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　TOYP とは、The Outstanding Young Persons ＝ 
傑出した若者たち、すなわち素晴らしい活躍を続
けている若者たちの意味です。
　様々な分野で社会的な影響を与え、前途ある傑
出した若者たちと青年としての国際交流を行い、
互いに学び合い、意識を高め合うことを目的とし
ています。「自立は孤立には非ずして廣き世界との
連関に於て立つものでなければならない。
　先づ眼を開くこと、而して緊密なる提携の下に
自からをはぐくむこと、かくして始めてまことの
日本の再建は目処される筈である。此処に吾々は
青年のこだはりなき廣い友情の力を信じ、既に欧
米に発足せる「國際青年会議所」の精神を吾がも
のとして國際親善に寄興する処あらんとする。」

（大阪青年會議所設立趣意書　1950）
　一般社団法人大阪青年会議所は、1950 年の設
立以来、半世紀以上にわたって、明るい豊かな社
会を実現すべく精神的に活動して参りました。そ
して 1980 年第 35 回 JCI 世界会議大阪大会開催
を通じて、国家の枠組みを超えた民間レベルでの
外交の必要性を認識し、「海外の前途ある優秀な
青年を日本に招き、日本を実感してもらうこと
だ」という故梅棹忠夫国立民族博物館館長（当
時）のアドバイスをもとに 1981 年に TOYP（The 
Outstanding Young Persons）事業を開始しました。
　TOYP 事業は国際的な民間ネットワークの構築
を目指すとともに、毎年テーマを変えながら、様々
な国際社会の抱える課題に取り組んで参りました。
　TOYP 事業を通じて、世界中より招聘した情熱
溢れる青年達は現在も世界各地のあらゆる分野で
目覚しい活躍を続けています。また、そうした 
TOYP メンバーとの絶えることなき友情の絆は、
我々にとってかけがえのない財産となっています。

TOYPとは
What is TOYP?

TOYP stands for “The Outstanding Young Persons,”
referring to young persons who are engaged in 
pra isewor t hy act iv it ies. TOY P a i ms to 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 other and
to raise awareness of each other’s activities.

“Independence is different from isolation. Independence
must be realized based on a linkage with a broader
world. Opening our eyes, and fostering our own
development under close cooperation; then, and only
then, should Japan gear toward its reconstruction.
Under the spirit of the Junior Chamber International,
branches of which have already been established in
Western countries, we believe in the power of the 
nonprejudiced and broad-minded friendship of young
people to contribute to international goodwill.” (Excerpt
from the Junior Chamber International Osaka, 1950)

Since our foundation in 1950, we at the Junior Chamber
International (JCI) Osaka have been engaged in our
activities energetically for more than half a century,
with the aim of building a better, brighter and more
affluent society. At the 35th JCI World Congress Osaka/
Japan in 1980, we recognized the necessity of 
nongovernmental diplomacy beyond national 
boundaries.
We launched the TYOP Program in 1981, based on the
advice of the late Tadao Umesao, then Director General
of the National Museum of Ethnology, who insisted
on the need to “Invite outstanding promising young
people from overseas countries to Japan and have them
experience the real Japan.”

Aiming to establish an international private-sector
network, we have dealt with 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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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.”

　大阪青年会議所が TOYP プログラムを始めた際の、故・
梅棹忠夫国立民族博物館館長（当時）の助言をご紹介します。
　ちょうど 1年程前、大阪青年会議所から、青年の果たすべ
き民間外交としての新しい事業について相談を受けたとき「と
にかく少数でもよいから海外の優秀な若者を日本に招き、日
本を実感させることだ。そして、それ以後もコミュニケーショ
ンを継続していくことだ。」と申し上げた。
　先ずお互いの国の違いを知ること、これが国際交流の出
発点です。知らないことから生ずる多くの誤解が国際関係を
困難なものにしているのである。そういう意味で、これから
の国際交流には多数のさまざまな情報のパイプが必要である。
　TOYP 大阪会議終了後は、「大阪クラブ」のメンバーとして
相互の理解を深めていくとのことである。ひとつの新しいパ
イプとして成果に期待したい。
　青年の果すべき民間外交は今始まったばかりなのである。

TOYPのはじまり
Beginnings of TOYP
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2017年度 TOYP趣意書

2017年度 TOYP趣意書
多彩な個性を融合した協働により恒久的世界平和の実現に貢献する

〜国際社会の持続的発展を牽引する人財を創ろう！〜

FY2017 TOYP Statement

　物理的経済的なグローバル化がますます進展する中、
内向き思考とも言える人びとの心が世界を覆っていま
す。国益という名の利益追求が生み出す経済的支配とそ
れから逃れようとする抵抗の悪循環から、自国優先の
選択行為が世界各地で多く見受けられるようになりまし
た。その為、あらゆる物事について世界全体を俯瞰して
捉え、国際社会における自らの立ち位置を理解した上で
の強みを活かした行動こそが求められているのです。
　一方、私たち大阪人は、有史以来、多様性を受け止め
る豊かな感受性で新しいものや未知のものを受け止め、
さらに個性ともいえる強みを加えて進化させ、まちを創
りモノを創り出してきました。今こそ、大阪人の個性を
存分に活かして不屈の精神で新たなものを創り出し、世
界をステージと捉えて活躍するリーダーシップあふれる
人財をあらゆる分野において創出することが必要です。
　今年度、一般社団法人大阪青年会議所は、次代を担う
若手起業家を対象として、未来を創る志にあふれ、恒久
的世界平和の実現に貢献し得る人財を創出します。
　2017 年度 TOYP 事業では、先端技術を活かして独創
的な発想で持続発展可能な課題解決モデルを生み出し、
国際社会の課題解決に取り組んでいる起業家を TOYP メ
ンバーとして招聘します。そして大阪の若手起業家を対
象に、個々の強みや個性を融合した独創的発想で新たな
価値を創り出し、世界を舞台に持続可能な課題解決の先
駆けとなる人財の育成を目指して参ります。これまで数
十年にわたって私たち大阪青年会議所が取り組んできた
事業や活動を活かし、世代や国籍を越えた次代を担う若
者たちが多彩な個性を活かして互いに刺激し合い、成長
を目指すプログラムを展開していきます。
　私たちは、世界中から共感される新たな価値を生み出
し、世界を舞台に活躍するグローバルリーダーシップあ
ふれる人財を一人でも多く創出し、「創力」あふれるま
ち大阪を実現して参ります。

In the globalized world, the number of people who 
has introspective mindset is growing. The idea of 
dominating economically other country to pursue 
one’s own interest makes many frictions between 
nations or people. So, we have to see all events from 
a higher perspective, understand our place in the 
world, and take advantage of our strength.
On the other hand, since olden days, we Osakan 
accept anything new and the unknown with great 
sensitivity to diversity, and create our own city and 
new things with our experience and skill. Now is the 
time to invent something new with an unyielding 
spirit to take advantage of Osakan’s personality, and 
to cultivate human resources capable of world-class 
work with leadership in every field. 

Therefore, we cultivate human resources that invoke 
Osakan’s identity, respect people with diverse 
values, have creative mind and enthusiasm, and 
contribute to global lasting peace in cooperation 
with entrepreneurs of great individual. Furthermore, 
we put effort into establishing our future society 
of Osaka where human resources who create a 
business model leading to sustainable development 
get together as a hub of Asia.
In late years, Asian countries achieve a remarkable 
breakthrough (especially, in the field of advanced 
technology). So, in the TOYP program 2017, we 
invite entrepreneurs who establish a business model 
leading to sustainable development with applying 
advanced technology and resolve a problem in the 
international community. We provide opportunity 
for young entrepreneurs in Osaka to debate, and 
enlighten them about consciousness of challenge 
with global vision. And we make them grow human 
resources that diffuse the business model leading to 
sustainable development with an unyielding spirt
We cultivate human resources that respect other 
people’s values, have creative mind and enthusiasm, 
tackle the tough problem in cooperation with each 
other, and contribute to global lasting peace. Finally 
we bring “Creative City Osaka” into reality.

Michinori Okabe
The 67th President
Junior Chamber 
International
Osaka(Japan)

We Contr ibute  to  Global  Last ing Peace in 
Cooperation with Entrepreneurs of Great Individual
~Let’s Cultivate Human Resources Capable of 
Leading the Sustainable Development of the 
International Community! ~

一般社団法人大阪青年会議所

理事長　岡部　倫典
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The TOYP Program, which marked its 36th anniversary this year, closed with great success. I would like to 
express my sincere gratitude to the Imperial Household Agency, as well as the organizations that recommended 
TOYP members, and all the people who have provided cooperation and support in the planning and 
implementation of the program.
We in the Junior Chamber International Osaka have implemented the Outstanding Young Persons (TOYP) 
Program since 1981, with the aim of promoting mutual understanding and communication with countries 
around the world to realize non-governmental diplomacy. Over the past 36 years, we have invited outstanding 
young persons to Osaka and established international private-sector networks linking Osaka to the rest of the 
world, changing the program theme each year.
This fiscal year, under the theme “We Contribute to Lasting Global Peace in Cooperation with Entrepreneurs 
of Great Individual—Let’s Cultivate Human Resources Capable of Leading Sustainable Development of the 
International Community!—,” five young global leaders were invited from various Asian countries that have 
seen dramatic growth in recent years. With the aim of creating a better society, they are tackling international 
problems by developing and implementing innovative business models that employ advanced technologies. We 
provided young people in Osaka aiming to start their own businesses with the opportunity to directly feel the 
passion and aspirations of those young leaders, and to develop the ability to create new value that would bring 
about society’s development by combining diverse values and characteristics across national boundaries.
I am confident that the 2017 TOYP Program provided young people aiming to start a business in Osaka with 
a wonderful opportunity to find new possibilities that can emerge from diversity, inspiring them to grow into 
global leaders who will lead the sustainable development of the international community.
We will develop human resources who respect diverse values, have strong ambition and passion to create 
something new, and are ready to tackle various problems in cooperation with people with diverse backgrounds 
and personalities, thereby contributing to building lasting world peace.

