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Dialogue with the Future - Lead the City 

目的  Purpose 

私たちの JCI クリードから、言及された「人道への奉仕は人生の最高
の仕事です」では、JC 以外のメンバー、私たちの新世代、大学生、そ
して将来の指導者はどうですか？ 
将来の指導者になるためには、間違いなく、人道と社会へのサービス
を肩代わりすることが、彼/彼女自身を装備する最良の方法です。その
ため、PJC リーダーシップ開発は、「未来の対話---都市をリードす
る」を開始しました。 
それは、CityUCSE と PJC によって組織された結び付きやすい、手元
にあるプログラムです。トレーニングプログラムだけではありませ
ん。それは個人的な成長、技能開発、社会統合プログラムでさえあり
ます。参加者（CityUCSE）の生徒は、PJC が組織し、PJC の経験豊富
なトレーナーが指導し、理論的には（自分や他者の長所と短所、プロ
ジェクト管理を知っているなど）いくつかのソフトを教え、 （国連持
続可能な開発目標（UNSDGs））といくつかの JCI の中核的価値（JCI
の使命とビジョン、JCI アクティブ・シチズン・フレームワーク
（JCIACF）など）が含まれます。これらの知識は、今後のプロジェク
トの計画と実行にとって非常に重要です。我々は本当の訓練の機会を
提供しました。一方で、すべての参加者が自分自身やコミュニティに
向けていくらかのフィードバック、肯定的な変化、そしてインパクト
を得ることを期待しています。 

 From our JCI Creed, its mentioned “Service to Humanity is the 
Best Work of Life”, how about the non JC member, our new 
generation, our university students, our future leader, are they 
also align and bear with this?  
To be future leader, undoubtedly, shouldering the servicing to 
humanity and society is the best way to equip him/herself. 
Therefore, PJC Leadership Development launched “Dialogue with 
the future---Lead the City”.  
It is the cohesive, hand in hand program organized by CityUCSE 
and PJC. It’s not only a training program; it’s even a personal 
growth, skill development and social integration program. The 
participants (CityUCSE) students attended a tailor-made, 
systematic and in-depth training camp organized by PJC and 
coached by PJC experienced Trainer, theoretically teaching them 
with some soft (such as knowing self and others strengths and 
weaknesses, project management), hard knowledge (United 
Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs)) and some 
JCI core values (such as JCI mission and Vision, JCI Active 
Citizen Framework (JCIACF)). Those knowledge are utmost 
important for their further project planning and execution. We 
offered a real training opportunity, meanwhile we expect every 
participant obtain some feedback, positive change and impact 
towards themselves and to the community. 

開始日※日付で記載  Start date 

  February 01, 2017 

終了日※日付で記載  End date 

  August 01, 2017 

事業対象者  Target 

•個人の開発面：•長所と短所を発見して自分とチームメイトを認識す
る•チームワークと協力の感覚を高める•プロジェクト管理スキルを強
化する•個人的思考を批判的に構築する•リーダーシップスキルを養成
して発見する。 •積極的で建設的な考え方を構築する社会的統合の側
面•社会的問題に取り組むために科学的感覚を使用する•重要な社会問
題を発見する•異なる組織との協力を通じて社会と結び付ける•社会的
意識を高める•社会を強化する責任。 •異なるクラスとのコミュニケー
ションにより地平線を広げる•JCIACF と UNSDG を紹介し、グローバ
ルシチズンシップを紹介し、彼らがしたことはどこにでもアクセス可
能であり、採用可能である一方で、PJC にとって有利なのはこのプロ
グラムのもう一つの目的である：経験豊富で有能なメンバーをトレー
ナーに招待することにより、一方で、PJC 内部の積極的な訓練の雰囲
気を高めます。•OC とメンターは、プロジェクトの実行中に学生に支
援を提供します。 •リーダーを育成するためのプラットフォームとし
ての PJC•政府関係者、教育機関、NGO との強力な関係を構築する。 

 We target the students to achieve: Personal development 
aspects: •Recognize themselves and teammates by discovering 
strengths and weaknesses, •Enhance senses of teamwork and 
cooperation, •Empower project management skills, •Critically 
build up personal thinking, •Train and discover leadership skills; 
•Develop positive and constructive mindset Social Integration 
Aspects •Using their scientific sense to tackle the social 
problems, •Discover the critical social issues, •“CONNECT” with 
the society through the collaboration with different 
organizations, •Raise up social awareness, •Strengthen social 
responsibility. •Broaden horizon by communicating with 
different class •Introducing JCIACF and UNSDGs, highlighted 
their global citizenship, what they did is accessible and 
adoptable to everywhere Meanwhile, advantageous to PJC is 
another objective of this program, we target: •Set up a 
systematic training system by inviting experienced and qualified 
members to be trainers. Meanwhile, boosting positive training 
atmosphere inside PJC •OCs and mentors provide support to the 
students during the project execution. •PJC as a platform to 
nurturing leaders •Build up a strong connection with 
government officials, education institution, NGOs. 

SDGs の該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

  Quality Education 

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 

  Education and Economic Empowerment 

概要  Overview 

「次の世紀に目を向けると、リーダーは他の人に力を与える人になる
だろう」と、米国のビジネス界の大物、マイクロソフトの共同設立者
であるビル・ゲイツ氏の言葉を引用している。 
「あなたのリーダーシップを毎日獲得する」、バスケットボールの
神、マイケル・ジョーダンからの引用 
誰もがリーダーになることができ、リーダーもすべてのことができま
す。しかし、リーダーになるためには、ビル・ゲイツが言ったよう
に、エンパワーメントのプロセスを通るべきであり、JCI の使命に反
して、EMPOWER の若者が積極的な変化を生み出すための開発機会を
提供することです。 
したがって、CityUCSE と PJC は、「未来との対話---都市をリード」
を共催し、CityUCSE 学生と PJC メンバーの両方に、「習得する」と

 “As we look ahead into the next century, leaders will be those 
who empower others”, quotes from American business magnate 
and co-founder of Microsoft, Bill Gates.  
“Earn your leadership every day”, quotes from God of 
Basketball, Michael Jordan  
Everyone can be leader and leader is also all around. But, as 
what Bill Gates said, to be leader, should be pass through the 
process of empowerment, it’s what echo with JCI mission, to 
provide development opportunities that EMPOWER young people 
to create positive change.  
Therefore, CityUCSE and PJC co-organized “Dialogue with the 
future---Lead the City”, we decide to empower both CityUCSE 



「習得する」のプロセスを通じて権限を与えることに決めました。 
「Lead City」は、将来のリーダーを発見または育成するための貴重な
プラットフォームです。 
また、近年では、社会的葛藤や議論の末、特に香港の若者の間で、負
のエネルギーや破壊的行為や考えが発達していることも見て取れまし
た。 JCI のコア・バリューを新世代に導入することは、社会調和を促
進する良い方法であると確信しています。学生は情熱的で社会に熱心
です。彼らは社会を進歩させ、進歩させる強力な推進力です。私たち
は、卒業前に、「都市をリードする」ことが、学生が社会を知り理解
し、社会的意識を高め、社会的責任を強化するためのマイルストーン
であると信じています。彼らのグローバルな市民アイデンティティを
確立する。 
"都市をリードする"は PJC のメンバーにとっても実用的で貴重な機会
です。時間制限のため、トレーニングワークショップは通常 1 日また
は半日単位で行われます。リーダーシップとプロジェクトマネジメン
トスキルの普及と理解を強化するため、私たちは 2 日間と 1 泊のトレ
ーニングキャンプを調整し、組織しました。 5 人のメンバー（ヘッ
ド・トレーナーと 4 人のトレーナーとして元大統領 1 人）が研修経
験、技術、知識を習得し、JCIACF と UNSDG の堅実な価値を基盤と
し、一連のゲームに加えて、 "Lead the City" PJC 会員が実際に訓練
とリーダーシップのスキルを実践する一方で、PJC 内の肯定的な訓練
の雰囲気を高めます。 
 
