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2018 TOYP Report
TOYPとは
W ha t i s TOYP?

TOYP とは、The Outstanding Young Persons =
傑出した若者たち、すなわち素晴らしい活躍を続け
ている若者たちの意味です。
様々な分野で社会的な影響を与え、前途ある傑
出した若者たちと青年としての国際交流を行い、互
いに学び合い、意識を高め合うことを目的とし てい
ます。
「自立は孤立には非ずして廣き世界との 連関
に於て立つものでなければならない。
先づ眼を開くこと、而して緊密なる提携の下に 自
からをはぐくむこと、かくして始めてまことの 日本の
再建は目処される筈である。此処に吾々は 青年のこ
だはりなき廣い友情の力を信じ、既に欧 米に発足せ
る
「國際青年会議所」の精神を吾がも のとして國際
親善に寄興する処あらんとする。
」(大阪青年會議所
設立趣意書 1950)
一般社団法人大阪青年会議所は、1950 年の設
立以来、半世紀以上にわたって、明るい豊かな社 会
を実現すべく精神的に活動して参りました。
そ して
1980 年第 35 回 JCI 世界会議大阪大会開催 を通
じて、国家の枠組みを超えた民間レベルでの 外交の
必要性を認識し、
「海外の前途ある優秀な 青年を日
本に招き、
日本を実感してもらうこと だ」
という故梅
棹忠夫国立民族博物館館長(当 時)のアドバイスを
もとに 1981 年にTOYP(The OutstandingYoung
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 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 represen□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
tatives
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 otherʼs activities.
□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□
□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
“Independence
is diﬀerent from isolation. Indepen□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□
■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□
dence
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 reconstruc□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□
tion. Under the spirit of the Junior Chamber Interna■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□
tional, branches of which have already been estab□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□
lished
in Western countries, we believe in the power
□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□
of
the
nonprejudiced
and broad-minded friendship of
□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■
young
people to contribute to international good□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□
■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□
will.”
(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 Ethnolo■□□□□■□□□□■□□□□■□□□□■□□□
gy,
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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TOYPのはじまり
B e gin ni ngs 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。
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 otherʼs 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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2018年度 TOYP趣意書
F Y2 0 18 TOYP Statement

2 0 1 8 年 度 T O Y P 趣 意書
誰もが幸福を追求できる世界へ
〜 突き抜けた人材が世界を変える 〜

一般社団法人大阪青年会議所
理事長

竹田 哲之助

2000年代以降の急速なIT技術、
インフラ、物流などの
発展は、世界各国の 経済的な距離を縮め、私たちの生
活に物質的な豊かさをもたらしました。
また、先 進国だ
けではなく、発展途上国においても、
より安価な労働力
を求めるグローバル 企業の発展途上国への工場移転
などにより、世界の最貧困層は1990年から2015年ま
での15年間で47%から14%減少し、地球規模における
貧困問題は緩和されたかの様に見受けられました。
しかし、行き過ぎたグローバリズムは解決の見えない
経済格差や環境問題を生み 出し、すべての人びとが物
質的にも精神的にも幸福を追求することが困難になっ
て います。今こそ、
日本人が元来持ち合わせている素
直な心で、世界を変革しなけれ ばなりません。
そのた
めに、
自国の歴史や文化に誇りを抱き、世界中の多様
な価値 観を受け入れ、既知と既知の融合から次なる革
新を生み出し、人類に真の進歩と調 和をもたらす「突き
抜けた人材」の育成が必要です。
本年度のTOYP事業では、5大陸から世界の持続的発
展に向けて取り組んでい る
「突き抜けた人材」
をお招
きし、大阪に住み暮らす人びとと共に、解決すべき世 界
の課題を考える機会を提供することで、すべての人が
物質的にも精神的にも豊か さを享受できる未来の姿
を想い描き、
自らが率先して課題解決のために行動す
るき っかけを創出し、誰もが幸福を追求できる世界を
実現します。

FY2018 TOYP Statement
Aiming to Realise a World Where Everyone Can
Pursue Happiness Innovative People Will Change the
World
Tetsunosuke Takeda
The 68th President
Junior Chamber
International
Osaka(Japan)
In the last two decades, the rapid development of IT
technology, infrastructure and logistics has prompted
the economic borderlessness and brought the
material wealth in our lives. Besides, the rate of the
worldʼs poorest people fell by 14% from 47% in 15
years from 1990 to 2015 for some reasons such as
relocation of factories to developing countries by
global enterprises seeking for cheap labor. Thus it
seems that the global poverty has been improved.
However, the excessive globalism makes it diﬃcult for
everyone to pursue both material and spiritual
happiness because it has generated new problems
such as environmental issues and economic disparity.
Now is the time for changing the world with sincerity
which has been inherited from generation to generation in Japan. We need to nurture innovative leaders
who will bring true progress and harmony to us,
respecting their own history and culture and a wide
range of values.
We will invite those who eagerly work to achieve UN
SDGs (Sustainable Development Goals) from ﬁve
diﬀerent countries to the TOYP programme this year.
We hope that they get aware of problems to be solved
and envision the future of the world where everyone
can acquire both material and spiritual wealth by
interacting with people in Osaka. It will be a great
experience arising them to challenge the status quo.
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理事長挨拶
M e s s age from the Presi den t

一般社団法人大阪青年会議所
理事長

竹田

哲之助

Tetsunosuke Takeda

私たち一般社団法人大阪青年会議所では、１９８１年より、世界各国の若
者と積極的なコミュニケーションを図り、相互理解を深めることで真の民間外
交を実現することを目的に
「Ｔｈｅ Ｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇ Ｙｏｕｎｇ
Ｐｅｒｓｏｎｓ〜傑出した若者たち」
（ＴＯＹＰ事業）
を実施してきました。
３７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
まちに招聘し、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実施し
て参りました。
本年度は「誰もが幸福を追求できる世界へ 〜 突き抜けた人材が世界を変
える 〜」
というテーマを掲げ、世界中18,000名の若きリーダー達の中から特
に優れた社会企業家として国連に選ばれた17名の「国連ヤングリーダーズ」の
うち5名の皆様にお越し頂きました。
ＳＤＧｓにおいて国連で採択された17の持続可能な開発目標があります
が、その一つ一つの目標について各1名、世界中で最も突き抜けた若きリーダ
ーとして選出されたのが、
「国連ヤングリーダーズ」
であります。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、大阪のまちの人びとに
その想いに触れて頂くことで、
自らの持つ日本人の素直な心で様々な価値観
を受け入れて新たな可能性を見出す大変有意義な機会となりました。
本年度ＴＯＹＰ事業が、大阪のまちの人々が新たな可能性を感じ取り、誰
もが幸福を追求できる世界の実現に繋がる一助になったと確信しております。
最後になりますが、本年度も本事業の実施に際しまして、温かいご支援・ご協
力を頂戴しました関係各位の皆様に深く感謝申し上げます。

The 68th President
Junior Chamber International
Osaka(Japan)

