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目的  Purpose 

アジア青少年交流プロジェクトは、アジアから 12 歳から 14 歳までの
青少年に SDG 目標を推進することを目的とした 6 日間のプログラムで
す。このプログラムは、JCI Bauhinia（香港）、JCI Elite（マレーシ
ア）、JCI Uji（日本）、JCI Phnom Penh（カンボジア）、JCI 
Yogyakarta（インドネシア）、JCI Manilena Inc（マニラ）、JCI 
Sitzyywan（台湾）、JCI Samut Songkhram（タイ）、JCI Hanoi
（Vietname） 
 
このプログラムは、同じ屋根の下に住むことにより、世界の若者の国
際交流を促進することを目的としています。私たちは、SDG ゴールの
重要なメッセージを広め、グローバルネットワークをより良くするこ
とによって、世界にプラスの変化をもたらすというグローバルなビジ
ョンを持っています。私たちは若者だけでなく、世界中の人々を動員
して平和を創造することを約束します。このプログラムはまた、JCI
のさまざまな章の関係を強化し、低所得者の家族を支援することによ
って、青少年の平等な機会の概念を維持するのに役立ちます。 
 
1.文化の多様性と調和の促進：多様なグローバル社会における尊敬の
差の重要性を広げ、国家の主権を超越する。 
 
2.JCI と UN の使命とビジョンを広め、実践する：NINE（9）諸国の
JCI NOM と調整し、キャンプ場活動から旅行後の社会サービスまで、
インタビューからプリトリップ・ワークショップまで、プログラムを
通じて SDG 目標を推進する。 
 
3.若者の積極的な変化を促す：（1）参加者が異なる背景を持つ人々と
交流し、文化の違いについて学ぶことができるようにする。 
 
相互理解と友好交流。 （2）年齢、性別、色彩、社会的地位または宗
教の異なる人々の間に境界や差別がなく、長期的な世界平和を達成す
るためのグローバルなネットワークとつながりを形成することを参加
者に理解させる。 
 
4.青少年の活発な市民のための世界的なネットワークを構築する：ブ
レインストーム、計画、執行、評価から一丸となって、各国の他の
JCI の章と強力な関係を構築する。意識を高め、支持し、行動し、永
遠の世界の平和を約束するために、世界中の人々をつなぐ。 JCI メン
バーが体験学習を行い、コミットメント感覚を高め、JCI に所属する
ことを可能にするための開発機会を提供すること。 

 Asia Youth Exchange Project is a 6-day program aiming to 
promote the SDG Goals to young students between the age of 
12 to 14 from Asia. The program is co-organized by 9 countries, 
JCI Bauhinia (Hong Kong), JCI Elite (Malaysia), JCI Uji (Japan), 
JCI Phnom Penh (Cambodia), JCI Yogyakarta (Indonesia), JCI 
Manilena Inc (Manila), JCI Sitzyywan (Taiwan), JCI Samut 
Songkhram (Thailand), JCI Hanoi (Vietname). 
 
This program aims at facilitating international exchange between 
young citizens in the world by living under the same roof. We 
have the global vision of Creating Positive Change to the World 
by spreading the important message of SDG Goals and leading 
the global network to be better. We mobilize not just the youth, 
but the people all around the world to commit to creating peace. 
This program also helps strengthen the relationship between 
different JCI chapters and sustain the concept of equal 
opportunities among the youth by sponsoring students from 
lower income families. 
 
1. Promote Cultural Diversity and Harmony: To spread the 
importance of respect differences within our diverse global 
community, transcending the sovereignty of nations. 
 
2. Spreading and Enforcing mission and vision of JCI and UN: 
Coordinate with JCI NOM from NINE (9) countries and Promote 
SDG Goals throughout the program, from interview to pre-trip 
workshop, from campsite activity to after-trip social service. 
 
3. Empower Young People to Create Positive Changes: (1) To 
allow participants to interact with people with different 
background and learn about the differences between cultures, 
and therefore lead to 
 
mutual understanding and exchange of friendship. (2) To let 
participants understand that there shall be neither boundaries 
nor discrimination between people with different ages, sexes, 
colors, social statuses or religions, and thereby develop global 
network and connection for achieve long-lasting world peace. 
 