"都市をリードする"とは、個人の成長、技能開発、社会統合プログラ
ムを含む一連の訓練です。 
 
•導入日：このプログラムのテーマと目的を紹介する。 CityUCSE の
学生に JCI のコア・バリュー（JCI ミッション、ビジョン、ACF）を紹
介し、関心を高める 
•リーダーシップトレーニングキャンプ：学生や PJC のメンバーに力を
与えることを目的としたトレーナーと OC チームによる特別企画のプ
ログラムは、CityUCSE の学生に大きな思考と行動を促します。 
•コミュニティプロジェクトの設計、計画、構成：5 人のグループに分
かれている 33 人の学生。 7 週間以内に、ゼロから始め、創造性と想
像力でブレーンストーミングし、ACF モデルを適用して SDG の目標
を達成するための独自のコミュニティプロジェクトを作成します。 
•プロジェクトの実行：影響を受けた 5 つのプロジェクトが正常に開始
されました。 
•「どのようにうまく提示するか」：CityUCSE 学生へのプレゼンテー
ションについてのちょっとしたヒントや経験を共有する 
•審査と共有の日：学生のプロジェクトチームは、プロジェクトのアイ
デアと結果を統合し、3 人の有名で成功したゲスト審査員に提示しま
した。学生は彼らと話すチャンスもあります。彼らが将来の学生の役
割モデルであるならば、私たちは「都市をリードする未来との対話」
を行います。 
 
結果：CityUCSE 学生： 
 
トレーニングキャンプ中とトレーニング後に、学生は多面的に考える
ようになります。特に学生は科学学生です。彼らの社会的および国際
的なアイデンティティは強化されている。彼らは自分自身と社会に利
益をもたらす何かをすることができることを知っています。 
5 つの効果的なプロジェクトが成功裡に開始されました。 
•「悪い U 日記」---これらの低熟練した収入の仕事を経験し、レスト
ランクリーナーやガレージワッシャーとして使用する大学の学生は、
「貧困」の意味を理解し、タフな作業の生活や環境を「FEEL」
（UNSDGs 1、 2,8,17） 
•「私たちは今日飛ぶ」---多くの特別教育ニーズ（SEN）学生には、
ラベル付けされているか、または差別されている。 CityUCSE の学生
は、団地内のブースを設定することにより、SEN の子供たちはそれら
の方に「色ガラス」を排除するために、一般の人々と接続するチャン
スがあり、地域社会に再統合するためにそれらを同行、彼らにいくつ
かの手工芸品のスキルを教えます。 （UNSDG4,10,17 達成） 
•「ポジティブ・エナジー・イン・マイ・フェイス」---低所得世帯の
子供たちに活動日を組織し、各子供は何らかの肯定的なメッセージを
描き、一般市民に届けます。そして、このプロセスは、心から心を一
つずつ循環させ、正のエネルギーを最大にすることは、コミュニティ
ーのあらゆる場所に広く広がることができます。 （達成された
UNSDGs 3,11,16,17） 
• "グリーン"と同じ 3 つの方法 - 学生ホールからの食品廃棄物を収集
し、分類した後、粉砕して City University の屋上庭園でさらに植え付
けます。ルーフガーデンから収穫された食品は、社会の貧しい人々に
届けられます。 （UNSDGs 11,12,17 達成） 
• "夏休みにエネルギーを放出するが、爬虫類は節約する" ---教育を通
じて爬虫類や両生類の残虐行為を防止する。両生類と爬虫類に関する
国民の知識を高めるために、爬虫類と両生類の自然保護地域の保全を
促進し、国民がその地域の生態学的価値を認識できるようにする。絶
滅危惧種の危機に対する一般の認識を促進すること。 （達成された
UNSDGs 4,11,14,15,17） 
•2 名の優秀な指導者と 5 名の優秀なチームメンバーが、プロジェクト
の設計と実施期間中のパフォーマンスに応じて選ばれます。 
•良質な競争とプロジェクトチーム間の比較。 
•チームメンバー間の強固な結合 
•審査員、CITYUCSE、PJC、支援組織および聴衆によるすべてのプロ
ジェクトチームへの強い認識 

students and PJC member through the process of “Learn to 
Lead” and “Lead to Learn”. We believe “Lead the City” is a 
valuable platform to discover or nurturing the future leaders.  
Moreover, in recent years, we also observed negative energy 
and destructive acts and thoughts have been fermenting in 
Hong Kong society, especially among youngsters after social 
conflicts and arguments. In certain extends, we believe that 
introducing JCI core values to new generation is a good way to 
promote social harmony. The students are passionate and 
enthusiastic to society; they are strong driving force to 
progressing and advancing our society, so we believe that, 
before their graduation, “Lead the City” is the milestone of the 
students to knowing and understanding our community, rise up 
their social awareness, strengthen their social responsibility and 
establish their global citizen identity.  
“Lead the City” is also a practical and valuable opportunities to 
PJC members. Due to time limitation, training workshop is 
usually one or half day basis. To reinforce the penetration and 
understanding of leadership and project management skill to 
students, we tailored-made and organized a 2 days and 1 night 
training camp. 5 members (1 Past President as a Head Trainer 
and Four Trainers) acquired training experience, techniques and 
knowledge and have solid JCIACF and UNSDGs core values as a 
foundation, in addition with series of games, sharing, “Lead the 
City” provided a chance for PJC members to practically execute 
their training and leadership skill, meanwhile boosting the 
positive training atmosphere inside PJC. 
 
“Lead the city” is a series of training with personal growth, skill 
development and social integration program which include: 
 
•Introduction Day: introduce the theme and objectives of this 
program; introduce JCI core values (JCI Mission, Vision, ACF) to 
CityUCSE students and raise their interest  
•Leadership Training Camp: a tailor-made and designed 
program by Trainers and OCs team aims to empower the 
students and PJC members, motivates CityUCSE students to 
think big and dare to act upon it.  
•Design, planning and structuring community projects: 33 
students divided into 5 groups. Within 7 weeks, start from zero, 
brainstorm with their creativity and imagination, applied ACF 
model to create their distinctive community project to achieve 
SDGs goals.  
•Project Execution: 5 impactful projects were successfully 
launched.  
•“How to present well?”: Some tiny tips and experience sharing 
about presentation to CityUCSE students  
•Judging and Sharing Day: Student’s project teams consolidated 
their project ideas and results and presented to three famous 
and successful Guest judges. Students even have a chance to 
talk with them. If they are the future role model to the students, 
we put “Dialogue with the Future integrated with Lead the City”. 
 