Junior Chamber International Osaka launched the Outstanding Young Persons (TOYP) in 1981 for the purpose of
achieving the genuine public diplomacy by promoting positive communication and mutual understanding beyond
national boundaries. Over the past 37 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 year, under the theme, “aiming to realise a world where everyone can pursue happiness -innovative people
will change the world”, we invited 5 of 17 UN Young Leaders selected from 18,000 great social entrepreneurs all
over the world.
Each of the 17 Leaders is assigned to each 17 “Sustainable Development Goals” set by the UN as the most
outstanding leader to realise respective goals. It was a wonderful opportunity for people in Osaka to directly feel
the passion of 5 young global leaders tackling international problems and to ﬁnd new possibilities that could
emerge from diversity. I am convinced that the TOYP Program this year helped people in Osaka recognise the
new potential and was the ﬁrst step of realising the world where everyone can pursue happiness.
Lastly, I would like to express my sincere gratitude to all the people who have provided cooperation and support
in the planning and implementation of the program.
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委員長挨拶
M e s s age from the Committee Ch air p er s on

一般社団法人大阪青年会議所
世界変革室 未来志向発信委員会
委員長

才門

功作

本年度TOYPプログラムは、
「国連ヤングリーダーズ」に選出された、世界の
舞台で突き抜けた活躍をされている若きリーダー達に参加頂き、大盛会の
内に幕を閉じる事が出来ました。
これもひとえに、議案を担当してくれた岡田
副委員長をはじめとする岡田小委員会、そして委員会メンバー全員が協力し
てTOYPプログラムを作り上げたからだと確信しております。
また、茶楽会を
はじめとする皆様にご協力頂き、外国からのゲストにとって日本の精神性を
学べる素晴らしい機会を提供する事が出来た事に感謝いたします。
参加者からも、
「日本という国は想像以上に素晴らしい文化と人々に溢れ
た国だ。TOYPプログラムで得た経験はこれからの人生においてかけがえの
ないものだった。
」
との嬉しいお言葉を頂きました。
また、我々設営した側としても、TOYPメンバーひとりひとりから貴重な学び
の機会を得る事が出来た、笑いあり
「涙」
ありの１週間でした。
人々の価値観が大きくシフトし始めている今だからこそ、1981年から続く
TOYPプログラムは更なる価値を創造し、次代に継承されていくべきでありま
す。
2018年度TOYPプログラムに関わって頂いた全ての方々に感謝の念を申
し上げ、担当委員長からの挨拶とさせて頂きます。

Kevin Kousaku Saimon
Chairperson
2017Futurism Dissemination Committee

We invited UN Young Leaders working on a global scale to the 2018 TOYP Program this year. I am convinced
that the program was greatly success because the sub-committee led by Mr. Okada and all members of the
Futurism Dissemination Committee worked hard together to plan and implement the program. I also would like
to express my gratitude to everyone including the members of Charakukai who have provided cooperation and
support. Thanks to them, we could give the international guests a great opportunity to learn Japanese spirituality.
The participants said, “Japan is full of more fantastic culture and people than I expected. Taking part in the TOYP
Program was one of the most precious experiences in my life.”
Also, we learned a lot from each of the TOYP members. We spent a week ﬁlled with laughter and tears.
It is because of such an age when peopleʼs values are signiﬁcantly shifting that we have to create new values
through the TOYP Program having continued since 1981 and to take over it to the next generation.
Lastly, I would like to express my deep gratitude for the warm support and cooperation provided in the 2018
TOYP program once again.
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2018年度 TOYPスケジュール
T OYP Schedul e
日付／ date

9 月 15日（土）
Sep.15 Sat

9 月 16日（日）
Sep.16 Sun

9 月 17日（月）
Sep.17 Mon

9 月 18日（火）
Sep.18 Tue

9 月 19日（水）
Sep.19 Wed

9 月 20日（木）
Sep.20 Thu

9 月 21日（金）
Sep.21 Fri

内容 /Contents

場所 /place

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
成田国際空港
Narita International Airport
各ホストファミリー
Each host family

オリエンテーション
orientation
ウェルカムパーティー
Welcome Party
ホームステイ
Home stay

会議室
Assembly room
KKR ホテル大阪
KKR Hotel Osaka
各ホストファミリー
Each host family

歓迎茶会
Welcome tea ceremony
TOYP フォーラム
TOYP Forum

KKR ホテル大阪
KKR Hotel Osaka
関西大学 梅田キャンパス
Kansai University Umeda Campus

東京へ移動
TOYP members move to
Tokyo
皇室訪問
Courtesy visit to the Imperial
Family
東京プログラム①
Tokyo Program ①
フェアウェルパーティー
Farewell Party

浅草
Asakusa
東京国立博物館
National Museum
品川
Shinagawa

東京プログラム②
Tokyo Program ②

お台場、国立科学博物館
Odaiba, National Science Museum
両国
Ryogoku

TOYP メンバー帰国
TOYP members depart Japan

成田国際空港、羽田国際空港
Narita International Airport,
Haneda International Airport

お手数ですが、
スケジュールの日程及び内容のご確認をお願いいたします。
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2018年度 TOYPメンバー紹介
TOYP Member’ s i ntroduc tion
名前

