、手巻き寿司を初めて創ったお店です。伝統的な能の舞い、能で使う楽器や起源にもストーリー
ます。例えば、1924
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
があります。また、得仁堂を始め、さまざまな橋や景物がある小石川後楽園には、将軍が好んでそこに座ったという「将軍腰掛の石」もあります。
Junior Chamber International Osaka
食べ物もおなかを満たす目的のためだけにあるのではありません。もんじゃ焼きが東京のストーリーの一部であると同じく、たこ焼きは大阪のス
戴しました関係各位の皆様に深く感謝申し上げます。
2016 President
名

トーリーの一部です。

Sentaro Shirosaka

私が持って帰りたい第 3 のものは、ファミリーの考え方です。私が出会った人々はみな、絆をとても大事にしています。自分の町、TOYP のファ
ミリー、自分の家族（子供と配偶者）、そして天皇陛下との絆です。帰属意識や個人を超えた何か大きな存在の一部であるという感覚は、ここ日
本ではとても特別なものなのだと思いました。
これら 3 つのこと、価値基準（誠実さ、正直さ）、豊かな歴史（文化とストーリー）帰属意識と家族は、商業や生活などすべてのことにとって、
とても大切な土台であると思いました。
東京と大阪は非常によく整備されており、機能的にできています。つまり、信号機が設置され、人々は交通ルールを守り、清潔で、ごみは決めら
The Junior Chamber International Osaka started“The
possibilities for themselves. Through this program, all of us
れた場所に捨てられているという基本的なことです。電車は時刻表通りに発車します。人々が価値基準を大切にし、豊かな文化や歴史、帰属意識
Outstanding Young Persons (TOYP) Program”in 1981 with
realized the importance of accepting diﬀerent values to
の上に商業を築いてきたからこそ、すべては秩序正しく、都市がうまく機能しているのだと思います。
the aim of promoting mutual understanding and
contribute to the global society beyond national borders. We
ナイロビでは、
私が所属する新設企業のコミュニティは主に、
医療、
communication
with countries around the world to機能しない物やシステムを修理するために存在しています。例えば、
realize
also learned that it is our duty to take a step 輸送機関、
forward by
農業、教育、食の持続可能性といった分野に関する物やシステムです。都市のシステムもうまく機能していないので、たいていは人々の抱える問
non-governmental diplomacy.
working on familiar problems to build a better future and
題を解決するために新設企業は存在しているのです。企業組織内のシステムが故障したり、まったく機能しなくなったりした時、その不具合を修
ensure sustainable development of international society.
理するために新設企業は存在しています。
Over the past 35 years, we have established international
networks in the private sector between Osaka and the rest
I am convinced that the TOYP program this year helped
日本から自分のコミュニティに持ち帰ることができるものは、価値基準に基づいた考え方と、私たちのストーリーは、利益よりも個々人よりも価
値あるものでなければならないという考え方だと思います。
of the world, changing the program theme each year. This
residents of Osaka in recognizing their new potential and led
year, under the theme "Originality and Versatility Create
toward building Osaka into a city that is based on a spirit of
もしこのことを適切に実行することができ、私たちの起源のいくらかでも再発見することができるなら（伝統的なアフリカ文化には、日本文化と
New
Possibilities
that
Change
the
World
‒
Creative
sincerity and co-creation. Lastly, I would like to express my
似たところが多くあります）、私たちが社会に貢献する時には、強い影響力を及ぼすでしょう。私は、コミュニティのリーダーとして、ナイロビ
Innovation Brings an Exchange of Sincerity," we invited
deep gratitude once again for the warm support and
の新設企業は自身の文化と起源を見つけることができると思います。また、新設企業は、国に対する義務と帰属意識をより強く感じることができ
ると思います。私たちのストーリーは、利益に関するストーリーよりも素晴らしいものになることでしょう。
leaders from abroad who are actively making creative
cooperation provided in the program this year.
innovations by solving social issues through their business
日本は私のコミュニティから何を学ぶことができるでしょうか？
activities. Also, we provided an opportunity for people in
Osaka to come in contact with these inspirational people. We
ケニアの新設企業は、構造的な問題やシステムの問題を解決するために存在していますが、日本の新設企業は、ケニアやシリコンバレーのためで
believe that we were able to help the participants learn
はなく、日本のために存在しなければなりません。新設企業の素晴らしさは、誰もが起業できる、つまり誰もがクリエイターになれるということ、
これが第
about1 の点です。
diﬀerent values of people around the world, compare
them with the Japanese sense of values, and ﬁnd new
第 2 は、古くからある会社でも新設企業の精神を持つということです。新たなソリューションや物事を進めるために、より良い方法を考案するよ
う従業員が課題を与えられているような会社には、新設企業の精神があります。例えば、社内のハッカソンやアイデアを考案するための社内コン
テスト、あるいはスタッフが社内の個人的なプロジェクトに取り組むよう求められるクリエイティビティ・デイなどを実施することができます
（ハッカソンとは3日間集中的にソリューションを考案するための挑戦あるいは競争です）。いつの日か、会社のハッカソンで考案された製品やサー
ビスが世界で役立ち、日本以外の国の人々のために問題を解決するようになるかもしれません。
第 3 に重要なのは、日本の新設企業のために指針を決めなければならないということです。新設企業はシリコンバレーの資金提供ではなく、日本
のベンチャーキャピタル 8 の資金提供を受けて、日本の人々の役に立ち、日本のやり方で状況に合ったソリューションを考案するということです。
この数日間で経験したことは、私にとって忘れられないものになるでしょう。これからの私の人生においても大切にしたいと思います。TOYP
の皆さんがケニアを訪れることがあれば、友人として、家族として私がいることを覚えておいてください。
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committee Chairperson