Results: CityUCSE Students: 
 
During and after the training camp, students start to think in 
multi way, especially they are science students. Their social and 
global identities are strengthened; they know they can do 
something to benefit themselves and society.  
5 impactful projects were successfully launched.  
•“Poor U Diary”---the university students employed as a 
restaurant cleaner and garage washer, experiencing those low 
skilled and income job, “FEEL” the tough working life and 
environment, understand the meaning of “Poverty”(UNSDGs 
1,2,8,17)  
•“We Fly Today”---Many Special Education Needs (SEN) 
students are being labeled or even discriminated. CityUCSE 
students teach them some handicraft skill, accompany them to 
re-integrate into the community, by setting up a booth in 
housing estate, SEN children have a chance to connect with the 
general public, to eliminate the “colored glasses” towards them. 
(UNSDGs 4,10,17 achieved)  
•“Positive Energy in My Face”---organizes an activity day to low-
income families’ children, and each child draws or writes some 
positive message and deliver to general public. And this process, 
circulate from one by one, heart by heart, to maximize the 
positive energy can be widely spread to every corner of the 
community. (UNSDGs 3,11,16,17 achieved)  
•“Three ways equal to “GREEN””---collect the food waste from 
student hall, categorized and then grinding into powder for 
further food planting in roof garden at City University. The food 
harvested from the roof garden will deliver to the poor in 
society. (UNSDGs 11,12,17 achieved)  
•“Release Energy but Conserve Reptiles in Summer Vacation”---
To prevent cruelty to reptiles and amphibians through 



•17 の UNSDG のうち、12（UNSDG 
1,2,3,4,8,10,11,12,14,15,16,17）は学生のプロジェクトを通じて達
成されている。 
 
5 上位層の有資格者および経験豊富なトレーナー： 
 
•ヘッドトレーナー：2011 年 PJC 元大統領 Matthew Li 
•講師：2016 年 PJC エグゼクティブ・バイス・プレジデント（EVP）
ケニー・ロク、2016 年 PJC 副社長エディ・リン、2015 年 PJC 名誉
幹事、スキ・ホー、PJC 会員エリック・チウ 
 
審査員と分かち合いの日： 
 
•マイケル・H・ラム教授（学生養成課長補佐）香港市立大学理工学部
カレッジ 
•氏。レオ・H・W. Li（香港ジュニア・チェンバー・インターナショ
ナル・エグゼクティブ・バイス・プレジデント） 
•氏。 Alvin.N.K.Yeung（弁護士、現在の市民党首、香港立法委員会
メンバー） 
•氏。 Luk Ho Ming（テレビ放送局（TVB）有名アーティストと
MC、CityUCSE の卒業生） 
•ミズ。 Ruby L.K.ウォン（金融業界の有名人、元 TVB ニュースの元
アンカー） 
 
支援組織： 
 
•香港職業教育研究所（Lee Wai Lee Campus）情報技術部。 
•Winshield 慈善団体社会サービス 
•ストリート・スリーパー・アクション委員会 
•香港ハーペトロジー財団 
•ELCHK、新しい到着のためのログインクラブ 
•ヴィラビラグルメ 
•カバレストランとバー 
•洗車 
 
PJC と CityU のトレーナー、指導者、スタッフの関与はありません：
30 
CityUCSE の学生は参加していません：40 
CityU 学生の恩恵を受けた人はいません：300 
一般の恩恵を受けた人はいません：2500 
組織が協力しているか関与していない：20 
 
撮影されたアクション： 
「今後の対話---都市をリードする」2017 年には、JCIACF の傘下にプ
ロジェクトを計画しました。 JC メンバーとして、私たちはグローバ
ルな市民として自分たちを視覚化し、地域社会に貢献し、自分自身や
他の人々に肯定的な変化をもたらしました。したがって、将来の指導
者になる可能性を高めるとともに、市民社会に貢献する社会的責任を
負うために、CityUCSE 学生を育成し、指導するためにプラットフォ
ームを提供することは、私たちの役割と義務です。 
 
さらに UNSDG に従い、学生が設計した 5 つのプロジェクトは
UNSDG を充実させ充実させるべきである。 5 つのプロジェクトが成
功裏に開始され、地域社会と関わり、学生や社会にとって有益であっ
た。 
 
プロジェクト期間中、以下の手順で行動を取る： 
 
•熱心で経験豊富な PJC のメンバーは、トレーニング中に JCI のコア
バリュー、UNSDGS、JCIACF、プロジェクト管理、個人やチームの認
知さえ教えられました。学生は主にこれらの知識とスキルの恩恵を受
ける。 
•OC とメンターは、学生と一緒にプロジェクトサイクルを進行し、支
援団体への連絡を支援することを目的としたり、リエゾンの仕事をし
たり、学生のプロジェクトの進捗状況を評価することもできます。 
•学生は、プロジェクトの設計、計画、構築、実行を担当します。これ
はエンパワーメントのプロセスであり、彼らの地平線を広げ、積極的
な考え方を作り、彼らがしたことが UNSDGS の成就下で自分自身や社
会にとって貴重であると信じています。 
•さまざまな支援組織と受益者とのつながりによって、インパクトが拡
大し、生徒は着火、関与、討論、インスパイアされ、熱心になります 
•JCIACF モデルを採用して社会問題を特定し、各社会的過誤の屋根原
因を調査し、取り組むためのコミュニティプロジェクトを実施する。 
1.分析：地域社会のニーズと目標受益者を評価するプロジェクトを設
計し、計画する必要があります。 PJC のトレーナー、OC、およびメ
ンターの助力を得て、各プロジェクトチームは、達成するためにどの
UNSDG が目標としているか、そして行動計画を決定します。 
2.持続可能な解決策を策定する：我々は彼らに深入りして浸透したプ
ロジェクトを実行するよう奨励した。以来、5 つのプロジェクトがイ
ンパクトあり、さまざまな人々に役立っています。 
3.パートナーとの取り組み：各プロジェクトチームは、少なくとも 1
つの組織、教育機関、民間企業と協力しました。 
4.モニタリングと評価：私たちは、学生がプロジェクトの祝福と呪い
を評価するように奨励しました。一方で、各生徒の強みと弱点を発見
しました 

education; To increase the public’s knowledge of amphibians 
and reptiles , To promote the conservation of local species of 
reptiles and amphibians and their natural habitats so that the 
public can appreciate the ecological value of the local species; 
To promote public awareness of the crisis of endangered 
species; (UNSDGs 4,11,14,15,17 achieved)  
•Two Outstanding leaders and five outstanding team members 
are selected according to their performance during the project 
design and execution period.  
•Benign compete and comparison between project team.  
•Strong cohesion between team members even they don’t know 
each other before  
•Strong recognition to every project team by judges, CITYUCSE, 
PJC, supporting organization and audience  
•Out of 17 UNSDGs, 12 (UNSDGs 
1,2,3,4,8,10,11,12,14,15,16,17) of them are achieved through 
students’ project. 
 
5 Top tier qualified and experienced trainers involved: 
 
•Head Trainer: 2011 PJC Past President Matthew Li  
•Trainers: 2016 PJC Executive Vice President (EVP) Kenny Lok, 
2016 PJC VP Eddie Lin, 2015 PJC Honorary Secretary Suki Ho, 
PJC Member Eric Chiu 
 
Judges and Sharing Guests on Judging and Sharing Day: 
 
•Professor Michael H.W.Lam (Assistant Dean, Student Training 
and Placement) College of Science and Engineering, City 
University of Hong Kong  
•Mr. Leo H.W. Li (National Executive Vice President, Junior 
Chamber International, Hong Kong)  
•Mr. Alvin.N.K.Yeung (A barrister, current Leader of the Civic 
Party and member of Legislative Council of Hong Kong)  
•Mr. Luk Ho Ming (Television Broadcasts Limited (TVB) famous 
artists and MC, alumni of CityUCSE)  
•Ms. Ruby L.K. Wong ( A celebrity in financial industry, former 
senior anchor of TVB news) 
 
Supporting Organization: 
 
•Department of Information and Technology, Hong Kong 
Institute of Vocational Education (Lee Wai Lee Campus).  
•Winshield Charitable Foundation Social Service  
•Street Sleepers Action Committee  
•Hong Kong Society of Herpetology Foundation  
•ELCHK, Login Club for New Arrivals  
•Vilavilla Gourmet  
•Cava Restaurant and Bar  
•Car Wash 
 
No of PJC and CityU Trainers, mentors and staff involved: 30 
No of CityUCSE students participated: 40 
No of CityU student benefited: 300 
No of general public benefited: 2500 
No of organization collaborated or involved: 20 
 
Action Taken: 
To organize “Dialogue with the future---Lead the City” 2017, we 
planned the project under the umbrella of JCIACF. As a JC 
member, we visualized ourselves as a global citizen and we 
errand to serve the community and create positive changes to 
ourselves and to others. Therefore, it’s our role and duty to 
provide the platform to nurturing and mentoring the CityUCSE 
students to be a global citizen and bear the social responsibility 
to serving the community, in addition with developing their 
potential to be future leader. 
 