Name

サマー・マズガニ／ Samar Mezghanni
Female

性別

Sex

国籍

Country of Citizenship

職位

Position

名前

Name

Country of Citizenship

名前

Oﬃce

Name

国籍

Country of Citizenship

名前

Name

Birthday

1996.12.13

年齢

age

21

インド共和国・アメリカ合衆国／ India, The United States

生年月日

Birthday

1991.5.9

年齢

age

27

年齢

age

29

ドミニカ共和国／ Dominican Republic

Female

Country of Citizenship

Oﬃce

29

エダ・ハマー／ Edda Hamar

国籍

勤務先

age

AIME

Sex

Position

年齢

共同ファウンダー兼プレジデント／ Co-founder, President

性別

職位

生年月日

Male

Sex

Oﬃce

1989.1.26

レイニアー・マロル・コーテス／ Rainier Mallol Cotes

性別

勤務先

Birthday

ウガンダ共和国／ Uganda

Male

Country of Citizenship

Position

生年月日

カラン・ジェラス／ Karan Jerath

国籍

職位

30

Sanitation Africa

Sex

Name

age

ファウンダー兼マネージング・ディレクター／ Founder, Managing Director

性別

名前

年齢

チュニジア共和国・カナダ／ Tunisia, Canada

Male

国籍

勤務先

1988.8.27

サミュエル・マリンガ／ Samuel Malinga

Sex

Position

Birthday

作家、活動家／ Writer, Activist

性別

職位

生年月日

生年月日

Birthday

1989.4.5

アイスランド・オーストラリア／ Iceland, Australia

共同ファウンダー／ Co-founder
Undress Runways
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TOYP Reports①【日本語】
TOYP Member’ s Reports ①（J ap an es e）
世界をリードするマンガやアニメ産業のため、
日本といえばポピュ
ラーカルチャーにおける創造力や想像力、物語性に富んだ国だとい
うイメージが持たれています。
しかし、
このTOYPプログラムを通して
、
日本という国や日本の人々が、私の想像を超えるものであることが
わかりました。随所におもてなしの心や優しさ、完璧さを垣間見るこ
とができ、
このプログラムに参加できたこと、そして、素晴らしいJCIの
皆さんにお会いできたことをありがたく感じています。
この一週間のことを思い返してみても、
どれが一番であったかを選
ぶことができません。全てのプログラムが素晴らしく、全ての出会い
が私の視野を広げ、全ての経験が心に残っています。
日本の皇太子
同妃両殿下に謁見するなど、
これまで夢にも思ったことはありません
でした。両陛下の気品に満ち溢れたご様子や私たちを歓迎してくだ
さったこと、私たちにご関心を持って色々とお尋ねくださったことに
心を打たれました。両陛下とのお話や、かけてくださったお言葉は一
サマー・マズガニ
生忘れません。両陛下が私の仕事をお褒めくださり、様々なご意見
をくださったことを心に留め、
それを広めていきたいと思います。皇
Samar Mezghanni
居で両陛下と共に過ごさせていただいた時間に、
日本人の謙虚さや
平和を愛する心の縮図を見ることができました。謁見の途中に小さ
な地震が起こったのですが、両陛下は慌てるご様子もなく凛と落ち着かれていました。
その一方で、
この一
瞬の脅威を共有したことで、私たちが階級や人種、権力を超えて繋がったように感じました。ほんの数秒の
ことですが、私たちは一つになり、歴史や文化や社会の構造を飛び越えて、平等であったのです。
日本で学んだことはこれだけではありません。
この素晴らしい国で、私はかけがえのない3つのことを学び
ました。一つ目は、沈黙にも意味があるということです。
日本人にとっての礼儀は、会話の中に沈黙をおくこ
とで、気持ちや互いへの敬意を伝えることなのです。
また、無の中に豊かさがあるということも学びました。
日本で瞑想を体験し、明晰な精神にこそ力があるという禅の教えを知りました。なぜなら、明晰な精神が気
を晴らし、
アイディアの豊かさや多様性に導いてくれるからです。
さらにもう一つ、引きの美学を学びました。
食べ物や劇場、
デザイン、
ライフスタイルなど、
日本文化のあらゆる事物に見られるミニマリズムは、消費社
会にあって、意味や価値は考えることや幸福感の中にあるということを思い出させてくれました。
この素晴ら
しい経験についてよく考え、そこからさらなる学びを得るには、
もう少し時間が必要です。
しかしながら、
これ
だけ言えるのは、
この特別な冒険のために多大な時間と力を注ぎ込んでくれたJCIメンバーの皆さんに心よ
り感謝しているということです。
日本で出会った全ての人々は、
日本人こそが日本の最も偉大な財産であり、
かけがえのない資源であるということを気づかせてくれました。彼らこそがこの魅惑的な国を築き上げて
いるのです。
日本という国を訪れ、私は作家としてさらに大きな夢を持ち、
より良い世界を想像したいと思うようになりま
した。
この忘れられない時間や友情、
たくさんのアイディアや人生の教訓を自国に持ち帰りたいと思います。
しかし、何よりも大切なのは、人類のためのより良い物語を書くために、
この経験を人々のために役立てな
くてはならないという使命を得たことです。
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TOYP Reports①【英語】
TOYP Mem ber’ s Reports ①（E n g lis h ）
Japan is associated in popular culture with creativity, imagination and ﬁction, thanks to its leading
Manga and Anime industry. Yet, in this TYOP adventure, the country and its people were beyond
imagination. The hospitality, kindness and perfectionism reﬂected in every part of the programme
leave me very grateful for the privilege of participating in it and meeting such incredible JCI members.
When reﬂecting on this week, I ﬁnd it hard to choose a favourite part. Every part was a favourite part,
every encounter enriched my perspective and every experience marked me. To meet the future
emperor of Japan and his wife is an honour that I would not have dreamt of. Their grace, welcoming
attitude and curiosity struck me. I will forever remember the conversation we exchanged and their
encouraging words. I was humbled by their celebration of my work and their support to the values
and ideas I try to promote. It is in the Imperial Palace, with the prince and princess, that I witnessed
the epitome of Japanese humility and egalitarianism. Half way through our conversation, a mild
earthquake tremor occurred. While our hosts remained gracefully composed, the vulnerability we
shared in that brief moment connected us beyond class, race and power. For a few seconds, we were
all the same, all one, and all equal beyond historical, cultural and societal constructions.
This is not the only lesson I am taking back home from Japan. In this extraordinary country, I learnt
three valuable lessons. First, I learnt that there is meaning in silence. The politeness of Japanese
people speaks a lot, and moments of silence I shared with my hosts conveyed intense feelings and a
unique sense of mutual respect. I also learnt that there is richness in emptiness. Having experienced
meditation in my spare time in Japan and witnessed Zen traditions taught my that a clear mind is a
powerful one, for it can navigate distraction and make sense of the richness and multiplicity of ideas.
The third lesson I learnt is that there is more in less. The minimalism in Japanese culture, across its
diﬀerent aspects (food, theatre, design, life style) reminded me that in a world and age of overconsumption, meaning and value lay in contemplation and contentment.
It will take me more time to reﬂect on this special experience and draw more lessons from it, however,
I am certain that I am forever thankful to JCI members who dedicated their time and eﬀorts to oﬀer us
this unique adventure. Every person I met in Japan made me realize that the biggest asset and the
most valuable resource of this country is its people. They are the ones making it such a magical place.
As a writer, Japan has left me eager to dream bigger and imagine a better world. I travel back home
with unforgettable moments, close ties and lots of ideas and life lessons. But most importantly, I take
with me the weight of the responsibility I have to use this privileging experience for the beneﬁts of
others, to write a better story for humanity.
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TOYP Reports②【日本語】
TOYP Member’ s Reports ②（J ap an es e）
日本は調和と革新、そしてユーモアの国です！
ウガンダのクミという田舎で育った私は、
日本人といえば仕事熱心
でイノベーティブで、仕事を時間内に終わらせるために3時間しか
寝ない人々だと聞いていました。私がサニテーション・アフリカ社
を設立した時、
この日本人についてそれまで聞いてきたことがモチ
ベーションとなって、私自身が寝る間を削って働いていることに気
づきました。
これは私自身にとっても有益であったし、
そのおかげ
で私がトレーニングをした人々も時間を守って仕事をこなすことが
できるようになりました。
JCI大阪が私をTOYP（The Outstanding Young Person）の一員に
選んでくれたことを誇りに思います。TOYPに選ばれたことはかけが
えのないことであり、世界中の衛生状態に恵まれない人びとの生
活をより良くするという私の活動へのさらなる励みとなりました。
このプログラムの間、食べ物から音楽（太鼓、
カラオケ）
、服装、茶道
サミュエル・マリンガ
、環境に至るまで、豊かな日本文化を体験することができました。
そ
の全てにおいて、互いに尊重し合うことが、
日本人を特別ならしめ
Samuel Malinga
ているのです。
それゆえ、単に日本車を輸入するだけでなく、
日本のユーモアも取り入れるべきだと気付かされ、そうした
文化や生活様式を守り続けてきた日本人を素晴らしく思います。
これが、
ウガンダで私が伝えていきたい
ことです。
皇太子同妃両陛下に謁見がかない、JCI大阪には非常に感謝しています。両陛下にお会いし、私の仕事に
ついてお話させていただいたことは、私の人生最高の出来事です。両陛下は、私たちの仕事に対して深く
ご興味を抱いてくださいました。
このことは私たちにとって、人々の生活を変えたり、世界の調和の実現に
向けて、
さらに努力をしていくための大きな励みとなりました。謁見の途中、小さな地震が起こりましたが、
両陛下は動じることはありませんでした。私は両陛下のそのお姿に、いかなる状況でも動揺したり、人々か
ら逃げることはない、高貴なる勇気と信念を見ました。
日本の交通機関はしっかりとしていて効率的です。大阪から東京、そして東京での移動はとてもスムーズ
でした。
また、下町での食品サンプル作りや寺社見学、国立博物館見学を通して、
自然や文化を尊重し、保
存していこうという日本人の態度がよく伝わりました。食品サンプルは革新的で面白く、建物のデザインに
も日本人のアイディアが詰め込まれていました。
お寺は壮観であり、
あらゆる人々が参拝していました。人
々は奉献の証としてコインを投げ、お辞儀をして願い事をしていました。私は、博物館の美しい展示物を
見て、学芸員の方がそれぞれの展示物にどれほど細心の注意を払いながらも、
日本文化の主要なハイラ
イトを選び出したのだろうかと考えていました。特に器や調理器具、衣装、エジプトのミイラ、地震被害の
様子を写した写真が印象的でした。
屋形船は私の人生の中でも特別な経験です。建物、
タワー、橋、水面など、
日本の美しい情景を眺めなが
ら、
日本人の長生きの秘訣であるという美味しい刺身をいただきました。
JCI大阪ありがとう！あなたたちに出会えたことに感謝するとともに、
これからもずっとこの友情が続くこと
を心から願っています。
Eyalama noi noi（心からありがとう）
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TOYP Reports②【英語】
TOYP Mem ber’ s Reports ②（E n g lis h ）
Japan, a country of harmony, innovation, and humor!
Growing up in rural part of Uganda in Kumi district, I used to hear that Japanese are hardworking and
innovative people who sleep for about three hours to have their work completed on time. When I
founded Sanitation Africa Ltd, I also found myself sleeping less drawing motivation from what I heard
about Japanese. This has been rewarding to myself and people who have received training from me
which has helped them in timely delivery of assignments.
Today, Iʼm absolutely honored to be among the chosen few to receive an award for The Outstanding
Young Persons, a program organized by Junior Chambers International Osaka. This award is truly