本年度で３５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
I think the ﬁrst thing I will carry with me
from Japan is the spirit of the people… from the lady serving in a
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。
hotel to the President of a large organization I have found the people of Japan have honor, they are a values
based people and that is a rare thing 本年度は、国際社会における私たちの役割が変わりつつある現状を捉え、世
to ﬁnd in this age in the world.
界の持続的な発展に向けて誇るべき精神性を基軸に都市の存在感をもって未来
The second thing I will take back を拓く新たな価値を見出して頂こうと、独自性と多様性が織りなす新たな可能
with me is the storytelling art ‒ everything in Japan has a rich history.
Every establishment has a story about
it such as Tsukiji Tamasushi which was established in 1924 and were
性が世界を変える！～創造的イノベーションが起こす誠心の循環～テーマに、
the ﬁrst to make a type of sea weed
sushi…
the Noh
traditional
dance, its instruments
and its origins… the人々
ケニア、カナダ、
タイ、
中国、アメリカの５カ国から、
自身の経済活動の中で、
Tokujinndo temple… the bridges and
spots
in
the
Koishikawa
Korakuen
gardens
that
have
history of shoguns
のより良い暮らしを想い、創造的イノベーションを起こしている企業家をＴＯ
who loved to sit in the area. Even the
food
is
not
just
for
ﬁlling
purposes
‒
Tokoyaki
is
part
of Osaka’s story
ＹＰメンバーとして招聘致しました。９月１日から７日間にわたって、世界に
just as Monja is part of Tokyo’s.
共感を生む持続発展的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。「Ｗｏｒｌｄ ＥＸＰＯ ２０１６」においては自国で
The ﬁnal thing is family ‒ all the people I have met strongly value their ties… their city, TOYP family, their
の仕事や活動において、どのように「誠心」を活かしているのかを大阪市民の
own family (children and spouses)…the emperor. A sense of belonging and being part of something bigger
一般社団法人 大阪青年会議所
皆さまの前で発表をして頂きました。また、大阪の企業との意見交換や能体験、
than the individual I have found is something
very special here in Japan.
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
世界の誠心循環委員会
委員長
た。
ＴＯＹＰメンバーには、
今まで以上に日本の歴史や文化を感じて頂くと共に、
These three things ‒ values (honor,
honesty),
rich history (culture
and storytelling), belonging and family
大阪市民の皆さまには、より良い社会を実現するためにこれまでの価値観にと
appear to me to be a very good foundation
for everything… for commerce and for life.
小嶋 隆文
らわれることなく、独自の精神性と多様性の融合から生み出される新たな可能
JuniorTokyo
Chamberand
International
Osaka
Osaka are
both very organized
and things are functional (and here I mean basic things such as
性に気付く機会になったものと考えております。
Sincerity for Global Circulation Committee
traﬃc
lights,
people
obeying
traﬃc
rules,
cleanliness
and putting litter in the right place) trains are on time…
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
Chairperson
I think that all the orderliness, the頂いたすべての皆様
functioning of the に心より御礼を
cities is possible申し上げます。
because the people have built comRyubun Kojima
merce on top of values, deep culture/history and a sense of belonging.
In Nairobi the community of startups I come from primarily exists to ﬁx things and systems that do not function such as Transport, health, agriculture, education, food sustainability. City systems also have malfunction
This year marks the 35th anniversary of the TOYP
sustainable development to which everyone can relate.
and theAttracting
startups mostly
exist to solve
s problems,
they exist
to variety
ﬁx the ofgap
where institutional
Program.
many participants
duringpeople’
the program
Through
a wide
programs,
they fosteredsysclose
tems have
broken
down orclosed
do notwith
function
all.
period,
this year’
s program
great at
success.
I
friendships. At World EXPO 2016, the TOYP members
would
like to
express
sincere
appreciation
to from
everyone
with
citizens
of Osaka
how they
I believe
what
I canmy
take
to my
community
Japan isshared
that we
have
to be values
based…
our demonstrate
story has to a
involved,
attributing
success
to bigger
their support
“spirit of sincerity”in their jobs and activities in their own
be something
biggerour
than
proﬁt…
than theand
individual.
cooperation.
countries. In addition, they gained knowledge of Japan and of
If we do this right and rediscover some of our roots (traditional
Africa
has manyopinions
similarwith
culture
with Japa-of
Osaka through
exchanging
representatives
neseyear,
culture)
then our
contribution
to society
will be much
more impactful.
As a leadera in
the community
I
companies
in Osaka, experiencing
Japanese
Noh play and
This
we invited
entrepreneurs
from
ﬁve countries:
staying
families. We
that thissense
program
Kenya,
Canada,
Thailand,
China can
and ﬁnd
the United
States,
who and
feel the
startups
of Nairobi
their own
culture
roots, with
that host
the startups
can believe
feel a greater
of
a good opportunity for TOYP members to
have been generating creative innovations in their business
duty and belonging to the nation… and that our story canprovided
be greater
than a proﬁtability story.
experience some Japanese history and culture in greater
activities to contribute to better living for people. Under the
What
can
Japan
learn
from
my
community?
depth. At the same time, this served as a great chance for
theme of "Originality and Versatility Create New
Startups inthat
Kenya
exist
solve ‒structural
and system problems
startupswho
in Japan
have to recognize
exist for athat
Japathe Osaka‒ citizens
participated
new
Possibilities
Change
thetoWorld
Creative Innovation
potentials
can be
produced
by integrating
both
Brings
an Exchange
s program
nese purpose…
notofa Sincerity,”
Kenyan onethis
or year’
a Silicon
valley one and
the beauty
about
a startup
is anyone can
doone’
it ‒ s
original local values and versatile global values to transcend
aimed at uncovering new potential of cities to shape the
anyone can be a creator.
conventional ways of thinking in building a better society.
future toward sustainable development utilizing their own
The second
having in
a startup
spirit
in the
unique
values,isbearing
mind that
their
role existing
keeps older companies where employees are challenged to
changing
in with
international
society. and better ways of doing things
Lastly,
we would
like tohackathon
express our
gratitude to
come up
new solutions
(internal
company
(A hackathon
is the
a
Imperial
Household
and others
who have
provided
challenge or competition to design a solution in three day
intense
period)Agency
or internal
company
contest
to
cooperation in planning and implementing the program.
For seven days from September 1, the young people invited
come up with ideas… or a creativity day where staﬀ are expected to work on personal projects within the
from diﬀerent countries in the world as TOYP members
company)
‒ who knows
maybe
one
day a of
product
engaged
in serious
discussions
with
citizens
Osaka or
on service designed in a company hackathon will serve the
world or solve a problem for people outside Japan.
The third thing that is important for Japan is that they should deﬁne the path for Japanese startups… this
should mean the startups receive Japanese venture capital8 funding not Silicon valley funding… serve Japanese people and come up with contextual solutions the Japanese way.
I think these last few days will be unforgettable in my life… and I will carry and treasure them for the rest
of my life… and should anyone in TOYP visit Kenya ‒ then know you have me for a friend and as family
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TOYP のはじまり
メモリー（写真）
Beginnings
TOYP Memories
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 know the diﬀerence between two countries; this is the beginning of international understanding. 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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TOYP 趣意書