理事長挨拶

一般社団法人大阪青年会議所

理事長　岡部　倫典 

Michinori Okabe

The 67th President
Junior Chamber International

Osaka(Japan)

Message from the President

　まずは本年度で 36 年目を迎える TOYP 事業が無事に実現できまし
たこと、宮内庁をはじめ、TOYP メンバーをご紹介いただいた関係各
団体のみなさま、そして事業実施にあたりご協力ご支援をいただいた
全てのみなさまに感謝申し上げます。
　私たち一般社団法人大阪青年会議所では 1981 年より、民間外交実
現のために世界各国との相互理解とコミュニケーションを推進するこ
とを目的に「The Outstanding Young Persons 〜傑出した若者たち」
(TOYP 事業 ) を実施致しており、36 年間毎年、テーマを変えながら世
界各国より傑出した若者たちを大阪のまちに招致し、大阪から国際社
会へと拡がる民間ネットワークの構築を行って参りました。
　本年度は「多彩な個性を融合した協働により恒久的世界平和の実現
に貢献する 〜国際社会の持続的発展を牽引する人財を創ろう！〜」を
テーマに致しました。近年目覚ましい発展を遂げるアジア各国から先
端技術を駆使したビジネスモデルでより良い社会の実現を目指し、国
際社会の問題に取り組む若き 5 名のグローバルリーダーを招聘し、起
業を目指す大阪の若者たちにその志や情熱に触れて頂くことで、国境
を越えた多様な価値観や個性の融合から社会に発展をもたらす新たな
価値を生み出す力を育んでいただきました。
　2017 年度 TOYP 事業が、大阪のまちの起業を志す若者たちにとって、
多様性の中から生じる新たな可能性を見出し、世界を舞台に持続発展
可能な先駆けへと成長を遂げていただく素晴らしい機会になったと確
信しております。
　私たちは、多種多様な価値観を尊重し、新たなものを創り出す志と
情熱にあふれ、多彩な個性を活かした協働によって課題解決に立ち向
かい、恒久的世界平和の実現に貢献する人財を創り出します。 
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The TOYP Program, in its 36th year, produced great success, thanks to the participation of young promising 
leaders from various Asian countries who have continued to do remarkable work. I would like to express my 
sincere appreciation to everyone involved, attributing our success to their support and cooperation.
This year, under the theme “We Contribute to Lasting Global Peace in Cooperation with Entrepreneurs of Great 
Individual—Let’s Cultivate Human Resources Capable of Leading Sustainable Development of the International 
Community!—,” we invited five entrepreneurs from several Asian countries that have been seeing remarkable 
growth in recent years. They are all outstanding entrepreneurs who have developed problem-solving models 
that promote sustainable development, using advanced technologies, and who have produced successful results 
in solving various global problems. In an effort to foster young entrepreneurs in Osaka who are eager to take 
on challenges to bring innovations in their respective fields, a program was held to provide an opportunity for 
members of Global Academy Osaka (GAO) to exchange opinions with TOYP members. Members of GAO and 
TOYP, who will lead the next generation, engaged in serious discussions about the future of the world, while 
nurturing friendships beyond national borders.
At the TOYP Forum, held in the Umekita Phase II Development Area, TOYP members gave presentations to the 
people of Osaka on the businesses and activities they are engaged in with passion and aspiration in their home 
countries to contribute to society, and their future vision of the types of innovative changes they want to bring 
to society.
Furthermore, through tours to various spots in Osaka and Tokyo, the TOYP members felt the Japanese spirit and 
culture, and experienced Japan’s advanced technologies. Through these experiences, they have deepened their 
knowledge and understanding of Osaka and Japan, and became more familiar with Japan.
I believe that TOYP members’ presentations on their activities and visions stimulated people of Osaka to take 
the first steps toward a better future.

　本年度で 36 年目を迎えた TOYP 事業も、各国から目覚ましい活躍
を続けている、次代を担う若きリーダーの方々にご参加頂き、無事に
TOYP 事業としての成果を収めることが出来ました。これも様々な関
係者の皆さまのご協力、ご支援の賜物であると感謝致しております。
誠に有難うございました。
　本年度は「多彩な個性を融合した協働により恒久的世界平和の実現
に貢献する〜国際社会の持続的発展を牽引する人財を創ろう！〜」を
テーマに、近年目覚ましい発展を遂げているアジアの国々から、先端
技術を駆使して持続発展可能な課題解決モデルを生み出し、国際社会
の問題の解決において実績を生み出している起業家 5 名を招聘致しま
した。そして大阪のまちからも変革に挑戦する若き起業家を育成する
べく、TOYP メンバーの方々との意見交換を行うプログラムを実施し、
次代を担う若者同士が国境を越えた友情を育みながら、世界の未来に
ついて真剣に議論を行って頂きました。
　そして TOYP フォーラムをうめきた第二地区にて開催し、TOYP メ
ンバーが自国でどの様な志や情熱を持って社会に貢献する事業を展開
しているのか、また今後、社会にどの様な変革をもたらしたいのか未
来へのビジョンを多くの大阪市民の前で熱く発表して頂きました。
　さらには、大阪や東京のまちをめぐり、日本人が持つ精神性や文化、
そして先端技術に触れて頂き、日本や大阪に対しての知識と理解を深
めて頂き、TOYP メンバーには今まで以上に日本に親しんで頂けたと
感じております。
　本年度はこれらの TOYP 事業を通じて、彼らの活動やビジョンか
ら、大阪のまちの人びとには、未来を拓く一歩を踏み出す行動力を
湧きたたせて頂くきっかけとなったと確信しております。

委員長挨拶

一般社団法人大阪青年会議所
グローバルリーダーシップ醸成室

未来社会開発委員会

委員長　小倉　康宏 

Yasuhiro Ogura

Chair Person 
2017Future Development Committee

Junior Chamber International
Osaka(Japan)

Message from the Committee Chairperson
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日付／ date 内容 /Contents 場所 /place

8 月 31 日（木）
Aug.31 Thu

TOYP メンバー来日
TOYP members arrive in 
Japan
ホームステイ
home stay

関西国際空港
Kansai International Airport
各ホストファミリー
Each host family

9 月 1 日（金）
Sep.1 Fri

オリエンテーション
orientation
歓迎茶会
Welcome tea ceremony
ウェルカムパーティー
Welcome Party
ホームステイ
home stay

大阪イノベーションハブ
Osaka Innovation Hub
生國魂神社（玉秀庵）
Ikukunitama Shrine (Gyokushu-an)
KKR ホテル大阪
KKR Hotel Osaka
各ホストファミリー
Each host family

9 月 2 日（土）
Sep.2 Sat

大阪プログラム①
Osaka program ①
Global Academy Osaka
合同プログラム
Joint program

大阪企業家ミュージアム
The Entrepreneurial Museum of 
Challenge and Innovation
大阪イノベーションハブ
Osaka Innovation Hub

9 月 3 日（日）
Sep.3 Sun

TOYP フォーラム
TOYP Forum

うめきた第二地区
Umekita Phase II Development Area

9 月 4 日（月）
Sep.4 Mon

大阪プログラム②
Osaka program ②
東京へ移動
TOYP members move to 
Tokyo

大阪城見学
Osaka Castle Tour

9 月 5 日（火）
Sep.5 Tue

東京プログラム①
Tokyo Program ①

フェアウェルパーティー
Farewell Party

東京スカイツリー
Tokyo Sky Tree
浅草寺、浅草
Sensoji temple、Asakusa
屋形船
Houseboat

9 月 6 日（水）
Sep.6 Wed

東京プログラム②
Tokyo Program ②

皇室訪問
Courtesy visit to the Imperial 
Family

TEPIA 先端技術館
TEPIA Advanced Technology Gallery
秋葉原
Akihabara
東宮御所
East Palac

9 月 7 日（木）
Sep.7 Thu

東京プログラム③
Tokyo Program ③
TOYP メンバー帰国
TOYP members depart Japan

ソニー・エクスプローラーサイエンス
Sony Explorer Science
お台場海浜公園
Odaiba Seaside Park
成田国際空港、羽田国際空港
Narita International Airport、
Haneda International Airport

2017年度 TOYPスケジュール
TOYP Schedule
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2017年度 TOYPメンバー紹介
TOYP Member’s introduction

名前　Name

名前　Name

名前　Name

名前　Name

名前　Name

性別　Sex

性別　Sex

性別　Sex

性別　Sex

性別　Sex

国籍　Country of Citizenship

国籍　Country of Citizenship

国籍　Country of Citizenship

国籍　Country of Citizenship

国籍　Country of Citizenship

職位　Position

職位　Position

職位　Position

職位　Position

職位　Position

勤務先　Office

勤務先　Office

勤務先　Office

勤務先　Office

勤務先　Office

生年月日　Birthday

生年月日　Birthday

生年月日　Birthday

生年月日　Birthday

生年月日　Birthday

年齢　age

年齢　age

年齢　age

年齢　age

年齢　age

キルギス共和国／ Kyrgyz Republic

中国／ China

タイ／ Thailand

台湾／ Taiwan

タイ／ Thailand

1980.10.7

1980.1.29

1985.12.2

1978.10.14

1990.8.25

37

37

32

39

28

Male

Male

Female

Male

Male

CEO

CEO

Lead Software Process Specialist

CEO

CEO

UNIQUE TECHNOLOGIES

UMU Technology CO., LTD 

Reuters Software Thailand, Co., Ltd

Write Path CO

BKK Management Group Co., Ltd. 

