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Circle Care: Empower Women . Impact the World 

目的  Purpose 

1）社会と企業への女性の働きがいの認識を喚起する。 
2）女性と EMPOWER 女性の仕事と生活のバランスを促進し、多様で
活気溢れる人生を送る。 
3）より多くの女性を励ますために人間の力は、社会に参加したり再参
加して経済を促進する 
4）人事政策の見直しと改正による女性ケアとエンパワーメントに関わ
るコーポレートガバナンスを得る。 

 1) To AROUSE the Awareness of Women Work-Life Pressure to 
the Society and Corporations.  
2) To PROMOTE Work-Life Balance for Women and EMPOWER 
Women to Go For a Diversified-Active-Joyful Life.  
3) To Encourage More FEMALE Human Power to join or re-join 
the Society and boost economy  
4) To GET CORPORATIONS INVOLVED in Women Care and 
Empowerment by Reviewing and Revising Human Resources 
Policies. 

開始日※日付で記載  Start date 

  May 01, 2017 

終了日※日付で記載  End date 

  December 29, 2017 

事業対象者  Target 

1）世界各地の女性会員、そのパートナー、家族、友人、同僚 2）政
府、公企業、公共部門 3）JCI の全会員 

 1) WOMEN POPULATION from all around the world, their 
partners, families, friends and colleagues 2) GOVERNMENT, 
CORPORATIONS and PUBLIC SECTORS 3) All JCI members 

SDGsの該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

  Good Health and Well-Being 

発展段階 
Active Citizen Framework「展開」の項目での３項目の発展段階から
選択 ①健康な身体と精神 ②教育と経済力強化 ③平和・繁栄・持続
可能性 

 Development stage 
“Health and Wellness”・“Education and Economic 
Empowerment”・“Peace, Prosperity, and Sustainability”から選択 

  Health and Wellness 

概要  Overview 

アクティブな市民の枠組みを確立するために、JCI Bauhinia は世界中
のコミュニティが直面する課題に対する持続可能な解決策を見つける
ためのロードマップを構築しています。女性の章として、女性の事件
が私たちの主な焦点の一つです。政府部門、法人、社会組織、重要な
意見リーダー（KOL）のパートナーシップの構築、具体的な行動をと
るための効果的な計画の策定、そして影響の評価、そして最終的にポ
ジティブな創造的な女性の社会におけるワーキング・ライフ・インバ
ランスの問題を特定することによってこれは、女性の多様化 - 活気溢
れる生活を奨励するサークルケアを誕生させます。 
 
香港には 1,900,000 人以上の働く女性がいて、家族とキャリアを結び
つけています。身体的疲労は、育児、家事、および職業への要望を混
乱させようとするほとんどの働く女性にとって、永続的な人生の事実
です。パートナーや家族との個人的な時間と時間は贅沢です。女性は
ワークライフ・プレッシャーに直面しており、バランスを取る方法も
ありません。 
 
社会には、女性と企業のすべてのバランスの取れた人生を促進するこ
とを目的としたプログラムの欠如があります。女性のための多様化 - 
活気溢れる人生を促進するための影響力の範囲を強化し、深めるため
に、非常に包括的なプロジェクト、すなわち Circle Care が立ち上げ
られました。 
 
JCI アクティブ・シチズン・フレームワークを実装して、認識された
インパクトを作り出しました。プログラムは、社会、政府、企業およ
びメディアによってよく認識されています。我々は、女性の福祉への
意識を高めるために異種の締約国を成功裏に結びつけ、投資と意欲を
もって女性があらゆるバランスの取れた生活のさまざまな要素を経験
する機会を創造する。 
地域社会でのプログラムを促進するために、さまざまな関係者と私た
ちの努力により、プロジェクトのコアバリューにはすでに地域の注目
が集まっています。私たちは JCI をコミュニティに直接リンクさせ、
このメッセージで人々の心の肯定的な変化を創造します：すべての女
性は、多様で活発な楽しい生活のために行く選択肢があります。ま
た、プロジェクトに積極的に参加して、彼らに大きな力を持たせるこ
とで、メンバーや他の若者に開発機会を提供します。我々は、プログ
ラムが JCI HK＆JCI Bauhinia の積極的な公共イメージを構築できる
と信じています。私たちはまた、JCI ミッションとビジョンについて
アドバイスします。若い活発な市民のリーディンググローバルネット
ワークである JCI は、ほとんどのメンバーが同様の状況に遭遇する可
能性があるため、ワークライフバランスはすべての JCI メンバーにと
って不可欠です。サークルケアはメンバーや一般の人々にそのような
メッセージを伝える主要な役割として ACT です。 
 

 In order to ACTUALIZE the Active Citizen Framework, JCI 
Bauhinia is building a roadmap to find sustainable solutions to 
challenges facing communities around the world. As a lady 
chapter, women affair is one of our main focus. By 
IDENTIFYING the Working-Life Imbalance issue of women in 
society, BUILDING Partnerships across the Government Sectors, 
Corporations, Social Organizations and Key Opinion Leaders 
(KOLs), DEVELOPING an Effective Plan to take Concrete Actions, 
and EVALUATING the Impact, and finally CREATING POSITIVE 
CHANGES, this give a birth to Circle Care, which is to Encourage 
Diversified-Active-Joyful Life in women. 
 
With Over 1,900,000 working women in Hong Kong, combining 
a family with a career. Physical exhaustion is a permanent fact 
of life for most working women as they try to juggle childcare, 
housework and the demands for the career. Personal time and 
time with their partners or family are being luxury. Women are 
facing work-life pressure and even have no way to strike a 
balance. 
 
In the society, there are Lack of Program which is aimed at 
promoting all rounded balanced life for women in person and in 
Corporations. In order to enhance and deepen the sphere of 
influence to promote Diversified-Active-Joyful Life for Women, 
the very comprehensive project namely Circle Care launched. 
 