独自性と多様性が織りなす新たな可能性が世界を変える！
～創造的イノベーションが起こす誠心の循環～
2016 年 2 月 25 日
一般社団法人 大阪青年会議所
理事長 城阪 千太郎
戦後７０年を迎え、先進国の一員となった日本は、国際社会
からより積極的な世界平和と繁栄への貢献を求められるように
なりました。情報通信技術の目覚ましい発達により、世界と日
本との距離はより身近なものとなり、経済のグローバル化が進
んだ今日、日本の持続的発展は、国際的な協力関係なしには考
えることはできません。テロリズムの横行、経済格差の拡大、
環境問題等の世界的な課題に対し、日本の国際的な役割を今一
度見つめ直す必要があります。
私たち日本人には、世界に誇るべき精神性として、自らと向
き合い、万物に感謝し、公に資する心、すなわち「誠心」が備わっ
ています。この「誠心」を基軸として、国際社会の中での日本
のあり方を見つめ直すことが、国際社会と調和しながら、世界
の課題解決に貢献し、日本が持続的に発展していくための一つ
の答えになるものと確信します。
本年度のＴＯＹＰ事業は、企業活動を社会課題の解決に繋げ、
創造的イノベーションを起こしている世界の傑出した人びとを
招聘し、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、多様な価値観に触れ、自らの持つ日本の独自性と交
差させ、新たな可能性を見出すきっかけにしてもらいます。また、
１９８１年に青年としての国際的な交流を行い、将来的に知日
家のネットワークを世界中に構築することを目的に始まったＴ
ＯＹＰ事業も本年で３５周年を迎えるに至りました。本年度で
３５周年を迎える記念事業として、過去のＴＯＹＰメンバーに
呼びかけを行い、ＴＯＹＰネットワーク（仮称）を構築すること
に繋げ、３５年間培ってきた国際的な繋がりをより強固な関係
へと昇華させ、国際社会の持続的な発展を力強く牽引していく
礎となる仕組みを構築して参ります。
国境を越えて世界の未来を共創する中核となる都市の創造に
向けて、受け継がれてきた独自の精神性と多様性が織りなす創
造力を基軸に、世界を持続的な発展へと導く循環の起点となる
人びとを創出し、誠心響き合う共創都市大阪を実現します。