アジス　アバキロフ／ Azis Abakirov　

リ　ドンシュオ／ Li Dongshuo

ジェンジラ　タラパン／ Jenjira Tarapan

チン　チャオチュン／ Chin Chao-Chun

クランクライ　ピパヴィライクル／ Kriangkrai Pipatvilaikul
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GoEnwoTaisetsunisuru!
　過去、私たちの国がソビエト連邦だった頃、ビジネスチャン
スはなく、自由な時代ではありませんでした。私の国の人たち
は、当時、日本の革新的な電化製品に夢中になりましたが、私
は 1 つも持っていませんでした。我が家にとって日本の電化
製品は、あまりにも高価なものだったからです。しかし、ユニー
クな物を創り出す日本という国が好きになり、日本を勉強する
ことに関心を持ちました。そして、キルギスと日本の間でビジ
ネスチャンスや協力関係を生み出すことに自分の人生を賭けよ
うと思うようになりました。大阪企業家ミュージアムを訪問し、
憧れていた、松下幸之助、早川徳次、井植歳男、安藤百福、江
崎利一などの歴史に触れることができましたが、大阪出身の企
業家はまだまだたくさんいるのに、そのほとんどを知らなかっ
たということに大変驚きました。明治維新の後、彼らの多くは、

欧米諸国で学び、テクノロジーを日本に持ち帰り、自分たちのイノベーションを創り出しました。
彼らの作った会社の多くは、長い歴史を経てもなお成功しています。私は 2003 年にユニーク・テ
クノロジーズという会社を立ち上げました。当時まだ私は若く、ビジネスとは何なのかを分かって
いませんでした。「どうやったら事業を長く続けることができるのか」ということをいつも考えて
いました。当時、ユニーク・テクノロジーズを立ち上げたのは、自分自身の仕事を作るため、そし
てキルギス共和国ではチャンスも仕事もないという状況を乗り越えるためでした。外国の専門家は
みな、近隣諸国とは違ってキルギスには必要な資源が不足しているため、経済的に成功する見込み
はないと評価していましたが、その評価は間違っていました。すべてが変わろうとしています。私
は日本の IT 会社との仕事をインターネットを通じて見つけました。その会社とは今でも一緒に仕
事をしています。日本には、勤勉で訓練の行き届いた文化があるため、私たちにとって日本の会社
と仕事をすることは、やりがいのある学びの機会となっています。私はいつも、新しい世代の人た
ちに、私たちの価値は一日当たりの石油産出量で計られるものではなく、才能ある人という目に見
えない資本で計られるということを言い聞かせています。キルギスは内陸国ですが、インターネッ
トという海があります。もし IT を通じて顧客の役に立つという目標を達成することができるなら、
隣人、級友、あるいは同胞の役にも立てるのではないかと思います。これが事業を前進させる理由
です。2008 年に創設されたキルギス・ソフトウェアサービス＆ディベロッパー協会（KSSDA）は、
私の会社のような小規模の会社が多く集まったコングロマリットです。キルギスで暮らし、世界を
相手に仕事をするという考えを促進するのが目標です。KSSDA は、創設後すぐにキルギス全土で
評判となりました。また、2016 年に IT アカデミーを設立しました。IT アカデミーのミッションは、
キルギスで暮らしながら全世界を相手に仕事をすることのできる IT スペシャリストの国へと、キ
ルギスを成長させることです。小さな国であるキルギスにとって、これは途方もなく、長い道のり
ですが、私たちに協力してくれる世界各地の会社と共に、次にすべきことを考えています。最後に、
この TOYP プログラムの真の価値は、大阪の人たちや、JCI のメンバーとの出会いです。彼らは、
自分たちのユニークな国の伝統や文化を持ち、それらを維持しています。彼らと知り合いになった
時、その素晴らしさに私は本当に驚きました。例えば、ある JCI メンバーの一人は、お寿司屋さん
を経営しています。お父さんから受け継いだお店ですが、お父さんもまた、そのお父さんからその
店を受け継ぎました。約 364 年前に創業されたそうです。企業家精神と自由な精神を継承し、革
新的であり続け、会社、文化、伝統を父から息子へと長い間にわたって受け継いで前進してきたと
いうのは、ほんとうに驚くべきことです。私は彼に尋ねました。あなたのお父さんは、長年にわたっ
て会社がうまくいくために何が重要であるとあなたに言っていますか。彼は一言こう言いました。

「ご縁を大切にする！」人との関わりを大切にするということです。日本のビジネスに根付く大切
な考え方をおしえてくれた JCI 大阪のメンバーの方々、そして TOYP プログラムに感謝いたします。

TOYP Reports①【日本語】
TOYP Member’s Reports ①（Japanese）

アジス　アバキロフ
Azis Abakirov　
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GoEn wo Taisetsuni suru!
ご縁を大切にする 
Cherish your relations (Don’t burn your bridges)

Now we are in Shinkansen goes from Osaka to Tokyo. TOYP program are faster going to the end and already feel very sad about my 
leaving Osaka. 

I can not tell that I didn’t know about Japan before TOYP program, I have a lot of friends in Japan and I was many times in Japan, 
but I feel that really special was in Japan from JCI Osaka members and I already understood some important through out of many 
years from my the first knowledge of Japan.

When I was Kid, in our house it was 1985 year, I found this box. It was really amazing box of that time, I didn’t understand what is 
it. It was time of USSR. No business opportunities and freedom time.
 
After those times of course I understood what is it and after I saw that a lot of japanese things like a Walkman and Panasonic tape 
or video recorder, or Sanyo was really deficit in our country. People was crazy about japanese innovative electronics of that time. 
I have not nothing from japanese electronic, it was extremely expensive for me and my family, but I become a fan of that country 
which created this such a great unique things. I was very interested to study about Japan and Japanese and I bound all my life to 
serve of creation business opportunities and cooperation between Kyrgyzstan and Japan.

When JCI member said that we visit The Osaka Entrepreneurial Museum of Challenge and Innovation, I was happy to visit, because 
I can meet with the history of my kids time idols. Like a Matsushita Konuske,Tokuji Hayakawa, Toshio Iue, Mamofoku Ando, Riichi 
Ezaki and others.
 
In museum, I was really surprised that I knew few entrepreneurs only from Osaka, they was a lot. And many of them after Meiji 
Restoration studied in the West, brought technologies and create own innovations. Many of them are still successful companies, 
with hundreds and hundreds years of history. This cases are really inspired me when I establish my company Unique Technologies 
in 2003. I was young, and I didn’t understand what is business, and always I thinking about one question: “How can I make my 
business longer”?

In 2003, when I was 23 years old, I established “Unique Technologies” to create a job for myself & survive due to the lack of 
opportunity & jobs in the Kyrgyz Republic. The average monthly salary was 36$ USD at the time & all foreign experts assessed the 
country as economically doomed as it lacked gas & oil to fuel its’ growth unlike its’ neighbors. This was 14 years ago, I knew they 
were wrong as this was all about to change.

I found my first jobs over the internet with a client IT company in Japan with whom I am still working with to this day. It was a great 
& challenging learning experience for me & those around me since Japan has a very laborious & disciplined culture which I believe 
we have wholeheartedly learned from & adopted in Kyrgyzstan. I keep reminding the new generation here that our fuel is measured 
in talented human capital & not in gallons of produced oil per day & even though we are landlocked, the internet is our ocean! We 
have a highly sustainable society with an adeptness for internet business. So I thought to myself, if I can achieve the goal of serving 
IT customers, why can’t my neighbors, classmates or fellow citizens? I believe this is the cause to promote!

Founded in 2008, the Kyrgyz Software Services & Developers Association (KSSDA) is formed as a conglomerate of many small 
companies like mine with the goal of promoting the idea of living in Kyrgyzstan & working with the world. It gained immediate 
popularity nation-wide & was further promoted with a low tax regime for businesses focused on exporting IT services & products 
worldwide.

With our High-Tech Park as a virtual port on the New Silk Road, we are now able to serve & connect both the East & West with 
outstanding people, spectacular IT services, BPO servicing & many other IT facilities! We support the “Free Flow of Ideas, People, 
Technologies, Creativeness & Innovation” which is our slogan.

Founded 2016 IT academy, our real mission is to raise a nation of IT specialists who can live in Kyrgyzstan & work with the whole 
world!

It was an unbelievable & long journey in our small Kyrgyzstan, but despite the odds, we are not only surviving without fossil fuels 
but also providing to our neighbors & globally! As a recognized global partner in the New Silk Road & with companies cooperating 
with us from all over the globe, I am anxious to see what is next!

In conclusion, I want to say, what a wonderful to understand something to moved you befor subconsciously. It is really treasure 
of this TOYP program is Osaka people and JCI members especially. Who brings and keep a tradition and culture of theirs unique 
nation and unique country. I was really surprised when I get acquainted with some of theirs outstanding people. For example Ogura-
san, show us traditional tea ceremony. He is 37 years old like me. And he manage the company of Sushi Restaurant “Sushiman” and 
he got his restaurant from his father, and his father get it from his father, around 364 years from establishment are gone.

It is really amazing keep entrepreneurship and spirit of the freedom, keep innovative, move forward and theirs companys, culture 
and traditions hundreds and hundreds years from fathers to sons!

I was tormented by one question all the time long and long my whole life, how Japanese create such companies that work for many 
centuries and even millennia.

I ask my friend Ogura-san:
What your father a always saying to you something important, that may be his father said befor?

Ogura-san said simply:
GoEn wo Taisetsuni suru!
ご縁を大切にする 
Cherish your relations (Don’t burn your bridges)

Keep your relations for long time from father to son, from the past to the future. Thank you JCI member Osaka and TOYP program 
for answer this question.