Moreover, we follow the UNSDGs, and five project designed by 
students should enrich and fulfill some UNSDGs. Five projects 
launched successfully, engaged with community and beneficial 
to students and society. 
 
During the project period, we take the actions in follow steps: 
 
•Passionate and experienced PJC members to be trainers taught 
JCI core values, UNSDGS, JCIACF, project management, even 
personal and team recognition during the training. Students are 
primarily benefited by these knowledge and skills.  
•OCs and mentors travel the project cycles together with the 
students, aims to helping them for contacting the supporting 
organization, or some liaison works, we can also evaluate the 
progress of student’s projects .  
•Students are responsible to design, plan, structure and execute 
the project. This is an empowerment process, helping them to 



   
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 

「未来との対話---都市をリードする」は、結束力のある個人能力開発
と社会統合プログラムです。学生たちは次の目標を達成するようにし
ます。 
個人開発の側面： 
•長所と短所を発見することで自分とチームメイトを認識する 
•チームワークと協力の感覚を高める 
•プロジェクト管理スキルの強化 
•個人的な思考をクリティカルに構築する 
•指導力を養成し、発見する 
•積極的で建設的な考え方を育む 
社会統合の側面 
•科学的な意味を使って社会問題に取り組む 
重要な社会問題を発見する 
•異なる組織との協力を通じて社会との「つながり」 
•社会的意識を高める 
•社会的責任を強化する 
•異なるクラスとのコミュニケーションによって地平線を広げる 
•JCIACF と UNSDG を紹介し、グローバルシチズンシップを強調し、
彼らがしたことはどこにでもアクセス可能で採用可能である 

 
“Dialogue with the future---Lead the City” is the cohesive, 
personal skill development and social integration program. We 
target the students to achieve: 
Personal development aspects:  
• Recognize themselves and teammates by discovering 
strengths and weaknesses  
• Enhance senses of teamwork and cooperation  
• Empower project management skills  
• Critically build up personal thinking  
• Train and discover leadership skills  
• Develop positive and constructive mindset 
Social Integration Aspects  
• Using their scientific sense to tackle the social problems  
• Discover the critical social issues  
• “CONNECT” with the society through the collaboration with 
different organisations  
• Raise up social awareness  
• Strengthen social responsibility  
• Broaden horizon by communicating with different class  
• Introducing JCIACF and UNSDGs, highlighted their global 

•PJC のトレーナー、OC、およびメンターは、PJC のメンバーと今後
のこのプロジェクトの参加者にトレーニングとプロジェクトの実行経
験をもたらすことができます。私たちはフォロワーを信用しなかっ
た。 
 
推奨事項： 
水平方向にスケールを広げる---このプロジェクトはすべての学生に有
利です。社会やビジネスの流れなど、異なる背景を持つ学生は、私た
ちのプロジェクトを豊かにすることができる異なるビジョンと洞察力
を持っている必要があります。 
•スケールを垂直方向に拡張する - より多くの関係者が参加すると、
より多くの人々が恩恵を受けます。 PJC のトレーニング環境を向上さ
せるための良い方法です。多くのメンバーが自信を持って装備を取り
たいと考えています。一方で、結果と効果を最大限に高める、より意
味のあるプロジェクトが立ち上げられます。 
•持続可能性と他の関係者との協力関係を維持する - このプロジェク
トが持続できるならば、祝福さえも向上させるだけではない。支援組
織の中には、HKIVE から IT を勉強している学生のように、彼らが実
際に撮影に取り組む機会を得ていることなど、恩恵を受けることがで
きます。以前は香港社会基金学会またはストリートスリーパー行動委
員会を知っている人はいなかったが、今やより多くの人々がこれらの
組織の重要性と貢献を知っている。 
•さらに進歩的な学生のプロジェクトの持続可能性、管理スキルと暴露
---学生のプロジェクトは継続的に働くことができる、それらのいくつ
かは議論の余地があります、たとえば、食品廃棄物、HK の政府も対処
する解決策を見つける。プロジェクトマネジメントのスキルとエクス
ポージャーを強化するために、これは香港全体に利益をもたらすかも
しれない。 
•CityUCSE の生徒が中学生のトレーナーになるためのトレーニングス
キームの変更--- PJC のメンバーは CityUCSE の生徒を継承し、
CityUCSE の生徒は中学校の生徒を同時に指導し、コンセプトを打ち
破り、さまざまなレベルでそのインパクトを拡大します。 
•マスコミとのつながり - 私たちは有名な芸術家、立法評議員、元シ
ニアニュースアンカーを裁判官に招いています。このプロジェクトを
さまざまなメディアや有名人に広く広め、一般市民にもっと知っても
らいましょう社会への学生の貢献について。 

broaden their horizon, create positive mindset and believe what 
they did is valuable to themselves and society under fulfilling 
UNSDGS.  
•Enlarge the impact by connect with different supporting 
organizations and beneficiaries, students are getting ignited, 
involved, discussed, inspired and passionate by them  
•Adopting JCIACF model to identify social problems and conduct 
community project to investigate and tackle the roof causes of 
each social malpractices.  
1.Analysis: Students have to design and plan the project to 
assess the community needs and their target beneficiaries. With 
the aids of PJC trainers, OCs and mentors, each project team 
decides which UNSDGs they target to achieve and their action 
plan.  
2.Formulate sustainable solution: we encouraged them to 
execute the go-in-depth and penetrated project. Since, five 
projects were impactful and serving the varieties of people.  
3.Take action with partners: Each project team collaborated 
with at least one organization, education institution and private 
companies.  
4.Monitoring and evaluation: We encouraged the students to 
evaluate the blessing and curse of their project. Meanwhile, we 
discovered the strength and weaknesses of each students  
•PJC trainers, OCs and mentors can bring back the training and 
project execution experience to PJC members and future 
participants of this project. We INHERITED our follower. 
 
Recommendations:  
•Expand the scale horizontally --- this project is advantaged for 
all students. Students with different background, such as social 
or business stream should have different vision and insights 
which can enrich our project.  
•Expand the scale vertically--- if more parties participate, then 
more people are benefited. It’s a good way to enhance the 
training atmosphere in PJC, with more members eager to equip 
themselves. Meanwhile, more meaningful project would be 
launched, which can maximize the outcome and impact.  
•Maintain the sustainability and cooperative relationship with 
different parties---it’s not only an improvement even a blessing 
if this project can sustain. Some supporting organization can be 
benefited and getting known, for example, the students who 
studies IT from HKIVE, they have a chance for practically work 
on filming. No one knows Hong Kong Society of Herpetology 
Foundation or Street Sleepers Action Committee before, now 
more people know the importance and contribution of these 
organizations.  
•Further advance students’ project sustainability, management 
skills and exposure---students’ project can work continuously, 
some of them are controversial, for example, the food waste, 
even HK government are finding the solution to deal with. To 
strengthen the project management skill and exposure, this may 
benefit to HK as a whole.  
•Modify the training scheme to empower CityUCSE students 
become trainers of secondary school student --- PJC members 
inherits to CityUCSE students, and CityUCSE students teaches 
secondary school students simultaneously, topping down the 
concept and enlarge the impact in different level.  
•Connect with mass media---we are invited a famous artist, a 
legislative councilor and the former senior news anchor to be 
our judges, it’s a good start to widely spread this project 
through different media and celebrities, let the general citizen 
knows more about the student’s contribution to the society. 