FY2016 TOYP Statement
Originality and Versatility Create New Possibilities
that Change the World
̶ Creative Innovation Brings an Exchange of Sincerity ̶
February 25, 2016
Sentaro Shirosaka, President
Junior Chamber International Osaka
More than 70 years since the end of World War II, Japan has
grown into one of the world’s largest economies, and is
asked by the international community to make more vital
contributions to world peace and prosperity. Meanwhile,
thanks to signiﬁcant advancements in information and
communication technologies, Japan and the rest of the world
have come closer than ever. As globalization of the world
economy proceeds, Japan cannot achieve its own sustainable
growth alone without international cooperation. Today, the
world faces many challenges, such as widespread terrorism,
widening economic disparity, and serious environmental
problems. In such a global situation, Japan must reconsider
the role it plays internationally.
We Japanese people naturally have a“spirit of sincerity”
that can be boasted to the world. This spirit of sincerity
makes us reﬂect on ourselves and contribute to society with
an honest purpose, while holding a feeling of appreciation. I
strongly believe that reviewing Japan’s role in the global
society by focusing on the spirit of sincerity will give an
answer that helps Japan to act in harmony with the
international community, contribute in solving global issues,
and maintain its own sustainable growth.
For our TOYP activities during this ﬁscal year, we are
inviting leaders from abroad who are actively making
creative innovations by solving social issues through their
business activities. By providing an opportunity for people in
Osaka to come in contact with these inspirational people, we
hope that the participants from Osaka will learn about the
diﬀerent values of people around the world, compare them
with the Japanese sense of values, and ﬁnd new possibilities
for themselves.
This year, we commemorate the 35th anniversary of TOYP
activities, which started in 1981 to promote international
exchange among young people and establish a worldwide
network of pro-Japanese experts. As a commemorative
program, we are planning to contact with past TOYP
members to set up a TOYP network (tentative name).
Through this network, we will strengthen the international
relationships established through our 35 years of eﬀorts and
create a new framework that will be the basis for further
promoting the sustainable growth of international society.
To establish a city that leads global cooperation beyond
national boundaries for co-creating our world’s future, it is
essential to utilize the creativity generated by integrating
both the local values in each country and versatile global
values. To that end, we will redesign Osaka into a city based
on a spirit of sincerity and co-creation, through measures
such as nurturing people who promote global exchanges in
leading the world toward sustainable development.
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目次
過去の TOYP テーマ・メンバー
Index
Past theme and members