4. Build Leading Global Network of Young Active Citizens:To 
build strong relationship with other JCI chapters from different 
countries by working together from brainstorm, planning, 
execution and evaluation. To connect people from different parts 
of the world in order to create awareness, advocate, take action 
and commit to an everlasting world peace. To provide 
development opportunities for JCI members to have experiential 
leering and increase their senses of commitment and belonging 
to JCI. 

開始日※日付で記載  Start date 

   

終了日※日付で記載  End date 

   

事業対象者  Target 

マレーシア、台湾、日本、インドネシア、韓国、香港のすべての若者
と JCI メンバー 

 All youth and JCI members from Malaysia, Taiwan, Japan, 
Indonesia, Korea and Hong Kong 

SDGs の該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

  Partnerships for the Goals 

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 



   

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 

参加者 
香港、マレーシア、日本、カンボジア、インドネシア、マニラ、台
湾、タイから護衛隊を務める 103 人の学生と 40 人の JCI メンバー 
ベトナムはこのプログラムに参加した。 9 か国の JCI メンバーは、プ
ログラムを決定するために LINE グループで定期的に連絡を取りま
す。我々は ASPAC で会って、自国でのプロモーション中のさまざま
な問題について議論し、交換プログラムをより良い方法で整理する方
法についての考えを共有する。 
 
プログラム 
1.「国連ゴール - 平和と SDG」プログラム JCI として、我々は世界
を気にしています。我々は、平和と SDG の目標がどのように達成され
るのかを参加者と話し合います。参加者は、17 の SDG を代表する絵
を描き、これらの SDG が社会でどのように実践できるか、そして世界
の国々がどのように目標を達成できるかについての意見を共有するよ
う求められました。 
 
2.キャンププログラム 
このプログラムは、将来の指導者を育成し、潜在的な参加者を募集し
て JCI に加わるための種を植えるために、平和と SDG の議論から信頼
構築活動、JCI 導入までをカバーしています。 
参加者は、同じ屋根の下で生活することを通して、他の参加者のニー
ズを理解し、理解することの重要性を学び、それによって、世界平和
を創造するビジョンを備えたより良い人間であるように、 
 
「愛を広げ、抱きしめて応援する」セクションでは、世界中の人々と
参加者を心からつなげています。 
 
3.文化体験プログラム 
平和は人間のつながりから始まります。カルチャーナイト活動は、他
の国から食べ物を試飲することによって、国間の文化の直接交換の目
的を果たします。参加者は自国を紹介し、マレーシアの文化を経験し
ました。キャンプ前に参加者が作成したプレゼンテーションは、参加
者とエスコートの間のアイデアの交換を容易にし、各国についての理
解を深め、大きな JCI 家族としてつなぎます。 
 
4.ホームステイプログラム 
各海外参加者とエスコートは、1 人の地元の家族と 3 日間滞在するよ
うに割り当てられました。それは、地元の人々としての生き方と食事
の直接の味を人々に与え、地元の環境に完全に没頭しました。ホステ
ィングファミリーはまた、メンバーとアイデアを交換し、ユニークな
ホスティング体験を経験しました。 
 
5.学校訪問プログラム 
海外の参加者には、歴史教室からマレーシアの参加者と一緒にチョン
リン高校の理科教室に半日のレッスンを受ける機会が与えられまし
た。参加者とエスコートは、各国の教育制度の違いや、地域の問題解
決や地域社会への奉仕のために若者が積極的な市民になるための将来
的な交流プログラムについて学びました。 
 
6.ポストエクスチェンジソーシャルサービス 
私たちは学び、私たちは貢献します。将来の若い活発な市民として、
参加者は自分の社会的サービスを組織することが求められます。最終
的に香港のスカウトチーム（6 歳〜8 歳）と調整し、高齢者センターを
訪問します。 50 人以上の高齢者と 30 人のスカウトチームが参加して
いる HK 参加者は、スカウト子供たちをリードして、ソーシャルサー
ビスのプログラムの概要を決定し、リーダーシップスキルを強化し、
若い積極的な市民として社会に貢献し、持続可能な開発のための若い
世代であっても、独自のスキルを開発することができます。 

 Participants 
103 students and 40 JCI members acting as escorts from Hong 
Kong, Malaysia, Japan, Cambodia, Indonesia, Manila, Taiwan, 
Thailand and  
Vietnam participated in this program. The JCI members from 
the 9 countries have regular communication in the LINE group 
to decide the program. We also met in ASPAC to discuss all the 
different issues during the promotion in our own country, and 
share our thoughts on how to organise the exchange program in 
a better way. 
 