TOYP Reports①【英語】
TOYP Member’s Reports ①（English）

9

TOYP 2017 TOYP Report
The Outstanding Young Persons



　私は、これまで何度か日本を訪れていますが、今回の大阪へ
TOYP のメンバーとして訪れたことは、忘れられない経験にな
りました。2 日目に訪れた大阪企業家ミュージアムでは、大阪
を拠点にした企業の創設者や企業から多くのことを学び、大変
刺激を受けました。企業家ミュージアムでは、世界的に非常に
有名な企業も紹介されていました。中でも、パナソニック、ア
ステラス製薬、武田薬品、アサヒ、ミズノ、江崎グリコなど、
日本をはじめ世界各地にあるわれわれの会社 UMU の支店のク
ライアントも紹介されており、大変誇らしく思いました。私の
会社が提供しているサービスを通じて世界中の教育問題を解決
したいという思いが、これほどの歴史的企業に受け入れられて
いることを改めて実感できました。大阪のみなさんにとって、
こういった企業は偉大な遺産です。これらの大企業は、時を経

ても存続し、世界各地に自分たちの顧客を増やしてきました。企業にとって最も難しいのは、時や
空間という制約を超えて存続し、拡大していくことです。私たちは、JCI 大阪のメンバーの方たち
やグローバルアカデミー大阪の方たちに、異なる物の見方やつながりを提供し、伝え、世界とつな
がる刺激を与えるために大阪に来ました。そのために私たちはここにいます。しかしながら私たち
TOYP メンバーもかけがえのない財産を得て帰国することができます。
　私たちはまず、ホストファミリー宅でお世話になり、4 日間大阪に滞在しました。大阪青年会議
所の皆さんは、私たちを歓迎するティーセレモニーを開催してくれました。建物に入った瞬間から
出る瞬間まで、道具や携わるすべての人たちの所作一つひとつにおもてなしを感じ、これこそが日
本の文化やビジネスを根本から支えてきた日本のユニークな精神であることに気がつきました。そ
の時にわかったのは、大阪青年会議所の多くのメンバーは、私を空港で迎え、東京から帰国するま
でのあいだ、常に私たちに気を配り、最も良い経験ができるように準備と配慮をしてくれていまし
た。次に、東京で予定されているプログラムに参加するため、新幹線で移動しました。ホストファ
ミリーや JCI メンバーの温かいもてなしを受け、私は地元の文化や価値観に強いつながりを感じま
した。他のどこよりも、大阪に親しみを感じています。ですから、大阪の価値観や文化を世界に伝
える責任も強く感じています。自分の友達やソーシャルネットワークのフォロワーたちに、大阪で
感じた大切なことを伝える役割を果たそうと思います。友人やフォロワーたちには、実際に大阪を
訪れ、滞在するよう勧めたいと思います。大阪での経験は間違いなく、私にとって生涯の宝となる
ことでしょう。大阪は日本やアジアにとって、常にビジネスの中心地のひとつです。何百年も前に
は、大阪を流れる多くの川によってまち同士がつながり、いろいろな物品が運ばれ、交換されてい
ました。つながりは、いつの時代も大阪のキーワードです。そして、TOYP プログラムの精神でも
あります。プログラムを通して、私たちはお互いにつながりを持ち、信頼と友情をはぐくんでいま
す。最後に、今回日本で経験したことを自国で広め、日本の心をもって世界の問題を解決する人材
を多く育成していきたいと思います。また、今回いただいたつながりを活かし私自身の人生の目的
の達成にむけてビジネスに取り組んでいきます。

TOYP Reports②【日本語】
TOYP Member’s Reports ②（Japanese）

リ　ドンシュオ
Li Dongshuo
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I was so inspired by OSACA entrepreneur museum tour at second day, as I learned a lot 

from all those OSACA based founders and enterprises. Some of enterprises are really global 

famous and also proudly some of them are my UMU company clients from Japan or from 

global branches, like Panasonic, Astellas, Takeda, and Ashashi, Mizuno, Glico, etc. These are 

great legacies to OSACA youth. For all those great companies, they went through the time 

and expand their customers across regions. The most difficult constrains for a business is 

to go across time and spaces. That’s why we are here, to provide another dimension of view 

and connection, to share and inspire the JCI OSACA members to connect to the world. That’s 

why we are here.   

First , we were taking care of us at our host family homes and staying in Osaka for 4 days.  

JCI Osaka members held a tea ceremony to welcome us. Until the moment of entering 

the building, I felt hospitality for each piece of tools and all the people involved, I realized 

that this is the unique spirit of Japan that has supported Japanese culture and business 

from the fundamentals It was. At that time, many of the members of JCI OSAKA members 

welcomed us at the airport and constantly take care of us and returning preparations and 

considerations so that we can have the best experience I was doing it. 

Next, We took a Shinkansen to join in a program scheduled in Tokyo.

We spent four days at OSACA, starting at homestay with host, and moved to Tokyo for 

another great chapter of the program. With the warm care from host and JCI members, I 

was deeply connected to local culture and value. I feel much more familiar to OSACA than 

any other tourist, and I feel a strong responsibility to share the OSACA value and culture to 

the world. I will play the trust agency to share all those important messages to all my friends 

and followers on social network. I would love to encourage all the friends and followers to 

go to OSACA physically, spend days in OSACA. The experience in OSACA will be a lifelong 

treasure to me for sure. 

The OSCA is always one of the business centers of the JAPAN and Asia. Starting from 

hundreds year ago, with the rivers connected across city, goods could be easily transported 

and exchanged. Connection is always a keyword of OSACA, and is also the spirit of the TOYP 

program. We connect with each other through the program, build up trust and friendship.

TOYP Reports②【英語】
TOYP Member’s Reports ②（English）
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　日本は私の大好きな国の一つです。日本の食べ物、様々な場
所、テクノロジーはすばらしいです。また、子供の頃からずっ
と日本の漫画の大ファンです。多くのタイ人は、日本について
私と同じ印象を持っていると思います。TOYP プログラムは、
JCI バンコクの友人から教えてもらいました。それまで TOYP
については知りませんでしたが、より良い社会を作るために、
知識や経験を交換することがこのプログラムの目的だというこ
となので、参加できてとてもうれしいです。そして、私は迷う
ことなく TOYP プログラムへの参加をすぐに申し込みました。
日本にはこれまでも何度か訪れたことがありましたが、今回実
際にこちらに来る前から、TOYP のフォーラムは私にとって特
別な日本訪問になるだろうと感じていました。というのも、個
人的な旅行で日本に来た時とは違って、今回初めて、社会的な
関わりをもって日本人と協力する機会があると聞いていたから
です。

　空港に到着してからフォーラムの最終日まで、JCI 大阪の方々から温かい歓迎と気遣いを受け、
日本人の考え方やもてなしの心に感銘を受けました。日本の伝統的なお茶会をしていただき、敬意
をもって歓迎されました。また、太鼓が演奏される中、美しい大阪城を眺めながら夕食をいただき
ました。お茶、食べ物、儀式などから、400 年にわたる日本の細やかな心遣いを感じました。JCI
大阪の方々はプログラムを計画するにあたって、私たち参加者が大阪の主な名所を訪れ、最高の食
事を楽しめるように考えてくださいました。行程の最初から最後まで、JCI 大阪の方々が大変手際
よく案内してくださったことには驚きました。また、プログラムの間も私たちのそばにいて、ずっ
とサポートしてくださいました。どれほど心を配ってくださっていたか、よく分かりました。
　グローバルアカデミー大阪（GAO）のプログラム、そして大阪企業家ミュージアム訪問では、大
阪の企業家やイノベーションの考え方に感動しました。過去から現在まで、多くの企業家が社会の
問題を解決するために事業を始めています。例えば、グリコのお菓子は、子供たちに栄養をとらせ
るためのおいしいおやつとして作り始められたのだそうです。また、GAO プログラムにおいては、
教育、平和、安全に関する多くのアイデアを活用し、社会の問題を解決しようという強い意志の力
を感じました。
　今回の訪問で、みなさんと直接知り合い、チームワークや協力を学ぶ中で、日本のことがとても
好きになりました。タイ人の多くは日本に旅行するのが好きですが、誰もが日本人と直接に知り合
えるわけではありませんし、共に仕事をしたり文化に触れたりする機会に恵まれるわけでもありま
せん。私は、今回のすばらしい経験をタイの仲間たちに伝え、日本のみなさんとつながりを持つよ
う勧めたいと思います。私たちのパートナーシップは、それぞれの文化や経験が多様性に満ちてい
るので、これからも大きな影響を与える実り多きものになるだろうと心から思います。ですから、
私たちみなが互いに共通の言語でコミュニケーションをとり、理解し合うなら、私たちのパートナー
シップはいっそう有効なものになると考えます。これは、私たち全員にとって、頂上のない、向上
し続けていくべきものであると言えるでしょう。私たちのコミュニケーションがうまく行けば、私
たちはいっそう力を合わせることができますし、視野を広げて、グローバル化することもできます。
GAO プログラムでは、日本人は物事の習得が早く、たゆみなく向上していくことができる人たち
だと感じました。ですから、コミュニケーションが向上するのに長い時間はかからないと思います。
　最後になりますが、TOYP プログラムに参加し、敬意と愛情をもって親しく対応していただいた
ことに、どれほど感謝しているか、光栄に思っているかを、お伝えする言葉も見つかりません。み
なさんお一人お一人が、それぞれの生活、健康、家族、仕事において、幸運に恵まれますようお祈
り申し上げます。私たちのつながりは今後も絶えることなく、近い将来またお会いできると信じて
います。私の専門知識や人脈を、みなさんや JCI 大阪の活動をサポートするために活用できること
ほどうれしいことはありません。ですから、どうぞ遠慮なくご連絡ください。JCI のみなさんが成
功を重ね、社会に大きな影響を与えるよう願っております。みなさんの献身的な姿勢と心配りが、
人類の輝かしい前途を創り出すに違いありません。

TOYP Reports③【日本語】
TOYP Member’s Reports ③（Japanese）

ジェンジラ　タラパン
Jenjira Tarapan

12

TOYP 2017 TOYP Report
The Outstanding Young Persons



Japan is always one of my most favorite countries. I love the food, places, and technologies 
here and I am the big Japan Manga fans since I was young. I also believe that many Thais 
have shared these same impressions. I know this TOYP program from my friend in JCI 
Bangkok. Though I haven’t known the program before, I am excited to join the program 
because I learned that the program aims to exchange knowledge and experience for the 
better society. I always believe that the more connected we are, the higher impacts we can 
create so I immediately applied for the program without any hesitation. Though I may visit 
Japan several times already, even before the real trip, I can feel TOYP forum will become a 
very special Japan trip for me as this is the first time that I have a chance to collaborate with 
the Japanese with these great Social commitments unlike our own private trips in the past. 