● 目次年代

ＴＯＹＰテーマ

Index

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
●第1回
TOYP
とは

What is TOYP?

第2回

1982年

先進国の憂鬱、その処方箋をさぐる

● TOYP のはじまり

Beginnings of TOYP
世界と日本を考える

第3回

1983年

～日本の成功を国際社会の中でどう生かすか～

● 2016 年度 TOYP 事業趣意書

「2001年・地球社会への期待」
FY2016
TOYP ～世界の技術革新の波を乗り越えられるか～
Statement
第4回
1984年

●第5回
「２１世紀への挑戦」
理事長挨拶
1985年

我々は迫り来る危機をどう乗り越えられるか
Message from the
President

1986年 世界平和のために今なにをなすべきか
●第6回
委員長挨拶

Message from the committee Chairperson

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～

ＴＯＹＰメンバー

01

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

02

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

03

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

04

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

05

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
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

06

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

World EXPO 2016 ～心のつながりが世界を変える！～ 07

● 世界の未来共創室事業

The program of “21世紀の地球的連帯を求めて”
Co-Creation of the Global Future Group World EXPO 2016 ～ WithMr.Matinas
our hearts
we canLemarie
change
the world
～ / Mr.Muchyar Yara
Suzukiunited,
Junior / Mr.Eric
/ Mrs.Sabine
Gerhard

第8回

1988年

～日本及び日本人に望むこと～

● TOYP スケジュール

TOYP1989年
Schedule地球共有社会におけるグローバルな「自由都市」
第9回

● World EXPO 2016 フォーラム（基調講演）
第10回 1990年 90年代の国際協調と日本の役割
World EXPO Forum

Keynote lecture

Mr.Jose Agustin Cruz Cuenco / Mr.Alexander Michael Kurbatov / Mr.Tsung Kuang Cheng
Ms.Pattanida Puntumasen / Mr.David L.Willetts / Mr.Royal Arthur Govain

08

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

09-10

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
●
Me.lan P.Blance / Mr.Robert B.Chess / Ms.Yoriko Kishimoto / Mr.Shashi 11
Tharoor
TOYP
フォーラム（メンバー紹介、講演録）
我々は、今、地球社会に対して何をなすべきか
地球社会への貢献

国家を超え文化を超えて

Mr.Chang Gen Feng / Ms.Mable Chan / Mr.Fabio M.Corno / Mr.George Hara /

TOYP Forum Member introductions

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～

● TOYP フォーラム（参加者アンケート）
TOYP Forum “築こうアジアのネットワーク”
Questionnaire results

第13回

1993年

～新しい地域協力を～

● 大阪プログラム

Osaka1994年
Program人・都市・地球にやさしいまち
第14回
世界都市大阪の創造をめざして

● 東京プログラム
よみがえらそう愛を人の温かさを
第15回

1995年

Tokyo Programネオ・シルクロードにのって

「新しい地球市民運動と開かれた地域交流に向けて」
第16回
1996年 ～個人から地域へ、地域から世界へ～
●
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

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

● TOYP メンバーレポート
TOYP Members’Reports

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

● TOYP メモリー（写真）

TOYP1999年
Memories
第19回
地球共生型経済をめざして～企業はどう取り組むか～

● 過去の TOYP テーマ・メンバー
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

第21回

2001年

Past theme and members
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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～