Programs  
1.“The UN Goal - Peace and SDG” Program As JCI, we care 
about the world. We discuss with participants how peace and 
SDG Goals could be achieved. Participants were asked to draw 
pictures representing the 17 SDGs and share their thoughts on 
how these SDGs could be practiced in the society and how 
countries in the world could cooperate to achieve the goals. 
 
2. Camp Program  
The program ranges from peace and SDGs discussion to trust 
building activities, to JCI introduction in order to train up our 
future leaders and plant the seeds for recruiting potential 
participants to join JCI.  
Through living under the same roof, the participants learn about 
the importance of being considerate and understanding the 
needs of other participants, and thereby train up their internal 
qualities to be a better person with vision to create world peace. 
 
‘Spread love, hug and cheer up’ section built a heartfelt 
connection between participants with people from different parts 
of the world. 
 
3. Cultural Experience Program  
Peace begins with human connection. The Cultural Night activity 
serves the purpose of direct exchange of cultures between 
countries by tasting food from other countries. The participants 
introduced their own countries and experienced Malaysian 
culture. Presentations prepared by participants before the camp 
also facilitates the exchange of ideas between participants and 
escorts and strengthen their understanding about each country, 
connecting us as one big JCI family. 
 
4. Homestay Program  
Each overseas participant and escort was assigned to stay with 
one local family for 3 days. It gave the members direct taste of 
living and dining as a local and fully immersing themselves in 
the local environment. The hosting family also has a chance to 
exchange ideas with the members and experienced a unique 
hosting experience. 
 
5. School Visitation Program  
The overseas participants were given a chance to have half-day 
lessons from History Class to Science Class in Chung Ling High 
School with the Malaysian participants. Participants and escort 
learnt and shared about the differences in education systems 
among different countries and possible exchange programs to 
be hosted in the future to empower young people to become 
active citizens to solve local problems or serve the community. 
 
6. Post-Exchange Social Service  
We learn and we contribute. As our future young active citizens, 
the participants are required to organise their own social 
service. We finally coordinate with a scout team (age 6-8) in 
Hong Kong to visit the elderly centre. With more than 50 elderly 
and 30 scout team, the HK participants are required to lead the 
scout kids to decide the program rundown of the social service, 
reinforcing their leadership skill and training them to be next 
young active citizen to contribute to the society, empower the 
even young generation for sustainable development, and 
develop their own personal skills. 



1.アジアにおける文化多様性と調和の促進地域社会：平和で安全な世
界に貢献するための文化的多様性と調和＆国際理解の重要性を広め
る。 
 
2.JCI と UN の使命とビジョンを広め、実践する：NINE（9）諸国の
JCI NOM と調整し、キャンプ場活動から旅行後の社会サービスまで、
インタビューからプリトリップ・ワークショップまで、プログラムを
通じて SDG 目標を推進する。 
 
3.若者に OMOIYARI と UN へのコミットを促すビジョンとポジティブ
な変化の創造：参加者が異なる背景を持つ人々と交流し、文化の違い
について学び、相互理解と友好の交換につながり、グローバルネット
ワークと達成永遠の世界平和。 
 
4.若い活発な市民の世界的なネットワークを構築する：ブレインスト
ーム、計画、実行プロセスを通じて、各国の JCI の章との関係を構築
する。世界中のさまざまな地域の人々をつなぎ、地域社会と世界に大
きな影響を与える。 JCI メンバーが体験学習を行い、JCI のコミット
メントと所有感を高めるための開発機会を提供する。 

 
1. Promote Cultural Diversity & Harmony in Asia local 
community: To spread importance of cultural diversity & 
harmony & international understanding in contributing to 
peaceful & secured world. 
 