一方、PJC にとって有利な点は、このプログラムのもう一つの目的で
あり、 
•経験豊かで有能なメンバーをトレーナーに招き、体系的なトレーニン
グシステムを構築する。一方、PJC 内の肯定的な訓練の雰囲気を高め
る 
•OC とメンターは、プロジェクトの実行中に学生に支援を提供する 
•指導者育成のためのプラットフォームとしての PJC 
•政府関係者、教育機関、NGO との強いつながりを構築する 

citizenship, what they did is accessible and adoptable to 
everywhere 
Meanwhile, advantageous to PJC is another objective of this 
program, we target:  
• Set up a systematic training system by inviting experienced 
and qualified members to be trainers. Meanwhile, boosting 
positive training atmosphere inside PJC  
• OCs and mentors provide support to the students during the 
project execution  
• PJC as a platform to nurturing leaders  
• Build up a strong connection with government officials, 
education institution, NGOs  

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 

私たちは訓練目標として 1M、2Is、2Cs を設立し、JCI の行動計画を
エコーし、学生の参加を促し、CITY をリードする潜在的リーダーを選
出することを目指しています。 
 
学生はまず、プロジェクト管理、JCIACF、UNSDGs に関する基本的
かつ理論的な考え方に触れ、その後、設計、計画、構造化、実行に関
連する知識を実際に適用することができます。彼らは彼ら自身の手配
によってプロジェクトを習得することができます。 
 
動機づけ--- PJC のメンバーはトレーナーまたはメンターになりまし
た。私たちはプラットフォームを提供し、機会を提供し、学生に快適
ゾーンから脱出し、コミュニティにサービスを提供し、肯定的な変化
を生み出すよう動機付けました。 
 
影響---学生のプロジェクトはインパクトがあり、環境、貧困、社会調
和、教育、積極的なエネルギーなど幅広い社会問題をカバーしていま
す。 
 
イニシアティブ---学生はもっとイニシアチブになりました。プロジェ
クトサイクルを経て、彼らは明らかに疎外から参加へとパッシブから
アクティブに変化しています。 
 
コラボレーション--- PJC は CityUCSE と協力しました。同時に、学生
のプロジェクトは異なる組織に組み入れられ、インパクトを拡大し、
より多くの聴衆に到達するためにプロジェクトのテーマを増幅し、浸
透させることを目指しています。 
 
接続---学生は、低所得者やストリートスリーパーなどの少数民族とつ
ながります。彼らの社会的意識は事実上上昇した。 

 
We established 1M, 2Is, 2Cs as our training targets, echo with 
JCI plan of action, aims to ignite students to be more 
participative and selecting the potential leaders to LEAD the 
CITY. 
 
Students first touch with basic and THEORETICALLY idea about 
project management, JCIACF, UNSDGs, and then they can 
PRACTICALLY apply related knowledge to design, planning, 
structuring and executing. They can master the project by their 
own arrangement. 
 
Motivate --- PJC members became the trainers or mentors. We 
offered a platform, provide opportunities and motivate students 
to step out from their comfort zone, serving the community and 
create positive changes. 
 
Impacts ---Student’s projects are impactful and cover wide 
range of social issues, such as environmental, poverty, social 
harmony, education and positive energy. 
 
Initiative ---Students became more initiatives. Via the project 
cycle, they are obviously changing from passive to active, from 
alienated to participative. 
 
Collaboration --- PJC collaborated with CityUCSE. 
Simultaneously, student’s project is incorporate with different 
organization, aims to enlarge the impact, amplifying and 
penetrating the project theme to reach more audience. 
 
Connection ---Students connect with some minorities such as 
the children from low-income families or street sleepers. Their 
social awareness practically rose. 

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 

PJC はこの 6 ヶ月間のプログラムで 3,000 米ドルの費用を最小限に抑
え、壮大な影響を受けました。予算は主にトレーニングキャンプの費
用に使用され、キャンプは PJC トレーナー、OC、メンター、
CityUCSE 学生を含む 50 人以上の人々を促進しました。キャンプ料
金、ティー、交通費が含まれていました。 
 
戦略的に、ステークホルダーとのパートナーシップは、限られたリソ
ースでの影響を最大限にするためにより効果的です。我々は、
CityUCSE と ZERO COST をサポートする組織によって、多数のリソ
ースにアクセスできました。 
 
CityUCSE とのコラボレーションにより総費用は 13,000 米ドルまで節
約されました。 CityUCSE と PJC の提携により、昇進、募集、プロジ
ェクトグループの支出、賞金、会場、資材、技術サポート、さらに 3
名の優秀な審査員とゲストの共催費も授与されました。 
 
1 人の学生グループは、努力して毎日の賃金を得ても、ニーズに応じ
た食糧によって支援組織に寄付されます。 
 
すべてのトレーナー、OC およびメンターは、自発的に究極的な支援に
継続的に貢献しました。 

 
PJC minimized the expenses to USD3,000 on this 6 months 
program, achieving a magnificent influence. Budget was mainly 
used for the expenses of training camp, the camp facilitated 
over 50 people, including PJC trainers, OCs, mentors and 
CityUCSE students. The camp fee, tee and transportation were 
included. 
 
Strategically, partnership with stakeholders is more effective to 
maximize impact with limited resources. We gained access to 
numerous resources by CityUCSE and supporting organization 
with ZERO COST. 
 
Collaboration with CityUCSE saved the total cost up to 
USD13,000. Costs on promotion, recruitment, project group’s 
expenditure, prizes, venues, materials, technical support, even 
three honorable judges and sharing guests were also granted by 
CityUCSE and PJC’s connection. 
 
One student group, even gain a daily wages by their effort, is 
donated to the supporting organization by the means of food to 
the needs. 
 
All trainers, OCs and mentors were continuously contributed 
with ultimate support at voluntary basis. 

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 



このプロジェクトは、JCI の使命を実践するモデルであり、青少年
に、社会にとっても有益な変化をもたらす力を与えるためのプラット
フォームです。一方、このプロジェクトは、満足していない社会現象
を発見し、それに対処するための開発機会を提供します。 
 
CityUCSE の学生を参加させることによって、私たちは体系的な訓練
で力を発揮することを目標とし、若いグローバルな積極的な市民とし
て認識しました。 JCI ACF が導入されました。特に大学生に採用され
ました。彼らは将来の社会の先駆者になるでしょう。 
 
さらに、彼らが社会で懸念していることに取り組むことによって、
UNSDG が立ち上げられます。彼らは、いくつかの論争の的となって
いる問題が、改善のために解決され、あるいは持続されると信じてい
た。学生のプロジェクトは、UNSDG を満たすために調整されていま
す 
 
私たちは、CityUCSE の学生に JCI の価値観の意味とメッセージを伝
えました。彼らは積極的にこのプラットフォームに依存してプロジェ
クトを展示し、JCI の使命とビジョンを実践することに深く関わって
います。 
 
さらに、PJC のトレーナーは、訓練を受けて訓練を受けることができ
る強力なインフルエンザにもなります。このプロジェクトは継承のモ
デルでもあり、PJC 資格を持つトレーナーは CityUCSE の学生にプロ
ジェクト管理スキルを提供し、実際にプロジェクトの実施を強制しま
した。 

 
This project is the model to put JCI’s mission into practice and 
it’s a platform for empowering the young people to create 
positive change, both beneficial to them and for the society. 
Meanwhile, this project provides development opportunities to 
discover what social phenomenon they are unsatisfied, and then 
deal with it. 
 