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

12

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

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

Ms.Wipparat Tharateerapab / Mr.Andrew Adonis / Mr.Craig Jue
Ms.Anne Alonzo
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
Mr.Kristian Samuelsen / Mr.Felipe Estrade / Mr.Steven M.Sims
Ms.Sarah E.Urech / Mr.Olga N.Osby

Mr.Frederic Laurent / Mr.Niko Kleinknecht / Mr.John KengLien Lok
Mr.Bill Shireman / Mr.Christopher lotspeich
Ms.Marit Bruhn-Petersen / Mr.Joonsik Park
Ms.Line Gordon / Mr.Saroj Chayavivatkul / Mr.Poomijai Nacaskui
Mr.Nancy Benson
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

13-14
15
16
17-26
27-28
29-30

35th
TOYP 2016
2016 Report
Report
35th TOYP
過去のとは
TOYP
TOYP テーマ・メンバー
Past theme
What
is TOYP?
and members

TOYP とは、The
年代

Outstanding ＴＯＹＰテーマ
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
母なる地球との調和（Designing for NEW GAIA）
る若者たちの意味です。
第22回 2002年
～ほんまもんの社会を求めて～

様々な分野で社会的な影響を与え、前途ある傑出した
湾岸戦争及びＳＡＲＳのため実施せず

※
2003年
若者たちと青年としての国際交流を行い、互いに学び合
企業家の創造的連帯が拓く「競存競栄的亜州」の時代

い、意識を高め合うことを目的としています。
「自立は
ニュービジネス創造の環境づくりをめざして

第23回 2004年 ～しあわせを実感できる社会システムとは～
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

ＴＯＹＰメンバー
TOYP stands for“The Outstanding Young
P e r s o n s , ”r e f e r r i n g t o y o u n g p e r s o n s w h o a r e
Mr.Sedara in
Kim praiseworthy
/ Dr.Zhan Tao / Dr.Dorothee
K.Starck / Dr.demosthenes
N.Tambakis
engaged
activities.
TOYP aims
to
Mr.Wong Kee Yew / Mr.Claube P.Siegenthaler / Mr.Daid M.Roodman
engage in international exchange with outstanding
representatives of the younger generation who
have a rosy future before them and are exerting
their social inﬂuence in various areas, to learn from
each
otherWrange
and/ Mr.Hiroshi
to raise
awareness
of each other’s
Mr.Stephan
Matsuura
/ Ms.Sakthi Nimada
Mr.Dorige C.Brody / Mr.Michael Rossman / Mr.Frederick Waelter
activities.

ければならない。先づ眼を開くこと、而して緊密なる提
笑顔絶えないまち 企業と地域との共生

“ I nDr.Bernbard
d e p e nK.Meister
d e n c /eMr.Frederik
i s d i ﬀBruhn-Petersen
e r e n t f/ rMs.Prabha
o m i L.Amatya
solation.
Ms.Mae Rivera-Moreno / Ms.Helen E.Maw / Mr.Michael L.Herrington
Independence must be realized based on a linkage
発想の転換が会社を元気に！まちに活力を！
with a broader world. Opening our eyes, and
の日本の再建は目処される筈である。此処に吾々は青年
Ms.Gillian L.Pearl / Mr.oliver H.Herrmann / Mr.Naveen B.Mallela
第25回 2006年 ～世界的な視野の発想で、会社とまちに活力があふれた
f o sMs.Vanessa
t e r i n gA.K..Asell
o u r /oMr.Janathan
w n d eR.White
velopment under close
「誇り高き経済都市」の実現をめざして～
のこだはりなき廣い友情の力を信じ、既に欧米に発足せ
cooperation; then, and only then, should Japan gear
toward
itsDewireconstruction.
Under
「地域愛あふれる美しい都市の実現へ」
Ms.Oetami
/ Mr.Michael Fraancis Acebedo
Lopez the spirit of the
る「國際青年会議所」の精神を吾がものとして國際親善
第26回 2007年
Ms.Michelle Shuhui Chang / Mr.Enric Ruiz-Geli / Mr.Christopher Marshall Weeks
～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～Junior
Chamber International, branches of which
に寄興する処あらんとする。」
have already been established in Western countries,
「社会の固き絆が創るまちの輝き！」
Van Uytsel / Mr.Serge Vitale / Ms.Oona lber
第27回 2008年 ～共に生き共に栄える社会責任行動へ～
we Ms.Katrien
believe
inJurado
the/ Ms.Alyssa
powerRoye
of the non-prejudiced and
（大阪青年會議所設立趣意書
1950）
Mr.Fabio
Segure
broad-minded friendship of young people to
一般社団法人大阪青年会議所は、1950 年の設立以来、
contribute
to international goodwill.”(Excerpt from
「社会貢献を通じた企業と社会の共生」
Mr.Oliver Eckelmann / Mr.Vivek Sinha / Ms.MA.jolina Bianca Garcia Mallari
第28回 2009年 ～未来に向けて進化し続けるまちへ～
/ Mr.Cameron
Geoﬀrey McDonough
the Mr.Michael
JuniorN.A.Nuessli
Chamber
International
Osaka, 1950)
半世紀以上にわたって、明るい豊かな社会を実現すべく
第24回