We implemented JCI Active Citizen Framework to create 
recognized impact. The Program is Well Recognized by the 
Society, Government, Corporations and Media. We successfully 
CONNECT Different Parties to raise their awareness in women’s 
welfare and they are willing to INVEST and CREATE Opportunity 
for women to experience different elements of all-rounded 
balance life.  
By the effort of different parties and us to promote the program 
in local community, it has already AROUSE the Local Attention in 
our project Core Value. We LINK JCI to the Community directly 
and CREATE Positive Change in people’s heart with this 
message: every single woman has a choice to go for diversified-
active-joyful life. We also PROVIDE Development Opportunities 
to our members and other young people, through getting them 
actively involved in the project and empowering them to think 
big. We believe the program can BUILD UP Positive Public 
Image of JCI HK & JCI Bauhinia. We also ADVANCE JCI Mission 
and Vision. JCI as a Leading Global Network of Young Active 



サークルケアは、女性の健康と福祉、ジェンダー平等、良質の仕事、
経済成長と目標達成のためのパートナーシップなど、UNSDG に大き
なプラスのインパクトを与えることができます。 
 
結果は次のように測定されます。 
1）参加者数 
- 1,000 人以上の JC や一般市民からのイベントやオンライン
Facebook のゲームに参加しました。 
ROYCE '、AMAZON、Saint Honore などの「サークルケアグローバ
ル宣言」にコミットしている 580 のローカルおよびグローバル企業を
動かす。 
 
2）支援企業・団体数 
- スポンサーシップとプロモーションの種類が大きく異なる 35 団体や
企業とのつながり。 
 
3）ショーケースとしての女性役割モデル 
- CONNECT 9 FEMALE ROLE MODEL は、自分のフィールドで優れ
た人物であり、実生活で多様で活発な人生を達成するために成功した
経験を共有します。 
 
4）メディア露出の数 
- PRINTED AND ONLINE LOCAL と FORMEN MAJOR MEDIA には、
東洋日刊紙、アップルデイリー、TVB ニュース、カナダタオデイリー
などが含まれており、女性の福利意識と JCIHK と JCI Bauhinia の一
般的な認識を喚起する幅広い読者をカバーしています。 
 
5）オンラインマーケティングと Facebook のゲーム 
- サークルケアの Facebook ページは、フォロワーの数で 300％の増
加に達する。 
- JCIHK の第 1 章では、スポンサー企業とオンラインゲームのサーク
ルケアを促進するための一連の Facebook ゲームキャンペーンを開催
しています。 
Circle Care Facebook が 51,500 の総視聴数に達するにつれて、一般
公開された記事の共有、ビデオ共有、Facebook のゲームを含むよう
になりました。 
 
6）政府による認定 
- サークルケアは、女性委員会と労働福祉局が共催した「女性の経済
的エンパワーメント推進のための賞金制度」の表彰状を受けました。 
- 異なる政府部門のサポートを得る： 
厚生労働省、女性委員会、家族評議会、平等機会委員会、Scarlett 
Pong、BBS、JP（過去 10 人の優秀な青少年、Shatin の地区評議員代
表者）は、名誉アドバイザー。 
 
JCI Bauhinia は、JCI アクティブ・シチズン・フレームワークに従っ
て行動しました。 
1）根本原因の特定 
香港の女性の状況について調査を行い、生活様式や満足度指数、キャ
リア、家族、個人的な発展への期待についてもっと知る。 
女性は多様化 - 活気溢れる人生のために働かなければなりません。サ
ークル・ケア・プログラムの創造につながります。 
 
2）セクター間のパートナーシップ構築 
支援組織： 
HER ファンド、香港看護協会、香港女性教師組織、香港ユース青少年
協会、香港生命計画協会、新界連盟、香港陽江青年会、香港若手エグ
ゼクティブ・カウンシル、香港若手起業家協会、CIO＆IT エグゼクテ
ィブ・アソシエーション、ウェル・ファミリー・チャリティー・ファ
ウンデーション・リミテッド、チキン・ソープ・ファウンデーショ
ン、バンナー・ホップ、VEGPRO マネジメント・グループ、香港パワ
フル・モン、 
 
政府部門： 
女性委員会、労働福祉局、平等機会委員会、家族協議会、スカーレッ
ト・ポン、BBS、シャンティン地区協議会の JP 
 
企業集団： 
Nidia メディカルビューティーセンター、ロイズ（日本）、香港ポリテ
クニック大学、イングリッドミレット、ザロラ、通の茶、アンスシン 
- ユン＆アールリミテッド、KC 韓国、ナチュラルアイコン、Ki プロダ
クション、Cherubim Creative Crew Limited、DNA WeCheck 
Limited、I's LandCafé 
 
3）具体的行動をとるための効果的な計画の策定： 
- プログラムの初めに顧問と一緒に計画し、プログラムの各イベント
のフレームワークを設定します。これは調査結果の女性のニーズに合
っています。 
- 異なる分野のオペレーションブロックを分ける：リソースチーム、
プログラムデザインチーム、およびプロモーションチーム 
- 女性のための行動の署名とコミットメントについて、企業に「サー
クルケアグローバル宣言」を表明します。 
 
4）評価 

Citizens, work-life balance is also vital to all JCI member since 
most of the members may experience similar situation. Circle 
Care is ACT as a Leading Role to deliver such message to 
members and general public. 
 
ADVOCATE the all rounded balanced life, Circle Care can have a 
great positive impact on advance UNSDGs including the Good 
health and Well-being of Women, Gender Equality, Decent Work 
and Economic Growth and Partnerships for the Goals. 
 
The results are measured in:  
1) Number of Participants  
- MOTIVATE OVER 1,000 INDIVIDUALS from JCs or public 
attended our events and online Facebook games.  
- MOTIVATE OVER 580 LOCAL and GLOBAL ENTERPRISES 
committed to ‘’Circle Care Global Declaration’’, such as ROYCE’, 
AMAZON, Saint Honore. 
 
2) Number of Supporting Corporations and Organizations  
- CONNECT OVER 35 ORGANIZATION AND CORPORATIONS 
with great support in different kind of sponsorship and 
promotion. 
 
3) Female Role Model as showcase  
- CONNECT 9 FEMALE ROLE MODEL who is outstanding person 
in their own field, to share their successful experience in 
achieving diversified-active-joyful life in their real life. 
 
4) Number of Media exposures  
- PRINTED and ONLINE LOCAL and FOREIGN MAJOR MEDIA 
included Oriental Daily Newspaper, Apple Daily, TVB news and 
Canada Sing Tao Daily etc covering wide range of readers to 
arouse public awareness of women’s well-being and positive 
image of JCIHK and JCI Bauhinia. 
 
5) Online Marketing and Facebook Game  
- Circle Care Facebook page reach a 300% GROWTH in number 
of followers.  
- FIRST CHAPTER IN JCIHK to hold a series of Facebook games 
campaign with sponsoring company to promote Circle Care in 
online world.  
- Increase exposure to general public as Circle Care Facebook 
reach a TOTAL VIEW of 51,500 included inspiring article 
sharing, video sharing and Facebook game. 
 