By engaging CityUCSE students to participate, we targeted to 
empower them by systematic training and recognized 
themselves as a young global active citizen. JCI ACF was 
introduced, especially adopted for the university students; they 
will be the pioneer of the future society. 
 
Moreover, by tackling what they concern in the society, UNSDGs 
is launched. They believed that some controversial issues can be 
solved or sustained for betterment. Student’s projects are tailor-
made to fulfill UNSDGs 
 
We imparted the meaning and message of JCI core values to 
CityUCSE students. They proactively rely on this platform to 
exhibit their project and go in-depth to practicing JCI mission 
and vision. 
 
In addition, PJC’s trainers also become a powerful influencer 
from being trained to able to train. This project is also a model 
of inheritance, PJC qualified trainers offered some project 
management skill to CityUCSE students, they practically 
enforced on their project execution. 

   

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 

120 
 

120 

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 

80 
 

80 

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 

このプログラムの成果を上げるために、すべてのレベルの PJC メンバ
ーが参加してください。この「フルスペクトラム参加」は、完璧なチ
ームワークと献身を実証しました。生徒と PJC はともに、実際の練習
と実際の訓練の恩恵を受けました。 
 
経験豊富なメンバー 
ヘッドトレーナーと顧問は PJC 元大統領です。また、トレーナーはト
レーニングの専門家であり、数年のボード経験を持っています： 
•プログラムがすべてのステークホルダー、特に CityUCSE 学生に利益
をもたらすことを保証する 
•学生に合わせたトレーニングコースを提供する。 
•コミュニティへのインパクトは持続可能であり、測定可能である。 
•強力なローカルネットワークとパートナーシップを構築して、PJC を
さまざまな組織と結びつけるコミュニティに対応します。 
•リーダーシップを育成するプラットフォームとして、特に PJC の立場
を強化する。 
•積極的なトレーナーの取り組みは、学習のための積極的な雰囲気を作
り出しました。 
•学生のプロジェクトからの成果を奨励することは、学生と PJC 会員の
両方の成長を反映する 
 
取締役会 
取締役会のメンバーは広報・助言を手助けしました： 
•健全な財政状態の維持を保証する。 
•PJC とプログラムの評判を築くのを助ける。 
•理事会メンバーは、このプロジェクトの活動に他の人々が影響を及ぼ
すことを支持する 
 
組織委員会（OC）とメンター 
OC チームは、プロジェクトの全プロセスを構築するために設立されま
した。 
•JCIACF と UNSDGS を学生と共に展示する実践的なトレーニングス
キルを実践する貴重な経験。 
•練習、スキル、知識による学習は、学生の指導によって洗練されま
す。 
•破壊的な行為を行うのではなく、社会問題に取り組むための積極的な
考え方を生み出すよう学生に影響を与えた。 
 
参加者（会員および非会員） 
メンバーは、学生や JC 以外の参加者との経験や JCI の精神を共有しま
す。両方とも、学習プロセスの間に肯定的な変化を学び、力を与え、
互いに影響を与えます。 
 
PJC のトレーナーと CityU の学生が手を携え、様々な香港のコミュニ
ティに力を入れています。 

 
PJC members from all levels involved to create success of this 
program. This “Full Spectrum participation” demonstrated 
perfect team work and dedication. Both students and PJC were 
benefited by real and practical training opportunities. 
 
Experienced Members  
The Head Trainer and the advisor is PJC Past President. Also, the 
trainers are profession in training and with several years’ board 
experiences:  
•They ensure the program benefits all stakeholders, especially 
for CityUCSE students  
•Offering tailor-made training course to students.  
•Impacts on the community are sustainable and measurable.  
•Build strong local network and partnership to serve our 
community - connecting PJC with various organizations.  
•Enhance the position of PJC, especially this project as a 
platform to nurture leaders.  
•Active trainers’ engagements have created positive atmosphere 
for learning.  
•Encouraging outcomes from the student’s projects reflects the 
growth of both students and PJC members 
 
Board of Directors  
The board members assisted in public relations and advisory:  
•They ensure the maintenance of a healthy financial status;  
•Help building up PJC and the program’s reputation.  
•Board Members show their support by influencing others to 
attend this project’s activities  
 
Organization Committees (OCs) and mentors  
OC teams were established to structuring whole process of 
project.  
•Valuable experience to perform practical training skills to exhibit 
JCIACF and UNSDGS with students.  
•Learning by practicing, skills and knowledge are refined by 
mentoring the students.  
•Influenced students to develop a positive mindset to tackle 
social issue rather conducting destructive act. 
 
Participants (members and non-members)  
Members share their experience and JCI spirit with students and 
non-JC participants. Both of them learn, empower and influence 
each other for the positive change during the learning process. 
 
PJC trainers and CityU students join hands to empower various 
HK communities. 



   

③ 開発した能力 
 

Skills Developed 
このプログラムによって、どのような能力を開発しましたか？ 

 
What skills were developed in this program? ※150 単語まで 

•目標設定と自己評価 
CityU の学生と PJC のメンバーは、JCI の中核価値である JCI ACF と
UNSDG に基づいて、評価を通じて目標を設定し、調整することを学
びました。 
 
•リーダーシップと実行スキル 
CityU の学生は、目標を達成するリーダーとフォロワーになる方法を
学びました。 
PJC のメンターは、学生に指導を与えたり、他の人にインスピレーシ
ョンを与える方法を学びました。 同時に、PJC OC は会長の指示に従
い、正確に実行されます。 
 
• コミュニケーションスキル 
CityU の学生と PJC の OC はどちらも、効果的にコミュニケーション
をとる方法を学びました。 
 
•プロジェクト管理と批判的思考 
CityU の学生は、スムーズにグループプロジェクトを立ち上げ、管理
する方法を学びました。 
PJC OC はお互いに協力する方法を学びました。 それぞれのイベント
で、OC は円滑な序盤を設計し、ひずみ容量を改善する方法を学びまし
た。 
 
CityU の学生と PJC の OC の両方には、チームや外部のステークホル
ダーとの十分な調整と交渉が必要です。 

 
• Goal Setting and Self-Evaluation  
CityU students and PJC members learnt to set and adjust their 
goals through evaluation and according with some JCI core 
values, JCI ACF and UNSDGs. 
 
• Leadership and Execution Skill  
CityU students learnt how to be a leader and follower to achieve 
the target.  
PJC mentors learnt how to give guidance to students and inspire 
others. At the same time, PJC OCs follows chairman direction 
and execute precisely. 
 
• Communication Skill  
Both CityU students and PJC OCs learnt how to communicate 
effectively thought out the program. 
 
• Project Management and Critical Thinking  
CityU student learnt how to start up and manage a group 
project smoothly.  
PJC OC learnt how to collaborate with each other. In each event, 
OCs learnt how to design a smooth rundown and improved 
strain capacity. 
 
Both CityU students and PJC OCs involve in-depth coordination 
and negotiation with team and external stakeholders. 