2005年

～支え愛で地域ブランディング発信～
携の下に自からをはぐくむこと、かくして始めてまこと

精神的に活動して参りました。そして
「恒久的世界平和のために」1980 年第 35 回

S i nMs.Jessica
c e o u rMaybeny
f o u n/ Mr.Ajay
d a t i oVerma
n i n/ Ms.Nana
1 9 5 0Souere
, w eTCHIEMAGO
at the Junior
Mr.Ruben H.Aronin / Mr.Varun Kumar
Chamber International (JCI) Osaka have been
engaged in our activities energetically for more
未来に向けて、世界に向けて、活かそうわれらの智恵と志
Mr.Cameron Sinclair / Mr.David"Bryse"Gaboury / Mr.Michiel Le Roux /
えた民間レベルでの外交の必要性を認識し、
「海外の前
第30回 2011年
n h a l f Compas
a c e/nMr.Seth
t u r yCochran
, with the aim of building a
～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～t h aMs.Patricia
途ある優秀な青年を日本に招き、日本を実感してもらう
better, brighter and more aﬄuent society. At the
次代を超えるつながり
35th
JCI Ela
World
Congress
Osaka/Japan
1980,Akyuz
we
Ms.Adital
/ Mr.Rajamanohar
Korerirajapuram
Somasundaram in
/ Mr.lshak
第31回 2012年 ～大阪のまち、その未来を切りひらく力～
ことだ」という故梅棹忠夫国立民族博物館館長（当時）
r e cMr.Martti
o g n i zLutsar
e d t/ hMs.Christina
e n e c eGruenewald
ssity of non-governmental
の ア ド バ イ ス を も と に 1981 年 に TOYP（The
diplomacy beyond national boundaries. We launched
支えあうまちの創造
Suarez / Mr.Sreang Chheat / Mr.Dennis Penu /
theMs.Kythzia
TYOPBarrera
Program
in 1981, based on the advice of
第32回 2013年 ～持続可能な経済活動が世界を変える～
Mr.Richard Sandlin / Ms.Melissa Yeung
Outstanding Young Persons）事業を開始しました。
the late Tadao Umesao, then Director General of
TOYP 事業は国際的な民間ネットワークの構築を目
the Ms.
National
Museum of Ethnology, who insisted on
「和」の精神が世界を変える
Sara Eid / Mr. Damir Muzafarov / Ms. Maria Fatima Manzano /
第33回 2014年 ～見えない価値を大切にする社会へ～
Mr.
Surawech
Telan
the
need
to
“Invite
outstanding promising young
指すとともに、毎年テーマを変えながら、様々な地球社
people from overseas countries to Japan and have
会の抱える課題に取り組んで参りました。
女性と共に進化する企業へ
Emily
Roush-Elliott / Arch
Wongchindawest
/Ann Maria Cornelia de Gersem /
them
experience
the
real Japan.”
第34回 2015年
第29回

2010年

～Cure the society for the ever lasting peace～

JCI 世界会議大阪大会開催を通じて、国家の枠組みを超

～先進的な事例から企業の新たな可能性を模索する～

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。

Humberto Robles Mendez / Slavyanka Stoykova

Aiming to establish an international private-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
still making outstanding contributions to diverse
ﬁelds throughout the world. Our ongoing bonds of
friendship with these TOYP members are now
irreplaceable assets for us.
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