6) Recognition by the Government  
- Circle Care received CERTIFICATE OF COMMENDATION in 
“Award Scheme in Promoting Women’s Economic 
Empowerment” co-organized by the Women's Commission and 
the Labour and Welfare Bureau.  
- Gain DIFFERENT GOVERNMENT SECTORS’ SUPPORT:  
The Labour and Welfare Bureau, Women's Commission, Family 
Council, The Equal Opportunities Commission and Ms. Scarlett 
Pong, BBS, JP (the past Ten Outstanding Youth Person, District 
Council representatives in Shatin) fully support the program by 
taking the role as our Honorary Advisor. 
 
JCI Bauhinia took action following the JCI Active Citizen 
Framework:  
1)Identifying Root Causes  
By doing SURVEY on circumstance of women in Hong Kong, 
knowing more about their lifestyle and satisfaction index of live, 
their expectation towards career, family and personal 
development.  
Women should be empowered to go for a Diversified-Active-
Joyful Life, that leads to the creation of Circle Care Program. 
 
2)Building Partnerships across sectors  
Supporting Organization:  
The Equal Opportunities Commission, Woman Service 
Association, HER Fund, The Hong Kong Nursing Association, 
Hong Kong Women Teachers’Organization, Hong Kong United 
Youth Association, Hong Kong Life Planning Association, 
Federation of New Territories Youth, Hong Kong Yang Jiang 
Youth Association, Federation of Hong Kong Industries Young 
Executive Council, Hong Kong Young Entrepreneur Association, 
CIO & IT Executive Association, Well Family Charity Foundation 
Limited, ChickenSoup Foundation, BannerSHOP, VEGPRO 
Management Group, Hong Kong Powerful Mon, Veni Hui District 
 
Government Sectors:  
The Women’s Commission, Labour and Welfare Bureau, The 
Equal Opportunities Commission, Family Council, Ms. Scarlett 
Pong, BBS, JP from Sha Tin District Council 
 



   

① 目的・財務計画・実施 
 

Objectives, Planning, Finance and Execution 
このプログラムの目的を記述してください 

 
What were the objectives of this program? ※200 単語まで 

- 社会の影響、参加者への影響、ステークホルダーへの影響、JCIHK
への影響、JCI Bauhinia への影響を含むサークルケアによって作成さ
れた IMPACT を測定する。 
- 他の同心の組織との戦略的パートナーシップとのパートナーシップ
を拡大するために、より大きな影響を与えることができます。 
また、国際レベルで香港や世界の状況を見直すこともできます。 
 
5）社会、女性、企業、ステークホルダー、JCI Bauhinia、Inter-
Chapters、世界中でポジティブな変化を創造する。 
社会に： 
- 社会におけるワークライフバランスの社会的意識向上 
- 一般市民にポジティブな価値を創造する 
- HARMONY 社会を香港で支持する 
- 女性の生産性を促進する 
- より多くの働きかけを社会に創造する 
 
女性の場合： 
- 女性へのポジティブな価値の創造 
- 自尊心を高め、仕事と生活のバランスをとる自覚 
- 女性の完全な可能性を実現する 
- 個人の成長には、キャリア開発、関心と健康、関係管理、コミュニ
ケーションスキル向上、社会的責任開発などが参加者と JCI メンバー
に提供されます 
 
企業で： 
- 企業を支援するためのブランドイメージの強化 
- 勤勉な環境を構築する 
 
JCI では： 
- JCIHK と JCI Bauhinia のブランド強化 
- JCI Bauhinia へのメンバーの感謝の気持ちを高める 
 
より持続可能なインパクトを創出するために、我々は以下の推奨事項
を提示する。 
1）サークル・ケアは、政府と社会から多くの承認を得て、JCI 
Bauhinia のフラッグシップ・プログラムとして維持すべきである。こ
のスキームは国際企業、すべての中小企業、非政府組織、学校と非営
利団体に及ぶべきであり、より多くの企業が「サークルケアグローバ
ル宣言」に署名して参加する必要があります。 
 
2）より多くの異なる当事者、企業、および公的な人物とのパートナー
シップを拡大すべきである。プログラムが社会への持続可能な解決策
に発展し、女性章のブランディングになるように。 
 
3）女性委員会のビジョンをエコー（ECHO）に提出するためには、政
府部門とのパートナーシップを深め、社会への影響をより深めるべき
である 
 
4）女性の感情の理解を深め、同様の考え方の企業がいくつかの状況を
さらに強化するために、より具体的な行動をとることができるよう
に、可能な解決策を提供する。 

Corporate Parties:  
Nidia Medical Beauty Center, ROYCE ’(Japan), HYPE DANCE 
FITNESS YOGA STUDIO, The Hong Kong Polytechnic University, 
INGRID MILLET, Zalora, Tongchicha (東の茶), Ansing –Yun & Au 
Limited, KC Korea, Natural Icon, Ki Production, Cherubim 
Creative Crew Limited, DNA WeCheck Limited, I’s Land Café 
 
3) Developing an Effective Plan to take Concrete Actions:  
- PLANNING at the beginning of the program with advisors and 
set the Framework of each event in the program, which is fit to 
the women’s need in survey result.  
- SPLIT the Operation Block in different areas: Resource Team, 
Program Design Team and Promotion Team  
- ANNOUNCE the “Circle Care Global Declaration” to enterprises 
for their signature and commitment to act for women. 
 
4) Evaluation  
- Measuring the IMPACT created by Circle Care, including the 
impact in Society, impact on Participants, impact on 
Stakeholders, impact on JCIHK, impact on JCI Bauhinia.  
- Impact can be greater for enlarging the partnership with the 
strategic partnership with other like-minded organizations.  
It can also bring into International Level to review the situation 
in Hong Kong and among the world. 
 
5) Creating Positive Changes in society, in women, in 
enterprises, in stakeholders, in JCI Bauhinia and among Inter-
Chapters and in all over the world. 
In Society:  
- Raising SOCIAL AWARENESS of Work Life Balance in the 
Society  
- Creating POSITIVE VALUES to general public  
- Advocating HARMONY society in Hong Kong  
- Encouraging Women PRODUCTIVITY  
- Creating more WORKING FORCE in the society 
 
In Women:  
- Creating POSITIVE VALUES to Women  
- Raising Women SELF-AWARENESS to go for work-life balance  
- Realizing women’s FULL POTENTIAL  
- Providing PERSONAL GROWTH include career development, 
interest and good health, relationship management, 
communication skill improvement and social responsibility 
development to participants and JCI members 
 
In Enterprises:  
- Enhancing the BRAND IMAGE for supporting companies  
- Building up a HARMONY WORKING ENVIRONMENT 
 
In JCI:  
- Strengthening the BRAND of JCIHK and JCI Bauhinia  
- Enhancing member’s SENSE OF BELONGINGS to JCI Bauhinia 
 
In order to create greater and sustainable impact, we come up 
with the following recommendations:  
1) With so many recognitions from the Government and Society, 
Circle Care should keep as FLAGSHIP PROGRAM of JCI Bauhinia. 
The scheme should extend to International Corporations, all 
Small & Medium Enterprise, Non-Governmental Organization, 
and Schools & Non-Profits, with more enterprises joined by 
signing the “Circle Care Global Declaration”. 
 