2. Spreading and Enforcing mission and vision of JCI and UN: 
Coordinate with JCI NOM from NINE (9) countries and Promote 
SDG Goals throughout the program, from interview to pre-trip 
workshop, from campsite activity to after-trip social service. 
 
3. Empower Young People to commit to OMOIYARI and UN 
Vision & Create Positive Changes: Allow participants to interact 
with people with different background & learn about differences 
between cultures, leading to mutual understanding & exchange 
of friendship, thereby develop global network & connection for 
achieve long-lasting world peace. 
 
4. Build Leading Global Network of Young Active Citizens: Build 
connection with JCI chapters from different countries through 
brainstorm, planning & execution processes. Connect people 
from different parts of the world to create larger impact on the 
community & the globe. Provide development opportunities for 
JCI members to have experiential learning & increase their 
senses of commitment & belonging to JCI. 

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 

影響 
学生は学校でアジア青少年交換プログラムの経験を共有しました。数
百人の学生が積極的に影響を受けました。プログラムは Facebook と
JCI コミュニティで報告されました。他の社会メンバーと一緒に高齢
者センターにも広がっています。潜在的にはるかに大きな影響が社会
全体に広がっていた。 
 
動機づける 
私たちは、学生が教室の外で学び、文化の多様性を取り入れるように
動機づけました。私たちはまた、JCI メンバーに潜在的なパートナー
シップとネットワーキングの可能性を探して、能力を高めるよう動機
づけました。 
 
投資 
スポンサーは、低所得層の学生を支援し、プログラムをより有意義か
つ持続可能なものにするためのプログラムを支援することを奨励しま
した。彼らはまた、ペナンの宿泊施設を、お金と私たちのプログラム
への実際の参加によって提供しています。 
 
コラボレート 
9 つの異なる JCI の章からの高い意欲を持ったメンバーが協力して、
プロジェクトを成功させる強力な結合を作り出しました。私たちは、
プロジェクトをより効果的に運営するためのアイデアを共有するた
め、頻繁なコミュニケーション・チャネルを持っています 
 
接続する 
私たちは、JCI メンバー、コミュニティ、スポンサー、および他のパ
ートナーの間で、水平方向と垂直方向の両方に接続します。私たちは
ネットワークを強化し、すべての関係者間で長期にわたる橋渡しをし
ました。 

 
Impact 
Students shared their Asia Youth Exchange Program experience 
at schools. Hundreds of students were positively impacted. The 
program was reported on facebook and within the JCI 
community. It is also spread to elderly centre with other society 
members. A potentially much larger impact had been spread 
throughout the societies. 
 
Motivate 
We motivated students to learn outside their classroom & 
embrace cultural diversity. We also motivated JCI members to 
look for potential partnerships & networking possibilities to 
enhance their ability. 
 
Invest 
We encouraged sponsors to support our program to help 
students from lower income families & make the program more 
meaningful & sustainable. They also sponsor the accommodation 
in Penang by money and actual participation in our program. 
 
Collaborate 
Highly-motivated members from 9 different JCI chapters 
collaborated to create a strong bonding to make the project 
successful. We have frequent communication channels to share 
our idea in running the project better. 
 
Connect 
We connect both horizontally & vertically between JCI members, 
communities, sponsors & other partners. We enhanced our 
network & developed a long-lasting bridge between all parties. 

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 

絶対に。 OC チームはスポンサーシップのために 50 以上の組織に連
絡を取りました。 私たちは、AYEP をスポンサーに紹介し、参加する
ことでどのように利益を得ることができるのかについて、発表を行い
ました。 
 
合計 15 の CSR スポンサーと企業スポンサーがアジア青少年交流プロ
ジェクトに資金援助を提供し、100,000 香港ドルを後援 
 
参加者 1 人当たりの登録料は US $ 250 です。 合計$ 20,000 の収入
と約 13,000 ドルのスポンサーシップを抱えていましたが、主に会場
は 7,700 米ドル、輸送（フライトと現地）は 14,000 米ドル、食事は
USD 5,000、トレーニング資料は 2,050 米ドル、物流は 1,650 米ド
ル、 キャンプ前とキャンプ後の広報イベントとブリーフィングは
1,400 ドル、その他は 1,200 ドルです。 最後に、赤字ゼロの予算を
十分に活用しました。 

 
Absolutely. OC Team have contacted over 50 organisations for 
sponsorship. We conducted pitching presentation to introduce 
AYEP to sponsor & how they could benefit by joining. 
 