Since when I arrived at the airport until the last day of the forum, I was impressed by the 
Japanese mindset and hospitality from the very warm welcome and care by the JCI Osaka 
team. We were welcomed with high regards and respect by the Japanese tea ceremony, and 
a special dinner with Taiko performance and the spectacular Osaka castle scene. We can feel 
the 400-year Japanese delicacy from the tea, food and the ceremonies. I can feel how they 
can deliberately plan the program to have us appreciate all Osaka major attractions and its 
best meals. I was amazed that they can smoothly take us through all the processes. I can 
feel how mindful they are as they were always with us and tirelessly support us along the 
programs.

During the GAO program and our visit to Osaka Entrepreneurial Museum of Challenge 
and Innovation, I am touched by Osaka entrepreneur and innovation mindset. A lot of 
entrepreneurs in the past and until now have been initiating their business to solve Social 
issues. For example, I have just realized that Glico snack was introduced to give better 
nutrient to children towards delicious snacks. Even in the GAO program, I can feel many 
strong wills to solve social issues by many education related and peace & security ideas.

This trip really makes me fall in love to Japan even more from connecting with you all in 
persons, teamwork and collaboration. I believe that, though a lot of Thais love travelling 
here, not all of them has an opportunity to get to know and work with the Japanese in 
persons and culture. I will for sure communicate this great experience to all of them and 
encourage them to connect with you all. With the diversity of culture and experience, I 
totally believe that our partnerships will become fruitful and cause huge impacts that last. 
Thus, I view it will be even more effective when all of us can communicate and understand 
each other better with the same language. I will say it is a no-top-of-the-hill improvement for 
all of us. The better we are, the more we can unite, expand the horizon and go global. From 
the GAO program, I can feel that the Japanese are the fast-learners and open for continuous 
improvement, so I believe that this opportunity will not take a long time to be fulfilled. 

Last but not least, no word can explain how thankful and honored I am to join the TOYP 
forum, being treated with high regards, love and friendliness. I wish you as individual 
members all the best in your life, health, family and work. I believe our bond will last and we 
will see you soon in the future. I am more than happy to use my expertise and connection 
support you all and JCI Osaka activities. Thus please do not feel any reluctant to reach out 
to me. I wish all the future JCI team full of success and impact to the society. I believe that 
all of your dedication and care can create the promising future for humanity.

TOYP Reports③【英語】
TOYP Member’s Reports ③（English）
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　私は台湾人で、日本にはこれまで 10 回以上来たことがあり
ます。もとより日本のポップカルチャーには夢中になっていま
したが、今回のプログラムでは、生涯で最もすばらしい経験を
させていただきました。日本の文化について、いっそう視野が
開かれ、理解が深まりました。禅、集中、平和、完全について
です。また、他の TOYP メンバーの才能やウィット、休みなし
の楽しい会話は、この旅全体に彩を与えてくれました。
　今回、JCI 大阪と JCI 台北によって、「傑出した若者たち」の
一人として、2017 年度の TOYP メンバーに選んでいただいた
ことを光栄に思います。JCI メンバーのみなさん、特に、JCI
大阪のメンバーの皆さん、ホストファミリーのご家族にはこの
感謝をどう言葉にしてよいか分かりません。温かくもてなして
いただき、様々な準備をしていただいたことに、あらためて、

感謝申し上げます。今回訪問したことで、大阪は第二の故郷になった気がいたします。
　今年の TOYP のテーマは、「国際社会の持続的発展を牽引する人財を創ろう」でした。どのよう
な活動が、また、どういった個人的あるいは専門的な仕事が、特にこの IT と A.I. の繁栄する時代に、
持続可能な社会を構築することができるのでしょうか。A.I. による翻訳会社である WritePath とい
う会社の創設者、最高経営責任者としての私の目標は、言語が障壁となっているためにアクセスで
きないもっと多くの情報に対して、翻訳機を通して人々がアクセスできる技術を作り出すことです。
そんな機械ができたら、翻訳者の仕事を奪ってしまうのではないかと思う人も多いでしょう。しか
し実際には、人間の創造性は、機械と力を合わせればいっそう高品質の翻訳言語を作り出すことが
できます。かつては人間のエネルギーを消耗していた繰り返しの作業を機械が休みなくやってくれ
ることにより、人間のより高度な能力を必要とする仕事、例えば、広告のコピーづくり、機械翻訳
のためのポストエディットの作業などに翻訳者は活動の中心を移すことができます。そうなれば生
産性は高まります。そして、表現が洗練されることによって、いっそう多くの内容が世界に通用す
るものとなるでしょう。このようにより高度な、そして価値のある生産をするなら、私たちは新た
な経済状況や需要を生み出し、より良い社会を維持できるようになるのです。
　今回日本に滞在している間、日本語と日本の文化を理解する重要性を感じました。私は日本語を
勉強しているので、JCI メンバーと出会うたびに、また JCI のメンバーが準備してくれたすべての
イベントにおいて日本語を使いましたが、ずいぶん当惑しました。最も心に残る経験は、歓迎お茶
会と大阪企業家ミュージアムでした。この 2 つは、より深く日本の文化に浸る経験でした。また、
日本の企業家が成功したやり方を理解することができました。彼らは熱心に働くだけではなく、時
代と共に会社を成長させるために、頭を働かせて取り組んだのです。
　私も今回 TOYP に参加したのですから、起業家として勇気をもって仕事を続けていきたいと思い
ます。そして、人間の幸福を推進するために、A.I. の技術を使って、実世界のビジネスの問題を解
決したいと思います。

TOYP Reports④【日本語】
TOYP Member’s Reports ④（Japanese）
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As a Taiwanese who has travelled to Japan for more than ten times and already immersed 
a lot Japanese pop culture while in Taiwan, I have to say this is one of the best experiences 
I have ever had in my life. This trip has further opened my horizon and deepened my 
understanding of Japanese culture: Zen, focus, peace, and perfection. Meanwhile, the other 
TOYP members’ talent, wit, and non-stop humorous discussions also colored the entire trip.

It is my true honor to be selected as The Outstanding Young Person TOYP 2017 by JCI 
Osaka and JCI Taipei. The words can’t describe my appreciation to all the JCI members 
especially to the president of JCI Osaka, Mr. Ogura, my host Mr. Kitada san and his family. 
Again thanks for your hospitality and arrangements. I feel like Osaka is my second home 
after the trip.

This year the TOYP topic is about sustainable society, what activities and what our personal 
or professional works can build a sustainable society especially in this IT and A.I. prosperous 
age. As a founder and CEO of an A.I. powered translation company WritePath, my goal 
is to create a technology through machine translation that people can access more great 
information that they generally can’t access because of language barrier. Although a lot 
of people might wonder maybe machine would replace a lot of translators’ job, in reality, 
human beings’ creativity can be utilized by working together with machine to create even 
higher quality standard of language. With the machine continuously to do repetitive jobs 
that before might consume individual’s energy, even a translator can switch his or her 
focus to help out occasions that might need even higher quality human brainpower such 
as advertisement’s copy writing, post-editing work for machine translation work, etc. The 
productivity can be increased and more contents can go global with more elegant style. 
Thus with the higher and more premium output, we could create new economy and demand 
that can sustain a much better society.  

During the trip, I have experienced the importance of understanding of Japanese language 
and culture, as a Japanese language learner, I am amazed to practice my Japanese in every 
encounter with JCI member and every event JCI member arranged. The most memorable 
experience to me is tea welcome party and entrepreneur museum. These two experienced 
has provide me a more Japanese culture immersed experience and to understand the 
success formula of Japanese entrepreneurs, not only they have to work hard, but work 
smart to grow the company with trend. 

I wish continue my career as a courageous entrepreneur after this TOYP even and solve the 
real world business problems using the best A.I. tech in order to propel human wellbeing 
and beyond. 

TOYP Reports④【英語】
TOYP Member’s Reports ④（English）
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　私はタイで育ちましたが、日本製品がいつも身近にありまし
た。例えば、グリコのポッキー、日清のラーメン、サントリー
の飲みものなどです。こういった製品の多くが、大阪の起業家
精神から生まれたものであるということを、TOYP プログラム
に参加して初めて知りました。今回、TOYP プログラム参加者
の一人として企業家ミュージアムを訪問し、大阪のビジネスマ
ンは協力し合い、日本の小さな港町に過ぎなかった大阪を、企
業間の事業連携協業をする町に作り変えることに成功したと学
びました。企業家にとって大阪が魅力的な町であるのは、金融
機関、製造業の工業団地、イノベーションセンター、社会基盤
を形成するにも、単独ではなく協力して仕事をするという大阪
の人たちのユニークさにあると思います。
　TOYP プログラムに参加した私たちは、日本のホストファミ