invaluable and I feel more energized to uplift the lives of people worldwide facing challenges of poor
sanitation.
This trip has enabled me to explore rich Japanese culture ranging from Food, Music (Drums and
Karaoke), Dressing, Tea Ceremony, Environment, and above all the highest level of respect Japanese
bestow to one another is what makes Japanese distinctive! This therefore, has opened my mind to not
only import Japanese cars but also a sense of humor and I commend Japanese for preserving their
culture and a way of life. This is what Iʼm going to preach when I return to Uganda.
I would like to commend JCI Osaka for enabling 2018 TOPY meet the Royal Family. This was absolutely my greatest highlight. Getting to interact and share my work with His and Her Highness the Prince
and Princess of Japan. I found the Prince and Princess to be deeply attached to our work and we got a
great boost to keep working harder to change lives of our people and to live in harmony. There was a
mild earthquake that occurred during the meeting but they both kept ﬁrm which to me portrays a
highest level of courage and faith that no situation can make them shake or run away from the people.
The transport system is eﬃcient and robust. Our journey from Osaka to Tokyo and then movements
within Tokyo has been swift. Our movement to old part of Tokyo to explore food models, Buddhist
temple, and National Museum of Tokyo clearly depicts a sense of respect and preservation of nature
and culture. I was amused by the innovations in food models, design and quality of buildings demonstrate great innovation by Japanese. The Buddhist temple is spectacular and attracts people of all
walks of life to commemorate and honor God for all the good things and I also witnessed people pay
thanksgiving and prayer requests by bowing and throwing coins as a sign of oﬀertory. The beautiful
art of the Museum has left me thinking how the people behind the exhibits paid detailed attention to
every component that is displayed and also extracted major events in the Japanese culture. I was
impressed with their pots, cooking equipment, dressing, Egyptian Mummy, and a picture of a building
aﬀected by Earthquake where they took a picture of a building and furniture in the building.
The boat cruise is one of the unique experiences in my life, I was able to view the beautiful places in
Japanʼs buildings, Towers, Bridges, Water and enjoy delicious raw food which is believed to have kept
Japanese look young and live longer.
Thank you JCI Osaka Team! It was nice meeting you all and I pray we keep this friendship burning.
Eyalama noi noi
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TOYP Reports③【日本語】
TOYP Member’ s Reports ③（J ap an es e）
TOYPフォーラム2018は、
これまでの国連ヤングリーダーズとして
の経験の中でも、最も記憶に残るもののひとつとなりました。
日本に
来るのはこれが初めてで、
日本や日本の文化、
日本人に関する知識
は限られたものでした。
そのため、
これまで私が訪れたり、住んだり、
聞いたことのある他のアジアの国々とほとんど変わりはないだろう
と思っていました。
ところが実際には、私が思っていた以上どころか
、はるかにそれを凌駕するものでした。
プログラムは、大阪でのホストファミリーと過ごした2日間から始まり
ました。
日本に着いた瞬間から、
この旅が特別で、驚きに満ちたもの
になるだろうと確信しました。
トトは、彼の奥さんが作った素敵なウ
ェルカムボードを持って空港で私を出迎えてくれました。彼らの家に
着くと、
テキサスからの長旅を終えたばかりの私がなるべく快適に
過ごせるように気遣ってくれました。翌朝には自転車でお寺に連れ
て行ってくれ、そこで散歩をして、その美しさに見惚れました。私が
カラン・ジェラス
来日する前に台風が直撃したため、何本かの木が倒れ、寺の一部も
損壊していました。彼は、緊急時や寺社の再建に向けて、
どのように
Karan Jerath
コミュニティが協力し合うのかについて教えてくれました。
このよう
なコミュニティの在り方はアメリカではあまり見られないので、私にとってはとても新鮮でした。
その後のプ
ログラムでは、
フォーラムと皇室謁見がありました。
フォーラムでは、学生や経営者など、幅広い観客の前で
話をしました。
これは、
自身が人に影響を与えるだけでなく、観客によって自身が触発されるような素晴ら
しい機会となりました。学生たちから意見を聞き、
さらに議論をすることができたので、個人的には質疑応
答の時間が面白かったと感じています。
フォーラムの後の大きなイベントは、皇室謁見でした。皇太子同妃
両陛下に私たち自身のお話をさせていただく機会をいただいたのです。両陛下が私たちの話を興味深く
聞いてくださったことを光栄に思います。私は最初、
きっととても堅苦しいお話になるのだろうと思ってい
たのですが、最後にはとても打ち解けた雰囲気の中、誠実にお話することができました。両陛下が私たちの
仕事と何か関連することや共通点を見つけられた時に、私たちの国での両陛下ご自身のご経験について
もお話してくださり、
さらに自然体で真心のこもったお話をさせていただくことができました。
プログラム最後の数日は、東京探訪や日本の文化、伝統を学ぶ企画など、盛りだくさんでした。食品サンプ
ル作り、博物館、東京湾での屋形船、
どれもが新鮮な経験で、
日本人の在り方を深く知ることができ、
とても
嬉しく感じています。
このプログラムを通して得た中で最も大切なのは、実際に目にし、体感した日本の人々やコミュニティへの
意識です。
日本では、年齢や財産に関係なく、誰もが人に最大限の敬意を持って接します。私はこれまでこ
れほどまでに人を尊重するような国を訪れたことはありませんでした。そのため、JCIメンバーの皆さんと
は、正直に誠意を持って接することができました。
プログラムが終わった後もずっと付き合える一生の友人
を得たと信じています。
テキサスに帰ったら、
日本での一生に一度の経験を友人や家族に話したいと思い
ます。
もちろんこれが最後ではなく、私はまた日本に戻って来ます。
そして、
その時も日本は今と変わらずお
もてなしの国であるでしょう。
JCIメンバーの皆さんへ
皆さんが多大な時間を費やして作り上げてくれたことで、素晴らしいプログラムになりました。
そして、皆さ
んのおかげでとてもインパクトがあり、学びの多い時間を過ごすことができました。
これからのTOYPプロ
グラムも素晴らしいものになるよう祈っています。
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TOYP Reports③【英語】
TOYP Mem ber’ s Reports ③（E n g lis h ）
The 2018 TOYP Forum in Japan has been one of my most memorable experiences as a UN Young
Leader thus far. Having been my ﬁrst time in Japan, I came in with very limited knowledge of the
country, the culture, and the people. I expected Japan to be like the other countries I had either visited,
lived in, or heard about in Asia. What I did not expect was for it to exceed all of those expectations and
so much more.
It all began with my ﬁrst two days with my host family in Osaka. From the moment I arrived, I knew
this trip was going to be unique and full of surprises. Toto had picked me up in the airport with a
beautiful welcome sign that his wife had made earlier. When I entered their house, they ensured that I
was as comfortable as I could be after my long journey from Texas. The next morning Toto and I took
a bike ride to a Buddhist temple where we walked around and took in the beauty. The typhoon had hit
earlier, and you could see some of the trees had fallen and destroyed areas of the temple. He
mentioned how the community came together in this time of need and helped rebuild as much of the
temple as they could. This sense of community is something that you rarely see in the US, and it was
refreshing to hear about.
The next few days of the program consisted of the conference and visiting the Imperial Palace. The
forum allowed us to share our stories in front of a diverse group of students and business owners. It
was a great opportunity to inspire and become inspired by the audience. I personally enjoyed the Q&A
session as it allowed us to hear from the students and further interact with them. Following the forum,
our next event was to meet the Crown Prince and Princess. This gave us a chance to share our stories
with them and engage in a very personal conversation. It was a pleasure to see how involved they
were with the conversation. My initial assumption was that this would be a very formal conversation,
but it ended up being very casual and genuine. They shared stories of their experiences in our
countries when relevant and found ways to connect their work with our work. This further allowed for
an organic and heartfelt conversation.
The ﬁnal few days of our trip have been ﬁlled with exploring Tokyo and embracing the culture and
traditions of Japan. From making artiﬁcial food to visiting museums to taking a boat ride around
Tokyo Bay, it has been an enlightening experience. It has given me more insights into the ways of the
Japanese people, and I appreciate being able to learn about it.
My most valuable takeaway will be the people and sense of community that I learned about and
experienced here. Never have I ever been in a country where there is so much respect for one another
regardless of their age, wealth, or status in life. Everybody here treats each other with the utmost of
respect. I was able to have such honest and genuine conversations with all members of the JCI
organization that showed us around. I hope that I have made some lifetime friends who I will keep up
with long after this program. As I go back to Texas, I will make sure to tell all of my friends and family
of the once in a lifetime experience I witnessed in Japan. I know that this will not be the last time that I
am back, and I hope that Japan stays as welcoming as it is. To the members of JCI, your countless
hours have truly paid oﬀ and the work that you are doing is very impactful and inspiring. I wish you
the best of luck with future programs.
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TOYP Reports④【日本語】
TOYP Member’ s Reports ④（J ap an es e）