2) Should EXPAND THE PARTNERSHIP with more different 
parties, corporations and public figures. So that the program 
could develop into a Sustainable Solution to the society and 
become a Branding of a lady chapter. 
 
3) To ECHO the Vision of Women’s Commission, we should 
DEEPEN the Partnership with Government Sectors to develop 
more impact to society 
 
4) DEEPEN the Understanding of Women’s Feeling and further 
provide Possible Solutions so that Like-Mind Corporations could 
take more specific actions to further enhance some situations. 



Circle Care は、世界のすべての女性にとって大きな目標を達成するこ
とを目指す一連のキャンペーンです。 
 
主な目的：女性が実際の仕事と生活のバランスを取って、キャリア、
家族、興味、学習、貢献を含むさまざまな生活の要素を享受できるよ
うにする 
社会と企業に対する女性の働きがいの認識を喚起する。 
女性と EMPOWER 女性のワーク・ライフ・バランスの重要性を促進
し、多様で活発な喜びを求めて 
女性がレジャー活動や地域社会のサービスに参加する機会を提供する
ために社会に参加する 
 
第 2 の目的：女性が労働力に参加したり再入したり、女性の労働力を
社会に解放したり、経済成長を促進したりすることを可能にする。 
現在の人事政策を見直し、改訂することにより、女性ケアとエンパワ
メントに関わる政府および企業を得る。 
家庭やパートタイムの仕事など、世話を必要とする女性のための新た
な雇用機会を創出するために、より多くの企業を動員する 
家庭主義者に、異なる技能訓練を提供することによって労働力に再加
入するよう促す 
 
全般的に、私たちは、あらゆる女性が多様化 - 活力 - 喜びに満ちた
人生に行き、実際の仕事と生活のバランスを取るように力を与えるこ
とを目指しています。 

 
Circle Care is a series of Campaign that aims at achieving two 
big goals for every Women in the WORLD. 
 
Primary objective: Let woman get a real work-life-balance and 
enjoy various elements of life, including career, family, interest, 
learning and contribution  
To AROUSE the Awareness of Women Work-Life Pressure to the 
Society and Corporations.  
To PROMOTE the Importance of Work-Life Balance for Women 
and EMPOWER Women to Go For a Diversified-Active-Joyful Life.  
TO GET SOCIETY INVOLVED in providing various opportunities 
for women to take part in leisure activities or community 
services  
 
Second objective: Empower women to join or re-enter into the 
workforce, release the women labor power for society, promote 
economic growth;  
To GET GOVERNMENT and CORPORATIONS INVOLVED in 
Women Care and Empowerment by Reviewing and Revising 
current Human Resources Policies.  
To MOTIVATE more CORPORATIONS to create new job 
opportunities for women who need to take care of their family, 
such as work from home or part time basis  
To ENCOURAGE housewives to re-join labor force by providing 
different skills trainings to them 
 
Overall, we aim at empowering every women to go for 
Diversified-Active-Joyful Life and get real work-life balance. 

このプログラムが、どのように JCI 行動計画に準じているかを記述し
てください JCI Plan of Action を参照して、インパクト Impact（影
響力）・モチベート Motivate（意欲）・インベスト Invest（投資）・
コラボレート Collaborate（協働）・コネクト Connect（つながり）
についてそれぞれ記載してください 

 
How does this program align to the JCI Plan of Action? ※
200 単語まで  

Circle Care キャンペーンは、JCI 行動計画と一致しています。 
投資 - さまざまな種類のスポンサーシップを通じて企業にプログラム
をサポートする 
動機づけ - 若い女性に人生の肯定的な変化をもたらす力を与える 
コラボレーション - 同じ考え方のパートナーと協力して相互の影響を
拡大する 
JCI の女性リーダー、女性のゲストスピーカー、女性の政府関係者と
のつながり -  
インパクト - 私たちのプログラムは、地域社会のすべての部門を統合
し、女性に持続可能な影響を与え、仕事と生活のバランスを達成する
ための環境を作り出します 
 
持続可能なインパクトを達成するために、JCI アクティブ・シチズ
ン・フレームワークを採用し、コミュニティのニーズと根本原因を調
査しました。私たちは、女性一人の章として、私たちができることを
考えている、そして 5 つの側面で多様な人生をテーマにしたサークル
ケアが生まれました。我々は、スポンサー、支援組織、候補者、調査
および活動から、プログラムの範囲と深さをブレーンストーミングし
て設計することから始めました。 
 
サークルケアは、挑戦を強化し、自分や地域社会に積極的な変化をも
たらすために活発な市民になるよう動機付けました。私たちは、世界
中の女性に大きな影響を与えるために大きく夢を見るように権限を与
えられています。 

 
Circle Care campaign aligns with JCI Plan of Action:  
Invest - engage enterprises to support our program through 
various types of sponsorship  
Motivate - empower young women to create positive changes in 
their lives  
Collaborate - work with like-minded partners to expand mutual 
impact  
Connect - link up JCI female leaders, women guest speakers 
and women government officials  
Impact - our program unites all sectors in the community to 
create sustainable impact on women, creating an enabling 
environment for them to achieve work-life balance  
 
In order to achieve sustainable impact, we adopted JCI Active 
Citizen Framework to examine community’s needs and root 
causes. We noticed the women’s heavy pressure in striking work 
life balance, as a female-only chapter, we are thinking of what 
we can do, and then Circle Care with a theme of diversified life 
in five aspects is born. We started with meeting to brainstorm 
and design the scope and depth of the program: from Sponsor, 
Supporting Organizations, Candidates, Survey and Activities. 
 
Circle Care motivated members to become active citizens to 
step up challenge and create positive change to ourselves and 
community. We are empowered to dream big to create greater 
impact to women all over the world. 