リーと親しくなり、伝統的な茶道のきめ細やかさを体験しました。また、JCI 大阪のメンバーのみ
なさんからは親切にしていただき、思いやりの心を感じました。私たちは、これらのユニークな経
験を通じて、日本の文化を知ることができました。このプログラムではまた、TOYP メンバーとし
て選ばれた、台湾、中国、キルギス出身の若くして成功した企業家たちと知り合うこともできまし
た。7 日間、彼らと行動を共にし、さまざまなタイプのリーダーシップにそれぞれ良さがあること
を知りました。また、文化によって異なる問題解決方法があることも知り、非常に多くのことを学
びました。
　TOYP フォーラムでは、同様な協力の精神を持ったグローバルアカデミー大阪（GAO）の人たち
に出会いました。受講生たちは、銀行員から手品師まで、様々な活動領域から選ばれた人たちで、
国際的な企業経験を私たちから学び、自分たちの現在の仕事に取り入れようという熱意にあふれて
いました。さらに、大阪イノベーションハブは、将来性のある企業家たちのアイディアを実現させ
るよう、彼らに無料の協働スペースを提供するという大胆な取り組みでした。受講生の多様な経歴
と、成長を加速するためのイノベーションハブとの組み合わせは、当初大阪で行われていた企業間
の事業連携協業をまさに思い起こさせるものです。
　近い将来、大阪は、革新的な精神を持つ青年たちが、社会の大きな問題を解決するためのプロジェ
クトを作り出そうと、日本中から集まるような起業家のまちになると思います。しかし、大きなイ
ンパクトを与えるには、国際的な協力も必要です。JCI メンバーと GAO の受講生には、国際的な市
場との間で知識をやり取りする機会を多くするために、英語の訓練をすることをおすすめします。
英語を自由に使えるようになれば、この強力なビジネスコミュニティは、さらに世界中の JCI コミュ
ニティーとの協力関係を強化し、大きな可能性を現実のものとすることができるでしょう。
　JCI 大阪のみなさまには、ユニークな、そして人生を変えるようなイベントを準備するために、
ご尽力いただき、ありがとうございました。私たちが参加したすべてのイベントはどれも意義深い
ものであり、日本の文化や大阪の起業家精神をより深く理解するのに、重要な内容が盛り込まれて
いました。限られた時間の中で、私を含め TOYP メンバーができるだけ多くの経験をすることがで
きるようにと手厚くもてなしてくださった JCI のみなさまに感謝いたします。まさに人生を変える
経験であり学びでした。私はこれらの経験をタイに持って帰ります。このようなすばらしい文化的
な経験、起業家としての経験をさせていただく一人として選んでいただき、ありがとうございまし
た。

TOYP Reports⑤【日本語】
TOYP Member’s Reports ⑤（Japanese）
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Growing up in Thailand, I have always been surrounded by Japanese products, including 
Gligo Pocky, Nissin Ramen and Suntory Drink. It was only when I joined TOYP programme 
that I’ve learnt many of these products originated from the entrepreneurship within Osaka. 
As part of TOYP programmer, I was able to visit the Entrepreneurial Museum and discovered 
that, through collaboration, Osaka businessmen have successfully turned the city from a 
small port town to a giant economic ecosystem of Japan. The uniqueness that made Osaka a 
magnet for entrepreneurs is that they did not operate alone, but collaborate to form financial 
institutions, manufacturing complexes, innovation centers and public infrastructures.

The TOYP programme provide me the unique experience to explore Japanese culture 
through the friendship we’ve built with our kind Japanese host family, the meticulousness 
we’ve witnessed at traditional tea ceremony and the considerate nature as seen from the 
kindness we’ve received from each JCI Osaka member. The programme also allows me to 
meet with other selected TOYP members, who arealso young successful entrepreneurs from 
Taiwan, China and Kirgizstan. This opportunity has allowed me to appreciate the different 
flavours of leadership and learning invaluable lessons on problem solving from various 
cultures within the 7 quality day we have spent together. 

I also had a great opportunity to meet this same spirit of collaboration from the Global 
Academy Osaka (GAO) at TOYP Forum. The participating students were also selected from 
various walks of life, from banking to magicians, and demonstrated such an enthusiasm 
to learn from our international entrepreneurship experience and apply to their current 
project. In addition, the Innovation Hub was a bold initiative to provide a free innovation co-
working space for any potential entrepreneurs to brew their ideas into reality. The variety 
of participant’s careers combined with the innovation hub to accelerate their growth are 
perfect ingredients for conjuring a wonderful startup ecosystem in Osaka.

In near future, I can see that Osaka will become an entrepreneurship magnet that attracts 
young innovative minds from all over Japan to create projects to solve society top problems. 
However, to deliver great impact must also involve international collaboration. I would like 
to suggest providing English training exercise for JCI members and the GAO participating 
students to provide greater opportunity to exchange knowledge with international market. 
With English skills unlocked, this strong business community would be further strengthen 
to collaborate with JCI world community and achieve greater possibilities.

I would like to thank JCI Osaka members for their time and efforts in preparing this unique 
and life changing event. Every event we’ve attended is significant and contains great key 
learning to better understand Japanese culture and Osaka entrepreneurial spirit. I appreciate 
all the hospitability every JCI member has placed in ensuring that myself and other TOYP 
members enjoyed as much experience as possible in given time. This is truly a life changing 
experience and learning that I will bring to Thailand. Thank you for choosing to be a part of 
this great cultural and entrepreneurial adventure. 

TOYP Reports⑤【英語】
TOYP Member’s Reports ⑤（English）
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TOYP フォーラム
TOYP Forum

[Activities]
Azis Abakirov is engaged in IT business development to help solve problems facing the Kyrgyz Republic and thus contribute to 
its development. Aiming to produce talented human resources and promote economic development of Kyrgyzstan, whose main 
industries are agriculture, livestock raising and mining, he established the IT company “Unique Technologies” when he was 23 
years old. At that time, the average monthly salary in Kyrgyzstan was US$36. Under the slogan, “The Free Flow of Ideas, People, 
Technologies and Creativeness & Innovation,” he has been operating various businesses, using IT technologies and services, to 
contribute to solving problems in Kyrgyzstan and promoting its development by serving as a window to connect the country with 
the rest of the world. He is also involved in the educational business to nurture high-quality human resources.

[Activities]
Focusing attention on educational programs, Li Dongshuo operates a business using IT. He has established UMU Technology 
Co., Ltd., which is principally engaged in the educational program development business including development and operation 
of learning apps. With users in 186 countries around the world, UMU is conducting business activities that will deliver a global 
impact toward realizing a sustainable society.
   He has also worked as a volunteer for Junior Achievement for more than 12 years and provided coaching on career planning to 
more than 10,000 students.

[Activities]
Jenjira Tarapan is working to promote innovation culture and provides guidance on innovation. Focusing on agriculture, she 
is implementing the idea of social business to raise funds to sustainably solve the problem of poverty of Thai farmers. She has 
established the FarmerHope. Fund, aiming to revolutionize the funding and donation processes to increase transparency and 
reliability, thereby ensuring funds and donations reach the intended farmers. She also participated in the One Young World Summit 
2016, held in Canada, as one of the 15 representatives from Thomson Reuters.

キルギス共和国の課題解決を図り、国の発展のための IT 事業構築を行っています。
当時の平均月収が 36 米ドル、農業・畜産業、鉱業が主な産業であるキルギス共和国に人的資源を生み出すこ
とで国の経済発展を願い、23 歳の時、IT 企業 " Unique Technologies " を創立しました。 スローガンに「ア
イデア、人、技術、創造と革新の自由な流れ」を掲げ、IT 技術・サービスを活用した事業展開で、キルギス
共和国と世界をつなぐ窓口として国の課題解決や発展に向けて活動し、人材育成のための教育等のビジネス
展開にも尽力しています。 

教育問題に着目し、IT を通じた事業展開を実践しています。
UMU Technology CO., LTD を立ち上げ、教育アプリ開発・運営など「教育開発プログラム」を中心とした事
業に取り組んでいます。ユーザー数は世界 186 か国に及んでおり持続可能な社会の実現に向けてグローバル
にインパクトを与える事業活動を行っています。
また、ジュニアアチーブメントのボランティアを 12 年以上し、10,000 人以上の学生にキャリアプランニン
グのコーチも実施してきました。 

イノベーション文化の推進やイノベーションの指導をしています。
農業に着目し、タイ農民の貧困を持続的に解決するための資金を調達するソーシャルビジネスのアイディア
を実践しています。
FarmerHope.Fund というファンドを立ち上げ、実際の農家への到達可能性の透明性と信頼性を創造するため
の資金提供と寄付プロセスに革命を起こすことを目指しています。また、カナダの One Young World Summit 
2016 に、トムソン・ロイターの 15 人の代表者の一人として参加しました。 

【活動内容】

【活動内容】

【活動内容】

名　前　Name

名　前　Name

名　前　Name
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ジェンジラ　タラパン
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TOYP フォーラム

36 回目の TOYP フォーラムでは、5 人の TOYP メンバーによるプレゼンテーションが行われました。
今回の TOYP メンバーはいずれも、先端技術を活かして独創的な発想で持続発展可能な課題解決モデルを生み出し、国際社会
の課題解決に取り組んでいる方々であり、それぞれが行う事業やそれを始めるきっかけ、それによりどの様な持続的発展可能
な仕組みを社会に提供できているか、未来への展望等ついて熱く語っていただきました。
プレゼンテーションから、彼らが世界をより良くしたい、困っている人びとを助けたいという志をもって起業し活動されてい
ることを知ることができました。

TOYP Forum

[Activities]
Chin Chao-Chun is engaged in Artificial Intelligence (AI)-powered translation services. He has established WritePath Co., with 
a revolutionary vision to advance human intelligence and the global economy. He has established an internet platform and 
developed an innovative system for translating financial reports with freelance translators. WritePath has provided AI-powered 
machine translation services to many listed companies and has been selected as their important partner. Since 2015, over 10,000 
translators have participated in WritePath and translated various types of business documents in 35 languages. By making use of 
AI technology, WritePath has played an essential role in changing the translation and language service industry.