レイニアー・マロル・コーテス
Rainier Mallol Cotes

TOYPプログラムは、私の人生の中でも最も素晴らしい経験の一
つとなりました。
日本に来て、その文化に触れられただけでなく、美
しい友情やJCIの皆さんとの結束を育むことができ、
このようなプロ
グラムに参加できたことを光栄に思っています。
このプログラムの
おかげで、TOYPフォーラムや皇室謁見をはじめとする数々の機会
に恵まれ、心より感謝しています。
この経験を通して、
日本人が互い
を尊重する姿を見て、思いやりの心が国を育てることを学びました
。
そのため、私の国やコミュニティをよくするために、
日本人のよう
に様々な場面で他人を思いやる姿勢を広めていきたいと思いまし
た。
TOYPフォーラムで日本の観客の前で話すことで、SDGsを推進する
という国連ヤングリーダーズとしての私の役目を果たすことができ
ました。
その中でも、
ビジネス
（もしくは民間）
でもSDGs達成に貢献
することができるという意見に興味を持ちました。
また、私も社会的
使命を持つことによって世界に変化をもたらすようなソーシャル・
ビジネスについて提示することができました。例え財団やNGO、会
社に勤めていても、誰もがSDGs達成に貢献できるということを皆さ

んと共有できて嬉しく思います。
その翌日には、光栄にも皇太子同妃両殿下に謁見しました。
まず驚いたのは、席次に意味があることと、両
殿下の前で脚を組むことなどが失礼にあたるということでした。私たちのこれまでの話や仕事、
日本での
滞在の話を聞いていただき、両殿下のお人柄に感激しました。謁見の間に、地震が起こりましたが、両陛
下は平静でおられました。
また、
このプログラムの中で、私たちは様々な日本文化を体験させてもらいました。子供の頃、私は日本の
食べ物や慣習、
日本人の生活に興味を持つようになりました。
日本の文化や慣習は、私の祖国ドミニカ共
和国とは全く異なっているため、道徳的かつ勤勉で、互いを尊重すると日本について読み、当惑しました。
私は、
日本の文化を体験する機会はもうないだろうと思っていましたが、TOYPプログラムのおかげで長
年の夢を叶えることができました。素晴らしいホストファミリーのお宅で、
日本人がするように布団に寝た
り、同じ食べ物を食べさせていただきました。私の子供の頃の夢を叶えてくれたホストファミリーに心から
感謝いたします。
さらに、私たちは色々な方法で日本を体験しました。
そのひとつは食べ物です。伝統的な寿司や、
日本の
珍味である鰻を食べました。
また、二大都市である大阪と東京どちらにも訪れ、様々なものを見聞きしまし
た。
TOYPプログラムのおかげで、私は外国人としてだけではなく、住むように日本を体験し、
日本の価値観や
文化に身を置くことができました。
この経験を通して、
どのように自身のコミュニティを改善できるかを学
びました。
それは、思いを共有し、関係を築くことで、尊重や尊厳、勤勉さ、忍耐強さといった同様の価値観
を人々が持つことができるのではないかということです。私は単にこのような価値観を共有するだけでな
く、老若男女が必ずこの価値観を共有できるようにしていきたいと考えています。
そうすれば、私たちはよ
り良いコミュニティを築くことができるでしょう。私は、
日本の例に従えば、社会は良くなると確信していま
す。
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TOYP Mem ber’ s Reports ④（E n g lis h ）
The Outstanding Young Persons program has been one of many great experiences. I feel honored to
participate in such a program, not only because we could come to Japan and experience its culture,
but also because the beautiful friendships and camaraderie that we formed together with JCI members. Thanks to this program, I am grateful for many things, such as the opportunity to speak in the
TOYP forum, meeting the Crown Prince, and many others. Above all, the experience has shown me
how respect, such as the Japanese people have for each other, can bring a nation forward, and I am
interested in improving my local community by teaching others the diﬀerent ways the Japanese
people are respectful with each other, in order to improve my community and my country.
As a United Nations Young Leader for the Sustainable Development Goals, I was able to fulﬁll my duty
to advocate for the goals, as in the TOYP I had the chance to speak to a Japanese audience, in the
TOYP forum. Above all, I was genuinely interested in presenting of business (or the private sector) is
able to contribute to the realization of the goals. I also was able to present diﬀerent social businesses
that are making a diﬀerence in the world, by having a social mission. I am grateful for the opportunity
to share that everyone can contribute to the achievement of the goals, whether a person is working on
a foundation, NGO, or even a corporation.
On the second day, we had the privilege and honor to meet his Highness Crown Prince Naruhito and
his wife, her Highness Crown Princess Masako. I was surprised to ﬁnd out certain seating positions are
considered as formal bad manners in front of their highnesses, for example, crossing legs. I was
delighted by the personalities of both his Highness and her Highness, as they listened to our personal
stories, also about our projects and companies, and ﬁnally about our stay in Japan. After the meeting
had started, we experienced an earthquake, which lasted for very long. Even then, the Crown Prince
and Princess remained calmed and welcoming.
During the trip, we had the privilege to experience the culture of Japan. As a child and teenager, I
became deeply interested in Japanese food, customs and way of living. As the culture and customs
were undoubtedly diﬀerent to the ones in my home country of the Dominican Republic, I was
perplexed by what I read about Japan, the respect people have for each other, while still being
honorable and sedulous. I believed that my chance to experience the culture of Japan had passed, but
thanks to the TYOP a long time lost dream got accomplished. I had a wonderful host family, who
allowed me to stay at their house, sleep in a futon just like a Japanese person would do, and eat their
food. I am very grateful for my host family, for allowing me to accomplish the childhood dream I had.
Furthermore, we experienced Japan in many diﬀerent ways. In one way, I was delighted by the
incredible food presented to us: we had the opportunity to eat traditional sushi and even the Japanese
delicacy of eel. In another way, we are fortunate to have experienced both Osaka and Tokyo, the two
most important Japanese cities, each with great things to oﬀer.
Thanks to the TYOP, I have experienced Japan not only as a foreigner, but also as someone who had
lived in Japan, being positively immersed in the Japanese values and culture. Thanks to this experience, I have learned how I could improve my community: By sharing and forming people so they could
have the same values of respect, dignity, diligence and careful perseverance. I plan not only to share
these values, but to make sure that both young and old people are able to share them further. In such
a way, that we could become a better community. I am sure that if we follow the example led by Japan,
we will become better.
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TOYP Reports⑤【日本語】
TOYP Member’ s Reports ⑤（J ap an es e）
とても素晴らしい一週間でした！
最初日本に着いた時には、私の頭は仕事のことでいっぱいで、
これ
からの一週間について考える余裕もありませんでした。
しかし、空
港でケビン（委員長）に迎えられてから、大阪青年会議所の皆さん
と会う頃には、皆さんが私を暖かく迎え入れてくれていることがわ
かり、
リラックスした気持ちになり、仕事のことはすっかり考えない
ようになっていました。
そこから何かを学んだり、楽しんだり、その
一部になれるような異文化に身を置く時には、仕事のことはひとま
ず置いておきましょう。大阪青年会議所の皆さんは、本当に丁寧、
親切で、心から私たちを歓迎してくれました。私にとって、彼らと知り
合えたことは素晴らしい経験であり、
日本の家族ができたことを幸
せに思っています。
プログラムはまずウェルカムパーティで幕を開けました。
日本人は
活気に満ち溢れた人々です！伝統的な太鼓（和太鼓）の演奏を楽し
エダ・ハマー
んだ後、出席者も演奏体験を行いました。
そして、合図で皆が一つ
になることができました。
Edda Hamar
TOYPフォーラムの日は楽しい1日となりました。
というのも実は、私
たち国連ヤングリーダーズにとっても互いの活動を目にするのはその日が初めてだったからです。私たち
は知り合って2年になりますが、
それぞれの仕事の詳細まで知るような機会はこれまでありませんでした。
ですので、
このような機会を提供してくださったことにとても感謝しています。
また、大阪青年会議所の
SDGsへの取り組みも興味深いものでした。彼らはSDGsを生活に取り込むことに対して情熱を持っている
ため、
きっとフォーラムでもお話した私の経験が彼らの役に立つだろうと考えています。TOYPフォーラム
の後、3万人も動員するという関西ガールズコレクションのことを聞きました。機会を見つけて、
このイベン
トにも行ってみたいと思います。
日本人とオーストラリア人の間に違いはたくさんありますが、特にオーストラリア人が見落としがちなのが
、細部にわたって気を配るということです。
日本人は本当にこの点に長けています！食べ物からファッショ
ン、
カスタマーサービス、そして伝統まで、全てにおいて細かな気配りを見つけることができるのです。例