予算計画通りにプロジェクトを実行できましたか？ 
予算上の工夫や、予算の内訳の概算を記述してください 

 
Was the budget an effective guide for the financial 
management of the project? ※150 単語まで  

私たちのプロジェクトは自費で行われ、チームは自らのネットワーク
と力を利用して約 120,000 ドルでスポンサーシップの価値を獲得して
います。 チームは 1000 回以上の電子メールを送信し、これらのスポ
ンサーシップに 500 以上の電話をかけました。 
金額には大きな補助金はありませんが、現金スポンサー4,000 ドル、
会場スポンサー4 名、プレゼントスポンサー9 名、フードスポンサー3
名、デザインスポンサー、プロモーションスポンサーなど、30 社以上
の企業からの豊富な資金があります。 
ゲストスピーカーはサークルケアをサポートしており、無料で参加者
と共有することができます。 私たちの予算計画は、財務の安定性を維
持するための非常に良いガイドであり、すべての出来事は予算計画に
従ってプログラムを実行します。 
当社のイベントはすべて無料で、当社のスポンサーの支援を受けてい
ます。 
私たちは財政赤字ゼロに成功しました。 

 
Our project is self-financed and the team use their own network 
and power to gain sponsorship value at about USD 120,000. 
The team spent time sending 1000+ emails and making 500+ 
calls for these sponsorship.  
Although we do not have a huge subsidy in money, we have 
plenty of resources from more than 30 corporations, such as 
cash sponsors of USD 4,000, 4 venue sponsors, 9 gifts 
sponsors, 3 food sponsors, design and promotion sponsors.  
All of our guest speakers support Circle Care and offer their 
sharing to participants for free. Our budget plan is a very good 
guide for us to maintain financial stability, all events follow the 
budget plan to execute thought out the program.  
All of our events are free of charge, supported by sponsors from 
our corporate partners.  
we successfully utilized the budget with zero deficit. 

このプロジェクトはどのように JCI ミッション・ヴィジョンを推進し
ましたか？ 
ミッションとヴィジョンに分けて記載 
ミッション：より良い変化をもたらす力を青年に与えるために、発
展・成長の機会を提供すること 
ヴィジョン：若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークに
なること 

 
How does this project advance the JCI Mission and Vision? 
※200 単語まで 
【参考】 
JCI Mission：To provide development opportunities that 
empower young people to create positive change 
JCI Vision：To be the leading global network of young active 
citizens 



このプログラムを通じ、参加者とメンバーの開発機会を提供し、積極
的な変化を起こすことができるようにすることで、JCI の使命を推進
します。 
i. JCI Bauhinia のメンバーが、リーダーシップ、リスク管理、マルチ
タスク、コミュニケーション、問題解決スキルを強化し、将来の指導
者として自分自身を準備するチャンスです。 
ii. JCI Bauhinia のメンバーが将来社会の中に長期的な影響を与えるた
めに、社会の様々な分野と協力し、すべての人との良好な関係を維持
するチャンス。 
iii.参加者がキャリアを築き、健康を維持し、趣味を探り、関係を改善
し、社会に貢献できるチャンス。 
iv。参加者が肯定的な変化を作り、幸せで多様化しバランスのとれた
生活を送るチャンス。 
 
サークルケアの目標に同意する世界中の異なる背景の人々とつなぎ、
JCI ビジョンを進めます。サークル・ケアは、若い積極的な市民とし
てコミットし、地域社会にプラスの影響を与えるために将来の指導者
として会員を訓練しました。サークルケアでは、様々な背景の参加者
が活発な市民になり、肯定的な変化を創り出すために参加し、若い積
極的な市民ネットワークを構築しました。 

 
Through this program, we advance JCI mission by providing 
development opportunities for participants and our members 
and empower them to create positive changes:  
i. A chance for JCI Bauhinia members to sharpen their 
leadership, risk management, muti-tasking, communication and 
problem solving skills, preparing themselves as future leaders.  
ii. A chance for JCI Bauhinia members to collaborate and 
connect with different sectors of society and keep good 
relationship with all, for achieving long term impact in the 
community in future.  
iii. A chance for participants to develop their career, maintain 
their good health, explore their hobbies, improve their 
relationship and allow them to contribute to the society.  
iv. A chance for participants to create positive change and go for 
a happy, diversified and balanced life.  
 
And we advance the JCI Vision by connecting with people from 
different background around the world who agree with Circle 
Care’s objective. Circle Care trained up members as future 
leaders to create positive impact in the community, committing 
themselves as young active citizens. Circle Care also attracted 
participants from different background to become active citizens 
and join us to create positive change, build up a leading global 
network of young active citizens in the end. 

   

② メンバーの参加 
 

Membership Participation 
LOM メンバーの事業参加人数を記述してください。（数字で記載） 

 
By number, how many members were involved in this 
program? ※2 単語まで 

45 
 

45 

LOM メンバーの参加率を記述してください（％で記載） 
 

By percentage, how many members of the Local 
Organization were involved in this program? ※１単語まで 

100& 
 

100% 

LOM メンバーの主な役割を記述してください 
 

Describe the main roles of the participating members in 
this program※300 単語まで 

チームは 4 人のメンバー、1 人の監督官と 1 人の元会長から構成されて
います。すべての委員には JC の経験が 2 年以下しかありません。 1 人
の新たに参加した予定メンバーが、最初のイベント後にチームのメンバ
ーになります。 
 
すべての委員は、昇進、登録、ロジスティクス、プログラム、幹事、会
計担当者として明確な役割を果たしています。 
外部から委員会のメンバーは、政府部門、支援団体、企業、ゲストスピ
ーカー、デザイナー、その他の国内および地方の章および公的機関と協
議し、スポンサーシップとサポートを求めて、イベントに参加するよう
促しました。これにより、コミュニケーション能力とプレゼンテーショ
ン能力が強化されます。 
内部では、チームはまとめ、ロジスティック資料、MC スクリプトなど
を準備するために協力し、他のメンバーをヘルパーとして招待し、各イ
ベントでの作業を円滑かつ成功させるために指導しました。これは、詳
細と時間管理スキルに注意を喚起します。 
 
新入社員、新会員、全役員は、受付、写真家、幸せな女の子、イベント・
タイム・コントローラーなどさまざまなポジションを取って、最も暖か
いサポートを送ってくれました。ヘルパーとして働いて、彼らはコミュ
ニケーションスキル、時間管理能力、プロトコルと組織スキルを開発し
ました。 
 
私たちのメンバーは、楽しい学習のために積極的にイベントに参加しま
した。メンバーは、多様でバランスのとれた楽しい生活を経験する機会
を得て、生活にプラスの影響を与えます。私たちのメンバーは、章に向
かって持ち物の感覚を高めます。 
 
JCI 世界会長、JCIHK 全国大統領、国家および地方支部の副会長がサー
クルケアへの支援を示し、サークルケアのビジョンを ASPAC で紹介し
ました。香港の 21 ヵ所のメンバーは、参加者とヘルパーとしてイベン
トに参加し、サークルケアは女性にとって意味のあるプログラムである
ことに同意しました。 

 
The team is comprised of 4 members, 1 supervising officer and 
1 Past President as advisor. All committee members have only 
two year or less JC experience. 1 newly joined prospective 
members become part of the team after the first event. 
 