A total of 15 CSR sponsors & corporate sponsors provided 
financial support to Asia Youth Exchange Project, sponsoring 
over HK$100,000 
 
Registration fee per participant is US$250. With a total of 
USD$20,000 income together with around USD13,000 
sponsorship, our expenses were mainly spent on 7 areas include 
venue USD$7,700, transportation (flight and local) USD$14,000, 
meals USD$5,000, training materials USD$2,050, logistics 
USD$1,650, pre-camp and post-camp public relations events 
and briefing USD$1,400 and miscellaneous USD$1,200. Finally 
we fully 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 



JCI ミッション 
1.私たちは、異文化理解と世界平和と SDG の目標を支持することによ
って若者が積極的な変化を起こす機会を提供しました。 
 
2.私たちは、学校訪問、両親、参加者、スポンサー、公共コミュニテ
ィへの JCI のプロモーション、プレスリリースと Facebook のプロモ
ーションの発行を通じて、コミュニティとメディア間の JCI の可視性
を高めました。 JCI メンバーは、今後のコラボレーションのために非
営利団体とパートナーシップを構築することができます。 
 
3.私たちは、議論と討論を促すことによって、オマイヤリ精神、SDG
目標、JCI、国連の使命とビジョンを広めました。共有を通じて、私た
ちは問題に関する認識と知識を高めます。 
 
4.私たちは、国際的な文化交流体験のために、参加者が海外のメンバ
ーと交流し、協力し、長期にわたる世界平和を達成するための相互理
解の重要性を理解する機会を提供しました。 
 
JCI ビジョン 
JCI グローバルネットワークの利点は、この貴重な国際文化交流の機
会を若者に提供することでした。私たちは、グローバルな市民として
行動し、平和を実現し、SDG の目標を達成するために一緒に行動しま
した。このプログラムは若い積極的な市民として自分自身を約束する
将来の指導者を訓練しました。 

 
JCI Mission 
1. We provided development opportunities to empower young 
people to make positive change by intercultural understanding & 
advocating world peace and SDG goals. 
 
2. We increased JCI visibility among communities & media 
through visiting schools, promoting JCI to parents, participants, 
sponsors & public community, issuing press release & Facebook 
promotion. JCI members can develop partnership with non-
profit organizations for future collaborations. 
 
3. We spread OMOIYARI spirit, the SDG goals, JCI and UN 
mission and vision by encouraging discussion and debating. 
Through sharing, we increase our awareness and knowledge on 
the issues. 
 
4. We provided chances for participants to connect & collaborate 
with overseas members for international cultural exchange 
experience & understand the importance of mutual 
understanding in achieving a long-lasting world peace. 
 
JCI Vision 
The advantage of JCI global network provided this precious 
international cultural exchange opportunities to young people. 
We behaved as global citizens to act together to make peace 
possible and our SDG goals working. This program trained up 
future leaders who commit themselves as young active citizens. 

   

② LOM 間の協力 
 

Cooperation between the Local Organizations 

2 つの組織はどのように協力・協働しましたか？  
 

How did the two organizations work together? ※150 単語ま
で 

9 カ国、JCI Bauhinia（香港）、JCI Elite（マレーシア）、JCI Uji
（日本）、JCI Phnom Penh（カンボジア）、JCI Yogyakarta（イン
ドネシア）、JCI Manilena Inc（マニラ）、JCI Sitzyywan（台
湾）、JCI Samut Songkhram（タイ）、JCI Hanoi（ベトナム）が協
力してプログラムを成功させました。 
 
この意味のあるプロジェクトを共同作業するときは、頻繁なコミュニ
ケーションが重要です。私たちは LINE、WhatsApp＆Facebook を使
い、密接に連絡を取りました。インスタント・ディスカッションを容
易にするために、WhatsApp グループで緊急の問題が提起され、議論
される可能性があります。 
 