えば、
お箸を使って一つ一つの料理を意識しながらゆっくりと食べるという習慣はその一例にすぎません
。
オーストラリアでは、食事はお皿の上のそれぞれの要素を楽しむものではなく、食べ物をただ摂取する
行為でしかありません。
日本では、食べ物が美しく盛り付けられており、
ただ味わう以上の楽しみがそこに
あります。
また、味がどのように作られているのかも教えてもらいました。私の国では、全てにただソースを
かけるだけなので、
日本の料理人が丸1日かけてそれぞれの味をまとめ上げるなんて、本当に驚きです！
お茶会もとても素晴らしい経験でした。
お茶の席では、一つ一つの動きが丁寧に行われていました。
この
ことを家族に話すのが楽しみです。
ホストファミリーと過ごした大阪での最初の夜は、素敵なひと時でした。家中が花や小さな飾りで飾り付
けられており、色々な美味しい料理を食べさせていただきました。私のホストファミリーはとても親切で、
今ではFacebookを通じてお互いに日本語と英語を教え合っています！
東京を歩いていると、
あちこちで自転車に乗っている人を見かけました。
アムステルダムに似ていて面白
かったのですが、東京とアムステルダムにも大きな違いがあります。
アムステルダムでは、
自転車はすぐ盗
まれてしまうので、頑丈な鍵がかけられています。
しかし驚いたことに、東京では鍵もかけずに道に自転車
が並べておいてあるのです。
これは素晴らしいことで、
日本の人々が本当に思慮深いのでしょう。
私は、
日本の人々の快適さへの追求が大好きです。革新的なトイレのデザインは最高です。私の住む人口
200万人のブリスベンと比べて、東京は静かで穏やかな街でした。
また、屋形船は幻想的な経験でした。
川の上で都会を眺めながら、聞こえてくるのはコオロギの声と水に飛び込む鳥の音だけ。
日本には、
自然
と、人々が作り上げた人工の世界との間に特別な繋がりがあるのです。
忘れられない一週間を過ごさせていただき、
ありがとうございました。
日本は慎ましやかな人々が住み暮
らす美しい国です。
この経験を友人や家族、
そして若者たちにも伝えて行きたいと思います。
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TOYP Reports⑤【英語】
TOYP Mem ber’ s Reports ⑤（E n g lis h ）
What an unbelievable week!
Arriving in Japan, I didnʼt know what to expect. I came with a busy mind, thinking about work and
wondering if we will have time to work during the trip. But from meeting Kevin at the airport to
getting to know the entire JCI Osaka team, I have felt relaxed, welcomed and not worried about work.
When youʼre surrounded by a diﬀerent culture that you can learn from, enjoy and be part of, work can
wait. The JCI team have been extremely hospitable, respectful and kind. Itʼs been wonderful to get to
know them and I feel lucky to go home with an extended Japanese family.
The Welcome Dinner kicked oﬀ the week. Japanese people are full of life! I enjoyed listening and
watching an entertaining group playing traditional drums. The guests were then invited to also play
the drums, a fun gesture that brought everyone together.
The TOYP conference was an enjoyable day. It was actually the ﬁrst time that us UN Young Leaders
were able to see each other in action. We have known each other for two years but this was the ﬁrst
time we had the opportunity to understand each other's work in detail. I am so grateful for that. I
enjoyed seeing the commitment that JCI Osaka has the the SDGs. There is a real passion for bringing
them to life and I hope that the experiences I shared will be helpful to the members. I learned about
Kansai Collection Fashion Show after the TOYP Conference and I would like to explore opportunities
around this event - itʼs impressive that 30,000 people attend!
Japan and Australia are diﬀerent in many ways, but something I think that Australians can often
overlook is attention to details. The Japanese are very good at this! From food to fashion, customer
service and traditions, there is so much detail to be found. Eating with chopsticks to each food slowly
and purposefully, is just one example. In Australia, it is not about enjoying each element on the plate,
itʼs about getting it into your stomach. The way that Japanese food is presented is beautiful and shows
that there is more to enjoy than just taste. Iʼve enjoyed learning how ﬂavours are created as well - the
chef can spend a whole day to bring together diﬀerent ﬂavours. Amazing! In Australia, we just add
sauce to everything. The tea ceremony was very special and again, each step was carefully performed.
This was an experience I look forward to sharing with my family.
It was a lovely touch to have a host family on the ﬁrst night in Osaka. The house was full of fresh
ﬂowers and tiny ornaments. The food served was varied and delicious. My host family was so sweet
and generous - we are now in Facebook contact and teaching each other Japanese and English!
I enjoyed walking the streets of Tokyo and seeing that people are riding bicycles everywhere - a little
like Amsterdam! But a big diﬀerence between Tokyo and Amsterdam - bikes are always stolen in
Amsterdam and therefore have complicated locks in place. In Tokyo, bikes lined the streets with no
locks - amazing, I love it. The people are so respectful.
I love how the Japanese approach is so often around comfort for people. The innovative toilet design is
genius. Tokyo city is not polluted with noise, compared to my city of Brisbane (2 million people), it is
quiet and peaceful. Going on the river cruise was a surreal experience. Seeing the city from the river
and all we can hear is crickets and birds ﬂying close to the water. There is a special connection
between nature and the man-made world in Japan.
Thank you for an unforgettable week. It will be something I can share with my friends, family and next
generation of young people. Japan is a beautiful country with humble people.
YPre
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TOYP フォーラ ム
TOYP Forum
本年度のTOYPフォーラムでは、学生や青年社会人にSDGsについてより良く知ってもらうことを目的に関西大学梅田キャンパス
で開催されました。初めに、日本植物燃料株式会社の合田社長に基調講演をいただきました。合田社長が世界最貧困地域の一つ
であるアフリカ南東部のモザンビークにおいて取組まれている現地で育てた食物を利用した再生可能エネルギー事業やFINTECH
を活用した金融サービス事業などを例に挙げられ、いかにして持続可能なコミュニティづくりにチャレンジされているかをご説
明いただきました。次に、TOYPプログラムに参加された5名のメンバーに自身が行っている活動についてプレゼンテーション
をしてもらいました。最後に、聴講者による参加型のパネルディスカッションを行いました。SDGsに取組む国連ヤングリーダ
ーズにも選ばれた5名に対して「どのようにして特定のSDGsに取り組むに至ったのか」、「利益を追求する民間企業がどのよう
に公的要素の強いSDGsに取組むのか」「どのように地域や若い人を巻き込んでSDGsに取組むのか」といった質問をぶつけ、フ
ォーラムの参加者からも質問を受けながら進行。最後には、5名が「次のステップとしてどのようなことに取組んでいきたいか
」について語ってもらい、フォーラムに参加された青年社会人や学生は大いに刺激を受けられていました。
This yearʼs TOYP Forum was held at the Umeda Campus of Kansai University aiming to give an opportunity for young professionals and students to know more about SDGs.The forum began with keynote talk by Mr. Goda, Founder of Nippon Biodiesel
Fuel Co., Ltd.. Mr. Goda explained how he is challenging to build a sustainable community in Mozambique, one of the poorest
regions in the world. He taught us how he started his business to grow plants which can be used as a fuel to generate energy
and now expanding the ﬁnancial service business using Fintech.The ﬁve members of the TOYP program gave a presentation of
their activities which lead to be chosen as the UN Young Leaders.In the panel discussion session we asked the 5 members
questions, “How did you focus on speciﬁc SDGs?” ” How do private sectors connect with SDGs?” ” How do you engage the
community or young generation to achieve SDGs?”. In the end of the session each of the members told us about their next step
which must have been a strong message to the audience and gave all of us inspiration.