All committee members have clear roles in promotion, 
registration, logistics, program, mc, secretary and treasurer.  
Externally, committee members liaised with the Government 
sectors, supporting organizations, corporations, guest speakers, 
designer, other national and local chapters and public to ask for 
sponsorship and support and invite them to join our events. This 
strengthens their communications and presentation skills.  
Internally, the team worked together to prepare rundown, 
logistic materials, mc script etc. committee also invited other 
member as helpers and guided their work in each events to 
make it smooth and successful. This trains their attention to 
details and time management skills.  
 
Prospective, new and full members and board members sent us 
the warmest support by taking different positions such as 
receptionist, photographer, happy girl and time controller on 
event days. Through working as a helper, they developed the 
communication skill, time management ability, protocols and 
organizing skill. 
 
Our members also actively participated in our events for fun and 
learning. Members have the opportunities to experience a 
diversified, balanced and joyful life, which create positive impact 
in their lives. Our members increase their sense of belongings 
towards the chapter. 
 
JCI World president, JCI Vice President, JCIHK National 
President, national and local chapters shows their support to 
Circle Care and we introduced Circle Care’s vision to them in 
ASPAC. Members from 21 chapters in Hong Kong actively joined 
our events as participant and helpers, all of their enjoyed in the 
event and agree that Circle Care is a meaningful program to 
women. 

   

③ 地域社会への影響 
 

Community Impact 
このプログラムの地域社会的影響を、どのように測りましたか？ 

 
How did the Local Organization measure community 
impact for this program? ※200 単語まで 



私たちは、ひとりひとりの女性が楽しく多様化しバランスのとれた生
活を送るという選択肢を持っているというメッセージを成功裏に伝え
ました。 
Circle Care キャンペーンの影響を測定するには、次の統計を使用しま
す。 
- 参加者の数 
JCI と一般市民の何人が私たちのイベントに出席し、オンライン
Facebook のゲームに参加しましたか 
 
- 署名された宣言の数 
何人もの従業員をカバーする「サークルケアグローバル宣言」を約束
した世界中のいくつかの地方および世界の企業。 
 
- 支援組織の数 
どのくらい多くの組織がプログラムを促進し、支援しているか、どの
女性グループがカバーしたか 
 
- 関係会社の数 
スポンサーから従業員を派遣してイベントに出席するまで、どれほど
多くの企業がプログラムと異なるレベルで支援を提供しましたか 
 
- 招待されたゲストスピーカーの数 
女性のゲストスピーカーは、健康習慣、愛の関係、地域社会のサービ
スなど、さまざまなトピックを共有するために、私たちの一連のイベ
ントに参加しました。 
 
私たちは、イベント後に参加者と積極的にコミュニケーションをと
り、イベントごとにコメントとフィードバックを収集するため、次の
イベントの改善方法を知っています。 

 
We successfully delivered a message that every single woman 
has a choice to go for a joyful, diversified and balanced life.  
We measure the impact of Circle Care campaign by the following 
statistics:  
- Number of Participants  
How many individuals from JCI and general public attended our 
events and participated in online Facebook games 
 
- Number of Declaration signed  
How many LOCAL and GLOBAL ENTERPRISES around the world 
committed to ‘’Circle Care Global Declaration”, covering how 
many employees. 
 
- Number of supporting organizations  
How many organizations support and help promote our 
program, and how many women’s group did we cover 
 
- Number of Corporate parties involved  
How many corporations provided support in different level to our 
program, from sponsors to sending employees to attend our 
events 
 
- Number of guest speaker invited  
Female guest speakers involved in our series of events for 
sharing on various topics, such as healthy habit, love 
relationship and community services. 
 
We actively communicate with participants after events to 
collect their comments and feedback after every event, so we 
know how to improve on the next event. 

このプロジェクトが与えた地域社会への影響を記述してください 
 

Describe the actual community impact produced by this 
project. ※300 単語まで 

- 参加者 
JCI または一般の 3,000 人を超える人々がイベントに参加し、
Facebook のゲームに参加しました。その半数以上が 1 つ以上のイベ
ントに参加しました 
参加者の 100％は、プログラムに関する積極的な経験を持っているこ
とに同意し、次回の参加を友人に勧めます。また、メッセージや
Facebook のコメントにより、参加者からの肯定的なフィードバック
を受けました。 
 
ROYCE '、AMAZON、Saint Honore などの「サークルケアグローバ
ル宣言」にコミットしている 580 以上のローカルおよびグローバル企
業。 
 
- 支援組織 
このプログラムには 18 の支援組織があり、香港では女性グループの
50％以上をカバーしています。女性サービス協会と HER 基金。 
支援団体も同じ目的で私たちに来て、私たちに女性の福祉を促進する
手助けをしました。これは双方向のサポートであり、イベント中に支
援組織を推進し、将来的に交渉や協力を得るために、お互いや企業の
団体と交流する機会を提供しました。 
 
- 法人 
18 社がスポンサーから従業員を派遣してイベントに参加するなど、私
たちのプログラムとは異なるレベルでサポートを提供しました。企業
は私たちのイベントをスポンサーすることで社会的責任を果たしまし
た。イベントや Facebook のゲームのキャンペーン中に企業イメージ
を向上させ、 
 
- ゲストの解説者 
9 名のゲストスピーカーによる経験の共有は、参加者全員がバランス
の取れたより良い生活を楽しむ機会を得ることに大きなプラスのイン
パクトをもたらしました。 
また、イベント中に参加者やお互いにネットワークを拡張することも
できます。 
 
私たちは、50 を超える当事者と結びついて、女性の福祉に対する意識
を高め、女性が多様な生活を体験できるように投資し、機会を創造し
ます。私たちは JCI を直接地域社会に結び付け、肯定的な影響をもた
らします。接続はどこにでも構築されています。 

 
- Participants  
Over 3,000 individuals from JCIs or public attended our events 
and participated in Facebook games, in which over half of them 
joined more than one event  
100% of participants agreed that they have positive experience 
about the program and will recommend their friend to join next 
time. We also received positive feedbacks from participants by 
message and Facebook comment. 
 