能力開発のために用いた手法や、行った活動を記述してください。 
 

How were these skills developed? Describe the methods 
and activities used. ※300 単語まで 

•目標設定と自己評価 
CityU の学生は、プロジェクト目標を設定する方法を学びました。 
PJC トレーナーが目標設定スキルを教えていた「トレーニングキャン
プ」。さらに、彼らはまた、PJC の指導者によって導かれたプロジェ
クトの評価と改善の方法を学びました。 
 
•リーダーシップと実行スキル 
CityU の学生がトレーニングキャンプを終えたら、彼らはグループプ
ロジェクトを進めるために彼ら自身のチームを結成しました。プロジ
ェクト期間を通して、リーダーであることが目立つ生徒もいます。 
PJC の指導者の助けを借りて、リーダーは模範に導き、一緒に目標を
達成するためにピアグループを動機づける方法を学びました。同時
に、PJC のメンターは、CityU の学生に方向性とインスピレーション
を与えることによって、リーダーシップのスキルを磨きます。 
偉大なリーダーは素晴らしいフォロワーです。 PJC の OC は、互いに
協力して議長の指示に従う方法を学びました。これにより、PJC OC は
実行能力を向上させました。 
 
• コミュニケーションスキル 
6 ヶ月のプロジェクトを考えると、CityU の学生と PJC の OC の両方
が多くの会議を行っていました。これらの会合は、自分の意見を提示
し、お互いを説得して、異なる意見を聞くためのプラットフォームを
作った。これらの集中会議は、コミュニケーションスキルを急速に向
上させます。 
 
•プロジェクト管理と批判的思考 
ほとんどの科学と工学の学生は内向的であり、ソーシャルプロジェク
トの編成やイベントの実行に関する経験はありませんでした。プロジ
ェクトサイクルを通じて、彼らは遭遇したいくつかの障害を非常に特
に考える必要がありました。たとえば、計画していたものが時間を浪
費したり、コラボレーション組織に賛成できなかったりします。 
 
•Bi 製品の学習 
社会プロジェクトを組織するためには、最も重要なことに、生徒は身
近な環境から脱出します。社会と接近しようとする。彼らは社会的ス
キル、特に社会問題を認識するプロセスを学び、社会的調和を促進
し、社会的責任を負い、社会的意識を高め、5 つのプロジェクトを通
して社会的統合を奨励する 

 
• Goal Setting and Self-Evaluation  
CityU students learnt how to set their project goal. Training 
Camp’, which goal setting skill was taught by PJC trainers. 
Moreover, they also learnt how to evaluate and improve their 
project, which leaded by PJC mentor. 
 
• Leadership and Execution Skill  
Once CityU student finished their training camp, they formed 
their own team to proceed group project. Through out the 
project period, some students stand out to be leader. With 
assistance of PJC mentor, those leader learnt how to leaded by 
example and motivate their peer group to achieve the goal 
together. At the same moment, PJC mentor also build up their 
leadership skill by giving direction and inspiration to CityU 
students.  
Great leader are great follower. PJC OCs learnt how to co-
operate each other and follow chairman direction. That made 
PJC OCs improves the execution ability. 
 
• Communication Skill  
Thought out the six month project, both CityU student and PJC 
OC had conducted a lot of meeting. Those meetings created 
platform for them to present their own opinion, to persuade 
each other, to listen different comment. Those intensive 
meeting let them improve their communication skill rapidly. 
 
• Project Management and Critically Thinking  
Most Science and engineering students is introvert, they had no 
experience on organizing a social project or execute an event. 
Throughout the project cycle, they required to think critically 
especially some obstacles encountered, for example what they 
planned may waste too much time or did not in favor with 
collaboration organization. 
 
• Bi Product Learnt  
To organize a social project, most importantly students step out 
from their familiar environment; try to getting close with the 
society. They learnt social skills especially the process of aware 
social problems, promote social Harmony, bear social 
responsibility, raise social awareness, encourage social 
Integration through five projects 

   

④ 参加者への影響 
 

Impact on Participants 
このプログラムによって与えたい参加者への影響を記述してくださ
い。 

 
What was the intended impact on the participants? ※150 単
語まで 



CityUCSE 学生：活発な市民になる： 
•プロジェクトの実行によってインスピレーションを受け、活発な市民
になる 
•社会的意識を高め、社会的責任を強化し、異なる関係者とのつながり
を通じて地平を広げる 
•プロジェクト管理スキルを発揮して個人的な成長を達成し、チームワ
ークを促進する 
コミュニティに奉仕することで自信を持ち、自尊心を得る 
•教科書以外の学習 
•彼らが学んだことを適用し、プロジェクトの実行に採用する 
•リーダーシップ・カリスマを発見する 
 
PJC トレーナー、OC、メンター： 
•経験豊富なメンバーがリーダーシップスキルを強化する。プロジェク
ト実行能力を強化し、特に JCI コアの価値を示します。 
•改善のため定期的に評価を実施する 
•後継者に知識を伝えることができる 
•メンタリングと育成のプラットフォームとして、能力と評判を強化す
る 
 
コミュニティと受益者： 
•ポジティブな変化と社会的意識が高まり、より良い環境が物理的にも
精神的にも期待される 
•さまざまなステークホルダーの支持と理解を得る 

 
CityUCSE Students: Be an Active Citizen:  
•Inspired by project execution, to be an active citizen  
•Increase social awareness, enhance social responsibility and 
broaden horizon through connect with different parties  
•Empower project management skills to achieve personal 
development and promoting teamwork  
•Gain confidence and self esteem through serving the 
community  
•Learning, apart from their textbooks  
•Apply what they learnt, adopt into the project execution  
•Discover their leadership charisma 
 
PJC Trainers, OCs and Mentors:  
•Experienced members strengthen their leadership skills; 
enhancing their ability on project execution especially exhibit JCI 
core values.  
•Conduct evaluation regularly for improvement  
•Be able to pass knowledge to successors  
•Enhance competence and reputation, as a platform for 
mentoring and nurturing 
 
Community and Beneficiaries:  
•Positive change and social awareness rose up, better 
environment both physically and spiritually are expected  
•Gain Support and understanding from various stakeholders 

参加者への実際の影響を記述してください。  Describe the actual impact on the participants. ※300 単語ま
で 

CityUCSE の学生： 
•メンタリングの過程でメンターからインスピレーションを受けた。メ
ンターが異なる職業から来るので、学生は様々な角度と考え方を提供
することができます 
•学生がイベントを開催する貴重な経験を得る機会を提供した。学生の
ほとんどは、以前はイベントに参加していましたが、主催者としては
ほとんど行っていませんでした。未来との対話 - 都市をリードして、
食堂から料理人にアップグレードしました。 
•一部の学生は内向的です。彼らは以前にもトレーニングキャンプや社
会活動に参加していませんでした。未来との対話 - 都市をリードする
ことで、快適ゾーンを脱して自信を深め、地球市民のアイデンティテ
ィを強化し、社会的責任を強化することができます 
•社会に役立つために専攻の知識を適用する。 
•受益者とのコミュニケーションを通じて社会的意識を高め、貧困者へ
の同情を確立する 
•チームワークの経験を積み、ソーシャルサークル以外の人々と協力す
る。 
•リーダーシップ育成キャンプ、チームメイトとの懇談、指導者からの
アドバイス、支援組織の誘致、受益者とのコミュニケーションなど、
さまざまな活動を通じて友情構築によるソーシャルサークルの拡大 
 
PJC： 
•PJC の肯定的なイメージと評判を高め、PJC の活動に多くの人々が注
意を払う 
•トレーナー/メンターは、現在、大学生の考え方についてもっと知る
ことができます。この経験は JCI が今後開催するイベントを促進し、
より多くの大学生を引き付けることができます 
 
CityUCSE 学生のプロジェクトによって企画されたイベントの参加
者： 
•City U 学生が企画したイベントに参加するための素敵な思い出を持っ
ている 
•世話をして重要なステークホルダーとして扱う社会を感じる 
•彼らの経験を共有する/学生を教えることは、彼らを幸せにし、役立
つと感じました 