チームとして働くときは労働分業が重要です。プロジェクトの一般的
な枠組みを議論した後、各地方支部は、インタビュー、参加者説明
会、昇進活動などの活動を行った。 
 
ブリーフィングとデブリーフィングは、プログラム中の重要な要素で
す。今日のパフォーマンスを評価し、翌日の序盤を巡って JC メンバー
がプログラム中の役割を認識できるように、毎朝、毎晩ミーティング
を開催しています。 

 
9 countries, JCI Bauhinia (Hong Kong), JCI Elite (Malaysia), JCI 
Uji (Japan), JCI Phnom Penh (Cambodia), JCI Yogyakarta 
(Indonesia), JCI Manilena Inc (Manila), JCI Sitzyywan (Taiwan), 
JCI Samut Songkhram (Thailand), JCI Hanoi (Vietnam) 
collaborated to make the program successful. 
 
Frequent communication is the key when collaborating on this 
meaningful project. We made use of LINE, WhatsApp & 
Facebook to keep in touch closely. Any urgent problems could be 
raised & discussed in the WhatsApp group to facilitate instant 
discussion. 
 
Division of Labor is important when working as a team. After 
discussing the general framework of the project, each local 
chapters carried out their actions, including interviews, 
participants briefing sessions and promotion activities. 
 
Briefing and Debriefing are important elements during the 
program. We have meetings every morning and night to 
evaluate the current-day performance and go through the next-
day rundown, ensuring JC members are aware of their role 
during the program. 

このプロジェクトのタスク・仕事を組織間でどのように分担したかを
記述してください。 

 
Describe how the tasks and planning of the project were 
divided between the organizations. ※250 単語まで 

JCI メンバー、コミュニティ、スポンサー、その他のパートナーとの
間で、水平方向と垂直方向の両方に接続します。 
 
各組織の一般的な役割 
- プログラムの企画・準備 
- 自国でのプロモーション 
- 地元参加者の募集 
- 世界平和の要素に関する議論 
- JCI メンバーによるプレゼンテーションセクション 
 
各組織の特定の役割 
 
JCI Bauhinia（香港） 
- スポンサーシップ・ピッチング 
- 参加者と保護者との世界平和と SDG の目標についての議論、オンラ
インプラットフォームでの推進 
- 日々のプログラムの支援：「国連ゴール - 平和と SDG」プログラ
ム、国際夜 
- 参加者へのプログラムのフィードバックと影響をフォローアップす
るための評価会議の後援 
- 学生、保護者、スポンサー、地元の JC メンバー間で共有セッション
を調整する 
 
JCI エリート（マレーシア） 
- メインプログラムコーディネーター 
- 会場の準備、食事、運送 
- ホームステイと地元の学校との連絡 
- スポンサーシップ・ピッチング 
 

 
Connect both horizontally and vertically between JCI members, 
communities, sponsors and other partners. 
 
General roles for each organizations  
- Planning & preparation of programs  
- Promotion in own country  
- Recruitment of local participants  
- Discussion on world peace elements  
- A presentation section by JCI members 
 
Specific roles for each organization 
 
JCI Bauhinia (Hong Kong)  
- Sponsorship pitching  
- Discussion of world peace and SDG goals with participants & 
parents, & promote in online platform  
- Program on-day support: “The UN Goal - Peace and SDG” 
Program, International Night  
- Post evaluation meetings to follow up feedback & impacts of 
program to participants  
- Arrange sharing sessions between students, parents, sponsors 
& local JC members 
 
JCI Elite (Malaysia)  
- Main program coordinator  
- Venue preparation, meals & transportation  
- Liaise with homestay families & local school  
- Sponsorship pitching 
 



JCI Sitzyywan（台湾）、 
- 募集およびプロモーション資料 
- プログラムの日々のサポート：マレーシア文化夜、遺産発見プログ
ラム 
 
JCI ジョグジャカルタ（インドネシア） 
- スポンサーシップ・ピッチング 
- プログラムの日々のサポート：インドネシアのダンス教育、インタ
ーナショナルナイト 
 