OVER 580 LOCAL and GLOBAL ENTERPRISES committed to 
‘’Circle Care Global Declaration’’, such as ROYCE’, AMAZON, 
Saint Honore. 
 
- Supporting Organizations  
We have 18 supporting organizations in the program, in which 
we cover over 50% Women’s Groups in Hong Kong, ie. Woman 
Service Association and HER Fund.  
Supporting organizations came to us with the same goal, and 
gave us helping hands to promote women’s welfare together. 
This is a two-way support, as we also promoted the supporting 
organizations during events and we provided chance for them to 
interact with each other and corporate parties, to have 
crossover or cooperation in future. 
 
- Corporate parties  
18 corporations provided support in different level to our 
program, from sponsors to sending employees to attend our 
events. Corporations fulfilled their social responsibility by 
sponsoring our event, and they benefit from enhancing 
Corporate image and promoting product to participants and 
public during events and Facebook game campaign 
 
- Guest Speakers  
Experience sharing by 9 guest speakers definitely created great 
positive impact to our participants that everyone has a chance 
to enjoy balanced and better life.  
They also successfully expand their network with participants 
and each other during events. 
 
We successfully connect and collaborate with over 50 parties to 
raise their awareness in women’s welfare and they are willing to 
invest and create opportunity for women to experience 
diversified life. We link JCI to the community directly and create 
positive impact. Connection is built everywhere. 

   

④ LOM への影響 
 

Impact on Local Organization 
このプロジェクトの運営によって、LOM が得たことを記述してくださ
い  

 How did the Local Organization benefit from running this 
project? ※200 単語まで 



私たちのプロジェクトは、一般から非常に肯定的なフィードバックを
受けています。彼らは私たちがこのような出来事を組織するのを見て
うれしいです。私たちのメンバーは JCI の価値を生かし、「アクティ
ブな市民」であることを誇りに思っています。 
 
メンバーへのメリット： 
•メンバーには、異なるグループの人々をつなぐ大きなプロジェクトを
取り上げる機会が与えられます。政府機関、支援団体、企業の当事者
および他のゲスト。 
•各委員は、正会員、AGM 議長、将来の執行委員会委員として JC の道
を進む。 
 
JCI Bauhinia のメリット： 
•JCI Bauhinia を宣伝し、ブランドイメージを一般市民に国際レベル
まで高める 
•スポンサーと支援組織との強力なパートナーシップを結び、これを将
来の他の活動におけるチャプターの将来の協力パートナーとなる可能
性として維持する 
•非アクティブメンバーを再接続し、既存メンバーの保持率を向上させ
る 
•思いやりのある若い女性を新人候補者になるように募集する 
 
サークルケアプログラムは、女性のニーズを特定し、それに合ってお
り、若い女性に参加して積極的な市民になることに成功しています。
これらの若いコミュニティリーダーは JCI Bauhinia の強力な基盤とな
り、最終的に JCI Bauhinia をインパクトのある組織にします。 

 Our project has received very positive feedbacks from the 
general public. They are happy to see us organizing this kind of 
event. Our members capitalize JCI values and we are all proud 
of being “Active Citizens”.  
 
Benefits to members:  
• Members are given a chance to take up large project 
connecting different groups of people, ie. the Government 
sectors, supporting organizations, corporate parties and other 
guests.  
• Each committee member step forward on their JC path as full 
member, chairlady of AGM and prospective executive committee 
member respectively.  
 
Benefits to JCI Bauhinia:  
• Promote JCI Bauhinia and Enhance brand image to the 
general public up to international level  
• Connect and develop strong partnerships with our sponsors 
and supporting organizations and keep them as a potential to be 
our chapter’s future cooperation partners in other activities  
• Reconnect inactive member and increase the retention rate of 
existing members  
• Recruit like-minded young ladies to become new prospective 
members 
 
Circle Care program identified and fit women’s needs, and it 
successfully engage young woman to join and become active 
citizen. These young community leaders will be the strong 
foundation JCI Bauhinia, and eventually make JCI Bauhinia as an 
impactful organization. 

このプログラムによって、どのように JCI ミッションを推進しました
か？  
ミッション：より良い変化をもたらす力を青年に与えるために、発
展・成長の機会を提供すること 

 How did the program advance the JCI Mission? ※200 単語ま
で 
【参考】JCI Mission：To provide development opportunities that 
empower young people to create positive change 

i.メンバーに開発の機会を提供する 
Circle Care は、メンバーのために様々な開発の機会を提供し、大きな
社会的行事を組織し、さまざまな関係者との連絡、リソースの調査、
意思決定を行います。これらはすべて、成長のチャンスを与えます。
我々は、リソースやコミュニケーションのバイアスがないなど、プロ
グラム全体で困難や予期せぬ状況に直面し、結局すべての問題を解決
しました。これにより、リスク管理と問題解決スキルを養成すること
ができます。 
 
ii.社会にプラスの変化をもたらす 
私たちは参加者からの肯定的なフィードバックによって、女性の心に
このメッセージでプラスのインパクトをもたらしたと確信していま
す。すべての女性がポジティブかつバランスのとれた生活を送るとい
う選択肢があります。私たちは政府と企業に、現行の政策と従業員給
付を見直し、女性従業員を支援するための変更を促しました。 
 
iii.。参加者に肯定的な変化をもたらす 
参加者は、ワーク・ライフ・バランスを実際にどのように獲得し、キ
ャリアを育て、健康を維持し、趣味を探り、関係を改善し、社会に貢
献できるかを学ぶことができます。私たちは、社会の若い女性にイン
スピレーションを与え、能力を変えて生活を変えることに成功しまし
た。 

 i. Provide development opportunities to members  
Circle Care provides various development opportunities for 
members, to organize large social events, liaise with different 
parties, research for resources and make decisions. All these 
give them chance to grow. We have faced difficulties and 
unpredicted circumstances throughout the program, such as 
lack of resource and communication bias, eventually we solved 
all the issues. This can train up their risk management and 
problem solving skill. 
 
ii. Create positive change in society  
We are convinced by the positive feedback from participants 
that we created positive impact in women’s heart with this 
message: every single woman has a choice to go for a positive 
and balanced life. We motivated government and corporations 
to review current policies and employee benefits to make 
changes to support female employees. 
 