[Activities]
Kriangkrai Pipatvilaikul obtained an MBA at Cambridge University. In 2016, he established the IT consulting company “BKK 
Management Group,” aiming to become a social company. He has been working to enhance the safety and support the social life 
of children, people with disabilities, and elderly people by using information technologies. He supports the socially disadvantaged 
through various IT-based businesses and services, such as Nugrean (a child-wearable device to track and prevent children from 
becoming lost or kidnapped), Vocalens (glasses for blind people), and LinkedIn for the disabled. He also holds many workshops and 
seminars in various parts of Thailand to promote the establishment of social companies there.

At the 36th TOYP Forum, five TOYP members made presentations.
All of the TOYP members have created problem-solving models that contribute to sustainable development and have been 
working on solving various problems in the international community by leveraging creativity and advanced technologies.
They spoked enthusiastically about the businesses and activities they are engaged in, what motivated them to start their 
businesses and activities, the types of systems they provide to society to help drive sustainable development, and their future 
visions for their businesses and activities.
Their presentations showed us that they act with high aspirations in order to make the world a better place and help people in 
need.

AI を使った翻訳サービス事業に取り組んでいます。人間の知性と世界経済を進歩させる革新的なビジョンを
持ち、WritePath CO を立ち上げました。インターネットプラットフォームを構築し、フリーランスの翻訳者
と財務報告の翻訳を行う画期的システムを開発し、上場企業の機械翻訳 AI の重要なパートナーに選ばれまし
た。2015 年以来、10,000 人以上の翻訳者が Write Path に参加し、35 の言語で企業の翻訳をしています。
WritePath は、AI（Artificial Intelligence）テクノロジーを使用して翻訳および言語業界の変化に不可欠な役
割を果たしています。 

ケンブリッジ大学で MBA を取得し、2016 年に社会的企業を目指し IT コンサル会社 BKK Management 
Group を立ち上げました。子供や障がい者や高齢者などの安全と社会生活における支援を IT 技術を活用し取
り組んでいます。子供追跡デバイスシステム「Nugrean」、盲人用眼鏡「VOCALENS」、障害者向け「LinkedIn」
など事業を通じて IT 技術を活用した社会的弱者への支援を行っています。また、タイ国内で同じような社会
的企業を広めていくために、各地で勉強会やセミナーなどを多く行っています。 

【活動内容】

【活動内容】
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大阪城が一望できるホテルにて、TOYP メンバーの出身国の領事館の方や国際交流団体の方もお招
きし、ウェルカムパーティーを開催しました。
食事会では創作和太鼓チーム「飛炎」による迫力ある演奏を聴くとともに、伝統古来の楽器である
和太鼓に触れることで、楽しみながら日本文化を感じていただきました。

明治以降、大阪を舞台に活躍した起業家 105 名の事績から起業家精神を学んでいただきました。時
代を越えて発展し続ける長寿企業や世界に誇る起業家たちの事績には TOYP メンバー一同が強い関
心をもち、真剣に資料やガイドを見聞きし、感銘を受けられていました。

大阪を知っていただくため、大阪城天守閣の見学や食事会ではお好み焼き、串カツ、先端技術で養
殖されたブランドマグロ「近大マグロ」をいただきました。歴史だけでなく食文化も楽しんでいた
だけたことと思います。

A welcome party was held for TOYP members at a hotel overlooking Osaka Castle, 
inviting officials from consulates of TOYP members’ countries and representatives from 
international exchange organizations.
The party featured a dinner accompanied by a wadaiko (traditional Japanese drum) 
performance by creative Japanese drum group “Hien.” TOYP members not only enjoyed 
the powerful drumming performance but also had the opportunity to actually play the 
wadaiko. Through these experiences, they could feel Japanese culture while having fun.

After visiting Osaka Castle’s keep, TOYP members enjoyed Osaka specialties such as 
okonomiyaki (savory Japanese-style pancakes), kushikatsu (deep-fried skewered meat 
and vegetables) and farmed bluefin tuna. They enjoyed not only Osaka’s history, but also 
its food culture.

歓迎茶会／ Welcome Tea Ceremony

ウェルカムパーティー／ Welcome Party

大阪企業家ミュージアム／ The Entrepreneurial Museum of Challenge and Innovation

大阪の歴史と食文化／ History and Food Culture of Osaka

大阪プログラム

生國魂神社の茶室「玉秀庵」をお借りして歓迎茶会を開催し、TOYP メンバーに伝統的な茶文化を
体験していただきました。茶室や菓子、軸、道具の説明など茶道をとおして日本人の「和」の精神
を体感していただきました。また、参拝や神社内の散策など、日本人の万物に生命を感じる精神性
も感じていただきました。

A welcome tea ceremony was held at the tea house “Gyokushu-an” located in 
Ikukunitama Shrine to provide TOYP members with the opportunity to experience 
traditional tea culture. Explanation was given about the tea house, sweets, a hanging 
scroll and tea utensils, allowing them to feel the Japanese spirit of harmony through the 
tea ceremony. Also, through worshipping and strolling around the shrine precincts, they 
could feel the Japanese mentality of perceiving life in all things.

TOYP members visited the Entrepreneurial Museum of Challenge and Innovation to 
learn entrepreneurship from achievements of 105 entrepreneurs who were active in 
Osaka since the Meiji era (1868–1912). Showing strong interest in the achievements of 
long-running companies that maintained growth through the years and world-renowned 
entrepreneurs, all members viewed exhibits and listened to the guide with enthusiasm. 
They were greatly inspired by entrepreneurs’ enterprising spirit and passion.

Osaka Program
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グローバルアカデミー大阪（GAO）塾生との合同プログラム

同時期に開催している「Global Academy Osaka」に参加いただきました。
大学生と若手起業家が一緒になって、主に先端技術を活かし、課題解決に向けたビジネスモデルの構築に取り組んでいる本プログラム
において、TOYP メンバーから様々な角度から質問やアドバイスをいただき意見交換しました。ディスカッションをしながら GAO 塾生
のビジネスモデルをブラッシュアップするなど、互いに刺激のある時間を共有しました。
ビジネスモデル発表当日、うめきた第二地区にて、多くの大阪市民が集まる中「Global Academy Osaka　スタートアップチャレンジ
世界を変えるビジ・コン〜ビジネスモデルコンテスト〜」を行いました。
審査員には、タレントで実業家の千原せいじ氏、田中　邦裕氏（さくらインターネット株式会社代表取締役社長）
金沢　崇氏（フューチャー・デザイン・コンサルティング株式会社代表取締役・ハックベンチャーズ　マネージングパートナー）の 3
名を迎え、西田二郎氏（読売テレビ編成局編成企画部長）司会の下、GAO 塾生のビジネスモデル発表と TOYP メンバーのプレゼンテー
ションを開催しました。

TOYP members participated in a Global Academy Osaka (GAO) session held concurrently with the TOYP Program.
Global Academy Osaka is a program in which university students and young entrepreneurs work together to establish 
innovative business models for solving social problems, by mainly using advanced technologies. In the session, TOYP 
members asked questions of and offered advice from various perspectives to GAO members to help them brush up 
their business models. TOYP members and GAO members had a stimulating time discussing and exchanging ideas and 
opinions.
The “Global Academy Osaka Startup Challenge—Business Model Contest—” was held in the Umekita Phase II 
Development Area, attracting many residents of Osaka. The judges for the contest were Mr. Seiji Chihara, TV personality 
and businessman; Mr. Kunihiro Tanaka, president of Sakura Internet Inc.; and Mr. Takashi Kanazawa, representative 
director of Future Design Consulting Co., Ltd. and managing partner of Hack Ventures. With emcee Mr. Jiro Nishida 
(manager of the Programing-Planning Department, Programming Division, Yomiuri Telecasting Corporation), GAO 
members presented their business models and TOYP members made presentations on their activities.

Global Academy Osaka Joint program
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日本の先進技術が結集した TEPIA 先端技術館を見学し、機械、情報、新素材、バイオ、エネルギー等の先端技術を体感していただきました。
ロボットプログラミングのワークショップにも参加し、日本の先端技術を体感いただく機会となりました。
また、世界一高いタワーの東京スカイツリーに登り東京を一望した後は、浅草寺を参拝し、浅草にて鉄板を囲み「もんじゃ焼き」を自
分たちで作り、大阪の「お好み焼き」との食べ比べを楽しみました。
その他、秋葉原やソニー・エクスプローラサイエンスで日本のでサブカルチャーや技術を体験し、東京湾を臨むお台場海浜公園でのバー
ベキューなども楽しんでいただきました。

TOYP members visited the TEPIA Advanced Technology Gallery, which showcases Japan’s latest advanced technologies 
in fields such as machinery, information technology, new materials, biotechnology, and energy.
They got a first-hand experience with Japan’s advanced technologies by touring the gallery and participating in a 
workshop on robot programming.
After enjoying a sweeping view of Tokyo from Tokyo Skytree, the world’s tallest free-standing tower, they visited 
Sensoji Temple in Asakusa and then went to a monjayaki (pan-fried batter) restaurant. Sitting around the iron plate, 
they grilled monjayaki by themselves. They enjoyed comparing the tastes of two types of Japanese savory pancakes, 
okonomiyaki and monjayaki.
Furthermore, they visited Akihabara and the Sony ExploraScience museum in Daiba to experience various Japanese 
subcultures and electronic technologies. They also enjoyed a barbecue in Odaiba Seaside Park, which commands a nice 
view of Tokyo Bay. 

東京プログラム
Tokyo Program
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フェアウェルパーティー／ Farewell Party
隅田川のほとりから乗船した「屋形船」で開催しました。
歴史的な風情を残す「屋形船」より東京の景色を眺めながら食事をし、日本の印象を心に刻み、JCI メンバーとの友情を深め、永続的
に続く国際的友情関係を築きました。

A farewell party was held in a yakatabune (traditional cruising boat) sailing down the Sumida River.
Everyone enjoyed the dinner while appreciating superb views of Tokyo from the yakatabune, which has historic taste.
The party provided TOYP members with an opportunity to engrave deep memories of Japan, deepen friendships with 
JCI members, and establish lasting international friendly relations.