 
CityUCSE students:  
•Inspired by the mentors during the process of mentoring. As 
the mentors come from different profession, they could provide 
various angles and mindset for the student  
•Offered an opportunity for the student to gain valuable 
experience of organizing event. For most of student, they used 
to be a participant of an event, seldom did as an organizer. 
Dialogue with the Future - Lead the City upgraded them from a 
diner to a cook.  
•Some of the students are introvert; they even did not 
participate in any training camp or social activities before. 
Dialogue with the Future - Lead the City allows them step out 
their comfort zone and increase their confidence, reinforce their 
identity of global citizen, reinforce their social responsibility  
•Apply the knowledge of their major to serve the society.  
•Gain social awareness and establish the sympathy to the needy 
via communicating with the beneficiary  
•Gain team-working experience and cooperate with different 
people besides their social circle.  
•Enlarge the social circle by friendship building via various 
activities such as leadership training camp, meeting with 
teammates, advice seeking from mentors, inviting supporting 
organization and communicating with beneficiary 
 
PJC:  
•Rising the positive image and reputation of PJC, more people 
pay attention to the activities of PJC  
•Trainers/Mentors could know more about the mindset of 
university students nowadays. The experience could facilitate 
the events organize by JCI in the future and attract more 
university students 
 
Participants of the events organized by CityUCSE student’s 
project:  
•Having a wonderful memory for participated in the events 
organized by the City U student  
•Feeling the society taking care of them and being treat as an 
important stakeholder  
•Sharing their experience/ teach the students makes them 
happy and felt serviceable 

   

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 

CityUCSE の学生： 
彼らの強みと弱みを認識することとは別に、集中的なトレーニングキ
ャンプでは、協力、プロジェクト管理、JCI ACF、UNSDG などのソフ
トスキルとハードスキルの両方を学びました。彼らは、彼らの役割を
認識し、リーダーになるか、またはより後になるようにしました。重
要なことに、プロジェクトを設計、計画、構造化、実行しているとき
には、実際に適用することができます 
 
学生は社会とのより多くの「つながり」を持ち始めたため、影響を受
けました。彼らは社会的な現象にもっと焦点を当て、積極的に努力し
ていくらかの変化を起こす 
 
コミュニティ： 

 
CityUCSE students:  
Apart from recognizing their strengths and weaknesses, 
students learnt both soft and hard skills like cooperation, project 
management, JCI ACF and UNSDGs in our intensive training 
camp. They recognized their role, to be LEADER or to be 
FOLLOWER. Importantly, they could PRACTICALLY apply when 
they were designing, planning, structuring and executing their 
projects 
 
Students were impacted because they started to have more 
“CONNECTION” with the society. They focus more on their 
concerned social phenomenon and make some CHANGES by 
their effort actively 



学生のプロジェクトは、さまざまな組織と協力しました。受益者は学
生の情熱を "感じる"ことができます。彼らはコミュニティに無限の同
情（ケアと幸福）をもたらしました。必要に応じていくらかの有限の
サポート（材料）で 
 
PJC： 
経験豊富なメンバーは、生徒のトレーナーやロールモデルになること
ができます。彼らは継続的に JCI 値を達成するためのトレーニングを
行います 
 
一方、PJC は CityUCSE および NGO との WIN-WIN および MUTUAL 
TRUST 関係を確立しました 
 
私たちは学生と手を携えて手を取ります。問題に取り組むのを助ける
のではなく、資源、励ましとサポートを提供することです。両者は互
いに学び合っていた 
 
CityUCSE： 
科学者は通常「クール」とラベルを付けました。このプロジェクト
は、学生の潜在的な性格を発見するのに役立ちます。彼らはカリスマ
的で、思いやりのある、熱狂的で想像力豊かな 

 
Community:  
Students’ projects collaborated with different organizations; the 
beneficiaries can “FEEL” the passion of the students. They 
brought the infinite sympathy (care and happiness) to the 
community; with some finite support (material) to the needed 
 
PJC:  
Experienced members can be the trainers or role models to the 
students; they CONTINOUSLY perform trainings to fulfil the JCI 
values 
 
Meanwhile, PJC established a WIN-WIN and MUTUAL TRUST 
relationship with CityUCSE and NGOs 
 
We work HAND in HAND with students; not helping them to 
tackling problems, but providing resources, encouragement and 
support. Both were mutually learnt 
 
CityUCSE:  
Scientists usually labeled “cool”. This project helps to discover 
the potential characters of the students. They are charismatic, 
caring, enthusiastic and imaginative 

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 

1.スケールを水平方向に拡大する---このプロジェクトはすべての学生
に有利です。社会やビジネスの流れなど、異なる背景を持つ学生は、
私たちのプロジェクトを豊かにすることができる異なるビジョンと洞
察力を持っている必要があります。 
2.スケールを垂直方向に拡大---より多くのパーティーが参加すると、
より多くの人々が恩恵を受けます。 PJC のトレーニング環境を向上さ
せるための良い方法です。多くのメンバーが自信を持って装備を取り
たいと考えています。一方で、結果と効果を最大限に高める、より意
味のあるプロジェクトが立ち上げられます。 
3.持続可能な開発と協力関係を維持する - このプロジェクトが持続可
能であれば、祝福さえも改善するだけではない。支援組織の中には、
HKIVE から IT を勉強している学生のように、彼らが実際に撮影に取
り組む機会を得ていることなど、恩恵を受けることができます。以前
は香港社会基金協会やストリート・スリーパーズ・アクション委員会
を知っていませんでしたが、今や多くの人々がこれらの組織の重要性
と貢献を知っています 
4.先進的な学生のプロジェクトの持続可能性、管理スキルと露出---学
生のプロジェクトは継続的に働くことができる、それらのいくつか
は、例えば、食品廃棄物、HK の政府さえ対処する解決策を見つけてい
る。プロジェクトの管理スキルとエクスポージャーを強化するため
に、これは香港全体に利益をもたらすかもしれない 
5. CityUCSE の学生が中学生のトレーナーになるようにトレーニング
スキームを変更する--- PJC のメンバーは CityUCSE の学生を継承し、
CityUCSE の生徒は中学校の学生を同時に教え、コンセプトを打ち消
し、異なるレベルで影響を拡大する 
6.マスコミとのつながり---私たちは有名な芸術家、立法評議員、元シ
ニアニュースアンカーを裁判官に招待しています。このプロジェクト
をさまざまなメディアや有名人に広く広める良いスタートです。一般
市民に知らせましょう社会への学生の貢献について 

 
1.Expand the scale horizontally --- this project is advantaged for 
all students. Students with different background, such as social 
or business stream should have different vision and insights 
which can enrich our project.  
2.Expand the scale vertically--- if more parties participate, then 
more people are benefited. It’s a good way to enhance the 
training atmosphere in PJC, with more members eager to equip 
themselves. Meanwhile, more meaningful project would be 
launched, which can maximize the outcome and impact.  
3.Maintain the sustainability and cooperative relationship with 
different parties---it’s not only an improvement even a blessing 
if this project can sustain. Some supporting organization can be 
benefited and getting known, for example, the students who 
studies IT from HKIVE, they have a chance for practically work 
on filming. No one knows Hong Kong Society of Herpetology 
Foundation or Street Sleepers Action Committee before, now 
more people know the importance and contribution of these 
organizations  
4.Further advance students’ project sustainability, management 
skills and exposure---students’ project can work continuously, 
some of them are controversial, for example, the food waste, 
even HK government are finding the solution to deal with. To 
strengthen the project management skill and exposure, this may 
benefit to HK as a whole  
5.Modify the training scheme to empower CityUCSE students 
become trainers of secondary school student --- PJC members 
inherits to CityUCSE students, and CityUCSE students teaches 
secondary school students simultaneously, topping down the 
concept and enlarge the impact in different level  
6.Connect with mass media---we are invited a famous artist, a 
legislative councilor and the former senior news anchor to be our 
judges, it’s a good start to widely spread this project through 
different media and celebrities, let the general citizen knows 
more about the student’s contribution to the society 
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