Iii. Create positive change in participants  
Participants can learn how to get real work-life balance, develop 
their career, maintain their good health, explore their hobbies, 
improve their relationship and allow them to contribute to the 
society. We successfully inspired and empowered young female 
in the society to create changes in their lives. 

このプロジェクトによって、どのように JCI ヴィジョンを推進しまし
たか？  
ヴィジョン：若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークに
なること 

 How did the project advance the JCI Vision? ※200 単語まで 
【参考】JCI Vision：To be the leading global network of young 
active citizens 

CIrcle Care キャンペーンは、サークルケアの目的に同意する世界中の
異なるバックグラウンドの人々とつながり、JCI Vision を進歩させま
す。 私たちは、若い女性が自分の人生に変化をもたらし、多様化 - 
活気溢れる人生を送るよう促しました。 サークル・ケアは、若い積極
的な市民としてコミットし、地域社会にプラスの影響を与えるために
将来の指導者として会員を訓練しました。 サークルケアでは、様々な
背景の参加者が活発な市民になり、肯定的な変化を創り出すために参
加し、若い積極的な市民ネットワークを構築しました。 

 
CIrcle Care campaign advance the JCI Vision by connecting with 
people from different background around the world who agree 
with Circle Care’s objective. We inspired young female to create 
changes in their lives and go for a Diversified-Active-Joyful Life. 
Circle Care trained up members as future leaders to create 
positive impact in the community, committing themselves as 
young active citizens. Circle Care also attracted participants from 
different background to become active citizens and join us to 
create positive change, build up a leading global network of 
young active citizens in the end. 

   

⑤ プログラムの長期的な影響 
 

Long-term Impact of the program 
このプロジェクトによって得られると予測される長期的な影響を記述
してください 

 
What is the expected long-term impact of this project? ※
200 単語まで 



Circle Care は、調査結果発表とメディア露出によって、女性ワークラ
イフ・インバランス問題の社会への認識を喚起しました。企業が女性
関連の政策を導入する傾向があります。有名な企業が年次休暇の増加
や「親の休暇」の初めの導入など、女性従業員に関連する政策や措置
を導入しました。 Circle Care のビジョンが社会に継続的に広がって
いると、恩恵を受けた女性の数は確実に増えます。 
 
「サークルケアグローバル宣言」に署名した企業は、女性ケアとエン
パワーメントに関する人事政策を見直し、進展させ、将来女性従業員
と潜在的従業員に長期的かつ持続可能な影響を与えることに努めてい
ます。彼らは、より多くの女性が労働力に参加したり再入したり、女
性の労働力を解放したり、経済成長を促進したりすることを可能にす
る。現在、580 社以上の企業が女性向けの人材政策を立てていること
が証明されていますが、香港に根ざしたサークル・ケアのコンセプト
や世界の開花を見越して将来的に人口が増加することが予想されま
す。 

 
Circle Care has successfully aroused the awareness to the 
Society of women work-life imbalance issue by the survey result 
announcement and media exposure. It is a trend for company to 
implement women-related policy. More and more famous 
enterprises introduced related policies and measures to women 
employees, including increase in annual leave and first 
introduction of “parent leave”. The number of women benefited 
will definitely increase if the vision of Circle Care is continuously 
spread over to the society. 
 
Corporations who signed the “Circle Care Global Declaration” are 
committed to review and advance their human resources 
policies on women care and empowerment, to create long term 
and sustainable impact to female employees and potential 
employees in the future. They will allow more women to join or 
re-enter into the workforce, release women labor power and to 
promote economic growth. Currently there is over 580 
corporations proved that they have such human resource 
policies for women, it is expected that the figure will increase in 
future with the Circle Care concept rooted in Hong Kong and 
bloom in the world. 

このプロジェクトの改善点・改善策を記述してください 
※マイナスな表現はしないでください。前向きな改善点を記載しまし
ょう 

 
What changes would you make to improve the results of 
this project? ※300 単語まで 

サークルケアは、政府と社会から高い評価を受けて、より多くの国際
企業、中小企業、非政府組織、学校と非営利団体にまで拡大する必要
があります。 「サークルケアグローバル宣言」に署名し、現在の従業
員給付および人事方針を見直し改善することをコミットすることによ
り、より多くの組織に参加するよう促す必要があります。私たちは、
地域社会の多くの関係者とつながり、影響を拡大し、より持続可能な
ものにする必要があります。 
 
サークルケアの目的を促進するために、より多くの女性の指導者と世
界の公的な人物とパートナーシップを広げなければなりません。大き
な影響を受けて、人々はこの問題にもっと注意を払い、より多くの関
係者に目標に向かって一緒に働くよう動機づけます。それまでに、プ
ログラムは社会への持続可能な解決策に発展し、女性の章のブランデ
ィングになる可能性があります。 
 
我々はまた、社会への影響をより深めるために政府部門とのパートナ
ーシップを深めておくべきである。政府職員とさらに話し合って、女
性の労働力を強化するためのイニシアチブや政策の立案など、政府が
この問題を解決するために何ができるのかを見てください。 
 
私たちは、女性感情の理解を深め、同様の考え方の企業がいくつかの
状況をさらに強化するために、より具体的な行動をとることができる
ように、可能な提案を提供する必要があります。この問題について、
より詳細な調査や調査を行うことができます。 

 
By receiving such high recognition from the Government and 
Society, Circle Care should extend to more International 
Corporations, Small & Medium Enterprises, Non-Governmental 
Organizations, and Schools & Non-Profits. We need to 
encourage more organizations to join by signing the “Circle Care 
Global Declaration” and committing to review and improve 
current employees benefits and human resources policies. We 
have to connect with more parties in the community to expand 
our impact and make it more sustainable. 
 
We Should EXPAND THE PARTNERSHIP with more female 
leaders and public figures in the world to help promote Circle 
Care objective. With their huge influences, people will pay more 
attention on this issue and motivate more parties to work 
towards the goal together. By then, the program could develop 
into a Sustainable Solution to the society and become a 
Branding of a lady chapter.  
 
We should also DEEPEN the Partnership with Government 
Sectors to develop more impact to society. Discuss further with 
government officials and see what government can do more in 
solving this issue, such as bringing up initiatives or policies to 
empower female workforce. 
 
We need to DEEPEN the Understanding of Women’s Feelings 
and further provide possible suggestions so that Like-Mind 
Corporations could take more specific actions to further enhance 
some situations. More detailed survey or research can be done 
on this issue. 
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