名

前

Name

サマー・マズガニ

Samar Mezghanni

人権の尊重や子供たちの急進化阻止を目的として、国際機関などのプロジェクトに参加し、こ
れまでに100作品以上の子供むけ小説を書き、熱心に教育活動を続けておられます。プレゼンテ
ーションでは、ご自身の作品を実際に朗読してもらい、子供たちは大人が思っている以上に色
々なことを理解していること、そして、考えるきっかけを与えることで成長・変化していくこ
とを訴えられました。

In order to promote respect for human rights and stop the radicalization of children, Ms. Mezghanni has been involved in various
projects with international institutions to educate children and has written more than 100 stories. She read one of the story that she
wrote in the presentation and told us how children understand things more than adults think and will change when they are given
opportunities to think.

名

前

Name

サミュエル・マリンガ

Samuel Malinga

ウガンダ共和国の首都カンパラのスラムで育ち、同国の農村部における衛生状態に問題を感じ
、衛生サービスの向上を図ることを決意してサニテーション・アフリカを設立されました。プ
レゼンテーションでは、衛生教育やトイレの設置、下水や汚泥処理等の事業を通じて、地域に
おける様々の衛生サービスの向上に尽力されていることをご紹介されました。

Mr. Malinga grew up in the slums of Kampala, Uganda. He strongly felt the needs of improvement in the sanitary system of the city
and established Sanitation Africa. In the presentation he explained how his company is working hard to improve public health by
developing a full-cycle sanitation system. The activities include, public health education, building toilets, sludge management and so
on.
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名

前

Name

カラン・ジェラス

Karan Jerath

高校在学中の2010年に起こったメキシコ湾原油流出事故を受け、その解決策を自身で作ること
を決意されました。プレゼンテーションでは、自身の発明した原油流出を限定的にする革新的
な海底坑口覆蓋装置について説明をされ、行動を起こすのに年齢は関係ない、失敗を恐れずに
チャレンジをしていくことでのみ世界が変えられるということを訴えられました。

High school student Karan Jerath was inspired by Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico and decided to ﬁnd a way to
solve the problem himself. In the presentation he explained about how he engineered an innovative device that could capture oil
and gas escaping from a blowout well and separate it into liquids and gases. He appealed that age does not matter and it is
important not to be afraid of mistakes and challenge.