TOYP members paid a courtesy visit to the Crown Prince’
s Palace, and were granted an audience with their Imperial 
Highnesses the Crown Prince and Crown Princess.
Their Highnesses asked the members about their activities and 
offered words of encouragement.

東宮御所訪問

東宮御所にて皇太子同妃両殿下に拝謁しました。
皇太子同妃両殿下より TOYP メンバー一人ひとりの活動に対するお尋
ねや励ましのお言葉を頂戴しました。

Courtesy Visit to the Crown Prince’s Palce
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過去のTOYP テーマ・メンバー（1/2）

第 1 回 1981年 未来に向けて、世界に向けて、活かそうなにわのまちと知恵
Ms.Edith Volcaert / Mr.Willy M.C.Sansen / Mr.Jean M.Fitou / Mr.Patric Paris
Mr.Herman Gerbaulet / Mr.Peter Baumann / Mr.Thomas Ｇ.Kinderen / Dr.Tullio Laurenzi
Mr.Riccardo Cappelin / Mrs.Ann E.Buckingham

第 2 回 1982年 先進国の憂鬱、その処方箋をさぐる
Mr.Gunter A. Pauri / Dr.Richard W.Wright / Mr.Jacques Lalande
Mr.Hans H.Jurgensmann / Ms.Maria V.G.Blummel / Dr.Geoffrey S.Brownlee
Mr.Michael J. Bredwell / Mr.Richard P.Mirabella / Mr.Rosalie Stemer / Mr.John S.D.McBribe

第 3 回 1983年
世界と日本を考える

〜日本の成功を国際社会の中でどう生かすか〜

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

第 4 回 1984年
「2001年・地球社会への期待」

〜世界の技術革新の波を乗り越えられるか〜

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

第 5 回 1985年
「２１世紀への挑戦」

我々は迫り来る危機をどう乗り越えられるか

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

第 6 回 1986年 世界平和のために今なにをなすべきか
Dr.Hugh J.Watson / Dr.Christian Worndl / Mr.Niels C.Pultz
Ms.Soizic Bevan / Mr.Theo L.Sambuaga / Mr.Sergei Zhuravlyoy
Mr.Heinz Hertig / Mr.Christopher R.Smith / Mr.jack J.Meehan
Ms.Nancy L.Szokan.

第 7 回 1987年
人類共通の言葉
〜文化・芸術、そして調和
〜異文化交流が調和の世界に果たすべき役割〜

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

第 8 回 1988年
“21世紀の地球的連帯を求めて”

〜日本及び日本人に望むこと〜

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

第 9 回 1989年 地球共有社会におけるグローバルな「自由都市」
Mr.Duncan J.C.Kerr / Mr.Garsett l.Larosse / Mr.Lauren de Gaulle /
Mr.Vyachejlav V.Koppjov / Mr.Andorew G.Tyrie / Mr.Samuel N.Olive /
Dr.Cathie J.Martin / Dr.James K.Sebenius / Dr.Andrew L.Tumer

第 10 回 1990年 90年代の国際協調と日本の役割
Mr.Erik Jacquemyn / Mr.Thomas Fabrika / Mr.Detlef A.Jungfleisch /
Mr.Juan Miguel Montinola Luz / Mr.lrewneusz R.Nawrocki / Mr.Sanchis l.Marco /
Ms.Suwannee Tassanapirom / Mr.John D.Battle / Mr.Michael M.Lewis /
Mr.Philip Snow / Mr.James C.Kralik

第 11 回 1991年
地球社会への貢献　国家を超え文化を超えて

我々は、今、地球社会に対して何をなすべきか
Mr.Chang Gen Feng / Ms.Mable Chan / Mr.Fabio M.Corno / Mr.George Hara /
Me.lan P.Blance / Mr.Robert B.Chess / Ms.Yoriko Kishimoto / Mr.Shashi Tharoor

第 12 回 1992年
“エコノミーとエコロジーの調和”

〜アジアの新しい豊かさを求めて〜

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

第 13 回 1993年
“築こうアジアのネットワーク”

〜新しい地域協力を〜

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

第 14 回 1994年
人・都市・地球にやさしいまち

世界都市大阪の創造をめざして
Mr.Geraassiomos Thomos / Mr.Michel Hendrickx / Mr.Liu Jin Bao
Mr.Gregory G.Hall / Ms.Robin C.Carnahan / Mr.Bui Ba Binh

第 15 回 1995年
よみがえらそう愛を人の温かさを

ネオ・シルクロードにのって
Mr.Yang Xing Xin / Ms.Tsegmidiin Burma / Mr.Nereus O.Acosta
Ms.Marie Thorsten / Mr.Nodir M.Rakhimov

第 16 回 1996年
「新しい地球市民運動と開かれた地域交流に向けて」

〜個人から地域へ、地域から世界へ〜
Ms.Wipparat Tharateerapab / Mr.Andrew Adonis / Mr.Craig Jue
Ms.Anne Alonzo

第 17 回 1997年 かけがえのない地球を次世代の子供たちに残すための私達の役割とは
人と地球の共生をめざして

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

第 18 回 1998年
21世紀の新しい地球社会の実現にむけ、

子供たちのためにいま私たちにできること
Mr.Kristian Samuelsen / Mr.Felipe Estrade / Mr.Steven M.Sims
Ms.Sarah E.Urech / Mr.Olga N.Osby

第 19 回 1999年 地球共生型経済をめざして〜企業はどう取り組むか〜 Mr.Frederic Laurent / Mr.Niko Kleinknecht / Mr.John KengLien Lok
Mr.Bill Shireman / Mr.Christopher lotspeich

年代 TOYPテーマ TOYPメンバー

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

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

第 21 回 2001年
次世代を担う人々へのメッセージ

〜21世紀の次世代教育を求めて〜

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

第 22 回 2002年
母なる地球との調和（Designing for NEW GAIA）

〜ほんまもんの社会を求めて〜
Mr.Sedara Kim / Dr.Zhan Tao / Dr.Dorothee K.Starck / Dr.demosthenes N.Tambakis
Mr.Wong Kee Yew / Mr.Claube P.Siegenthaler / Mr.Daid M.Roodman

※ 2003年
湾岸戦争及びＳＡＲＳのため実施せず

企業家の創造的連帯が拓く「競存競栄的亜州」の時代

第 23 回 2004年
ニュービジネス創造の環境づくりをめざして

〜しあわせを実感できる社会システムとは〜
Mr.Stephan Wrange / Mr.Hiroshi Matsuura / Ms.Sakthi Nimada
Mr.Dorige C.Brody / Mr.Michael Rossman / Mr.Frederick Waelter

第 24 回 2005年
笑顔絶えないまち　企業と地域との共生

〜支え愛で地域ブランディング発信〜
Dr.Bernbard K.Meister / Mr.Frederik Bruhn-Petersen / Ms.Prabha L.Amatya
Ms.Mae Rivera-Moreno / Ms.Helen E.Maw / Mr.Michael L.Herrington

第 25 回 2006年
発想の転換が会社を元気に！まちに活力を！
〜世界的な視野の発想で、会社とまちに活力があふれた
「誇り高き経済都市」の実現をめざして〜

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

第 26 回 2007年
「地域愛あふれる美しい都市の実現へ」

〜個から公へ！世界と共に創り、世界に拡げる市民行動改革の波〜
Ms.Oetami Dewi / Mr.Michael Fraancis Acebedo Lopez
Ms.Michelle Shuhui Chang / Mr.Enric Ruiz-Geli / Mr.Christopher Marshall Weeks

第 27 回 2008年
「社会の固き絆が創るまちの輝き！」

〜共に生き共に栄える社会責任行動へ〜
Ms.Katrien Van Uytsel / Mr.Serge Vitale / Ms.Oona lber
Mr.Fabio Segure Jurado / Ms.Alyssa Roye

第 28 回 2009年
「社会貢献を通じた企業と社会の共生」

〜未来に向けて進化し続けるまちへ〜
Mr.Oliver Eckelmann / Mr.Vivek Sinha / Ms.MA.jolina Bianca Garcia Mallari
Mr.Michael N.A.Nuessli / Mr.Cameron Geoffrey McDonough

第 29 回 2010年
「恒久的世界平和のために」

〜Cure the society for the ever lasting peace〜
Ms.Jessica Maybeny / Mr.Ajay Verma / Ms.Nana Souere TCHIEMAGO
Mr.Ruben H.Aronin / Mr.Varun Kumar

第 30 回 2011年
未来に向けて、世界に向けて、活かそうわれらの智恵と志
〜新たな繋がりが新たな可能性と公共性を生み出し次の時
代を牽引する〜

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

第 31 回 2012年
次代を超えるつながり

〜大阪のまち、その未来を切りひらく力〜
Ms.Adital Ela / Mr.Rajamanohar Korerirajapuram Somasundaram / Mr.lshak Akyuz
Mr.Martti Lutsar / Ms.Christina Gruenewald

第 32 回 2013年
支えあうまちの創造

〜持続可能な経済活動が世界を変える〜
Ms.Kythzia Barrera Suarez / Mr.Sreang Chheat / Mr.Dennis Penu /
Mr.Richard Sandlin / Ms.Melissa Yeung

第 33 回 2014年
「和」の精神が世界を変える

〜見えない価値を大切にする社会へ〜
Ms. Sara Eid / Mr. Damir Muzafarov / Ms. Maria Fatima Manzano /
Mr. Surawech Telan　

第 34 回 2015年
女性と共に進化する企業へ

〜先進的な事例から企業の新たな可能性を模索する〜
Emily Roush-Elliott / Arch Wongchindawest /Ann Maria Cornelia de Gersem /
Humberto Robles Mendez / Slavyanka Stoykova

第 35 回 2016年
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〜
AJ Prez / Dipul ''DIP'' Patel / Gabe Blanchet / Nene Shirakawa / Alessandro Babini

Past Theme and TOYP members
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