名

前

Name

レイニアー・マロル・コーテス Rainier Mallol Cotes

ドミニカ共和国の出身で、AIME 社の共同創業者兼プレジデントです。プレゼンテーションでは
、自身の開発された、人工知能、疫学専門知識・技術・データ分析を組み合わせることにより
病気の大量発生を予知するツールについて説明され、AIの力を活用することで、伝染病の撲滅
等、世界の抱える問題を解決で切る可能性があることを訴えられました。

Mr. Mallol founded AIME in order make use of AI technology to predict diseases and save more lives. In the presentation he
explained how he combining epidemiological research, public health practices, and AI technology to build a platform predicting the
dengue outbreak. He believes in the power of AI technology and there are more areas where we can use it to solve problems.

名

前

Name

エダ・ハマー

Edda Hamar

大量のゴミや児童労働などファッション業界の抱える問題に衝撃を受け、 倫理的そして環境に
やさしい服に特化したファッション・ショーを運営するUndress Runways 社を設立されました
。プレゼンテーションでは、最近始められた妊婦ウエアのレンタル事業を紹介、ファストファ
ッションに対して警鐘を鳴らし、ファッション業界において持続性と倫理の推進を行っていく
ことの重要性を訴えられました。

Ms. Edda Hamar was shocked when she found out about the problems in the fashion industry such as the amount of waste, child
labor etc. That led her to start Undress Runways, now one of the largest fashion shows in Australia that focuses in ethical and
environment friendly fashion. In her presentation she introduced about her sharing business focusing in maternity ware and
claimed about the importance of enhancing sustainable and ethical business model to the fashion industry.
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大阪プログラム
O s a ka Program
ウェルカムパーティー／ Welcome Party
大阪城が一望できるKKRホテルにて、多くの大阪青年会議所のメンバーが5名のTOYPメンバーをお
迎えし、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。

The Welcome party was held at KKR Hotel with a great view of the Osaka Castle and
many members of JCI Osaka greeted the ﬁve TOYP members. 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
and feel the Japanese culture.

歓迎茶会／ Welcome Tea Ceremony
KKR大阪の茶室「清芳庵」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。茶室や作法、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、地球儀を模った茶釜や、メンバーの出身国の国旗を表現し
た茶菓子を準備し「おもてなし」を感じてもらいました。

A welcome tea ceremony was held at the tea house “Sheihou-an” located in KKR Hotel
to provide TOYP members with the opportunity to experience traditional tea culture.
Explanation was given about the tea house, etiquette, sweets, a hanging scroll and tea
utensils, allowing them to feel the Japanese spirit of harmony through the tea
ceremony. Special tea kettle decorated with a global map and tea sweets which has
decorations of the national ﬂag of each member were prepared to express the
pleasure to host the members.
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東京プログラム
To k yo Program
お台場の日本科学未来館を訪れ、日本が誇る先端科学技術を体感していただきました。
また、日本の歴史を知ってもらう機会として、東京国立博物館へも訪れました。
日本の伝統的な相撲部屋の料理である「ちゃんこ鍋」、お台場でのBBQ、食品サンプル作り体験と食文化についても楽しんでいただき
ました。

We visited the National Museum of Emerging Science and Innovation and enjoyed hands-on contact with the leading
technology of Japan. We also visited the Tokyo National Museum in order to know more about the history of Japan.
Learning about the Japanese food culture was an important part of the program. We had “Chanko Nabe” the traditional
weight-gaining stew for Sumo wrestlers, Japanese Style BBQ and even experienced making replica foods.
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フェアウェルパーティー／ Farewell Party
隅田川より乗船する「屋形船」にて開催しました。
東京の夜景の名所であるレインボーブリッジ・お台場・東京タワーという景色を眺めながら食事をしました。TOYPメンバーとJCIメ
ンバーの懇親を図り、継続的に続けられる国際的友情関係を育みました。

The party was held on a Japanese style roofed pleasure boat “Yakatabune”. We enjoyed the meal while
looking at the beautiful night scene of Tokyo such as the Rainbow Bridge, Odaiba-area, Tokyo Tower. TOYP
members and JCI members were able to develop a great international relationship that will continue.

東宮御所訪問
Courtesy Visit to the Crown Prince's Palce
東宮御所にて皇太子同妃殿下に謁見しました。謁見中に地震発生という
ハプニングもありましたが、TOYPメンバーそれぞれのSDGs実現に向け
た活動に対し、皇太子同妃殿下よりお言葉を頂戴しました。

TOYP members paid a courtesy visit to the Crown Princes
Palace, and were granted an audience with their Imperial
Highnesses the Crown Prince and Crown Princess.
Their Highnesses gave words of encouragement to each of the
members regarding their activities to accomplish SDGs.

写真
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過去のTOYP テーマ・メンバー（1/2）
P a s t Them e and TOYP memb er s
年代

TOYPテーマ

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

第4回

1984年

第5回

1985年

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”

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

第12回

1992年

第13回

1993年

第14回

1994年

第15回

1995年

第16回

1996年

第17回

1997年

第18回

1998年

第19回

1999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〜
「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〜
「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

〜日本及び日本人に望むこと〜

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
“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〜
“築こうアジアのネットワーク”
新しい地域協力を
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
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
「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〜
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
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

地球共生型経済をめざして 〜企業はどう取り組むか〜

TOYPメンバー

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

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

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

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

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

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
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過去のTOYP テーマ・メンバー（2/2）
P a s t T hem e and TOYP memb er s
年代
第 20 回

2000年

第 21 回

2001年

第 22 回

2002年

※

2003年

第 23 回

2004年

第 24 回

2005年

第 25 回

2006年

第 26 回

2007年

第 27 回

2008年

第 28 回

2009年

第 29 回

2010年

第 30 回

2011年

第 31 回

2012年

第 32 回

2013年

第 33 回

2014年

第 34 回

2015年

第 35 回

2016年

第 36 回

2017年
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“未来への新たな挑戦”21世紀の響創型地球経済を求めて

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〜
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〜

TOYPメンバー
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

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

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
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〜
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〜
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〜
「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〜
「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〜
「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〜
「恒久的世界平和のために」
〜Cure the society for the ever lasting peace〜
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〜
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〜
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〜
「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〜
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〜
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〜
The Outstanding Young Persons
〜傑出した若者たち〜

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emily Roush-Elliott / Arch Wongchindawest /Ann Maria Cornelia de Gersem /
Humberto Robles Mendez / Slavyanka Stoykova

AJ Prez / Dipul ''DIP'' Patel / Gabe Blanchet / Nene Shirakawa / Alessandro Babini

Azis Abakirov / Li Dongshuo / Jenjira Tarapan / Chin Chao Chun / Kriangkrai Pipatrilaikul

2018 TOYP Report
SDGsとは
W ha t i s SDGs?
持続可能な開発目標（SDGs）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)
の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。
持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球
上の誰一人として取り残さないことを誓っています。

The 2030 Agenda for Sustainable Development (the 2030 Agenda) is a set of international development goals from
2016 to 2030, which was adopted by the UN Sustainable Development Summit held in September 2015 building on the
success of Millennium Development Goals (MDGs). The 2030 Agenda listed“Sustainable Development Goals”consisting
of 17 goals and 169 targets in order to eradicate poverty and realize a sustainable world. The SDGs are universal goals
applicable, not only to developing countries but also developed countries, and pledge“No One is Left Behind”through the
implementation process.
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