JCI 宇治（日本） 
- プログラムの日々のサポート：インターナショナルナイト、日本の
ダンス教授 
 
JCI プノンペン（カンボジア） 
- プログラムの日々のサポート：文化体験プログラム、スクール訪問
プログラム 
 
JCI Manilena Inc（マニラ） 
- プログラムの日々のサポート：ホームステイ・マッチング・セクシ
ョン 
- 資源の物流 
 
JCI Samut Songkhram（タイ） 
- プログラムの日々のサポート：国際夜、遺産発見プログラム 
- 宿泊施設と食事の準備 
 
JCI ハノイ（ベトナム） 
- プログラムの日々のサポート：文化体験プログラム、スクール訪問
プログラム 
- 資源の物流 

JCI Sitzyywan (Taiwan),  
- Recruitment and promotion materials  
- Program on-day support: Malaysia Cultural Night, Heritage 
Discovery Program 
 
JCI Yogyakarta (Indonesia)  
- Sponsorship pitching  
- Program on-day support: Indonesian Dance teaching, 
International Night 
 
JCI Uji (Japan)  
- Program on-day support: International Night, Japanese Dance 
teaching 
 
JCI Phnom Penh (Cambodia)  
- Program on-day support: Cultural Experience Program, School 
Visitation Program 
 
JCI Manilena Inc (Manila)  
- Program on-day support: Homestay Family Matching Section  
- Logistics of resources 
 
JCI Samut Songkhram (Thailand)  
- Program on-day support: International Night, Heritage 
Discovery Program  
- Accommodation and Meal preparation 
 
JCI Hanoi (Vietnam)  
- Program on-day support: Cultural Experience Program, School 
Visitation Program  
- Logistics of resources 

   

③ メンバーへの影響と JCI ヴィジョンへの貢献 
 

Impact on Members and Contribution to the JCI Vision 

このプロジェクトの運営によって、LOM メンバーが得たことを記述し
てください。 

 
How did the members of the Local Organizations benefit 
from running this project? ※200 単語まで 

会員間の結束を強める 
章内では、スポンサーシップから募集、昇進までのプログラム準備に
取り組むためにメンバーが集まりました。安全でスムーズな旅行を確
実にするために、エスコート会員全面的なサポートが与えられまし
た。メンバーが今後このプログラムをやり直すために大きな支持を得
ました。 
 
2.個人的な発達とより良い人間になる 
JCI のエスコート会員は、このプログラムは忘れられない国際交流経
験であり、異なる文化についての理解を深めることに同意しました。
彼らは、良い指導者、良いプレゼンター、そしてより良い人間になる
方法を学びました。 
 
3.積極的な市民としてのコミットメンバ 
このプログラムは、積極的な市民としての会員のコミットメントを確
認し、社会に貢献して積極的な変化をもたらすのに役立ちます。参加
者と JCI のメンバーに起こった肯定的な変化は、地元の組織にこのプ
ログラムを継続し、より大きなインパクトを与えるよう心がけていま
す。 
 
4.グローバルな認知は、新しいメンバーを募集するために社会内で私
たちの名前を促進する 
このプログラムは、最優秀ローカル OMOIYARI プロジェクトを受賞
し、台湾の高雄で開催された 2016 年アジア太平洋会議で最優秀組織
間共同プロジェクトにノミネートされました。私たちのビジョンの評
判は JCI コミュニティに広がっており、私たちは新しいメンバーに名
前を広めることができます。 

 
1. Strengthen bonding among members  
Within chapter, members united to work on pre-program 
preparation, from sponsorship to recruitment to promotion. Full 
support was given to escort members to ensure a safe and 
smooth trip. Great support was gained from members to carry 
on this program again in the future. 
 
2. Personal development & become better persons  
Our JCI escorts members agreed that the program is an 
unforgettable international exchange experience & allows them 
to deepen their understanding about different cultures. They 
learnt how to be good leaders, good presenters & better 
persons. 
 
3. Committed members as active citizens  
This program helps confirm members' commitments as active 
citizens and contribute to the society to create positive change. 
The positive changes happened on participants & our JCI 
members have deeply motivate the local organizations to 
continue this program and make it a larger impact. 
 
4. Global recognition promotes our name within society to 
recruit new members  
The program was awarded Best Local OMOIYARI Project and 
nominated Best Inter-organization Collaboration Project in 2016 
Asia-pacific Conference held in Kaohsiung, Taiwan. The 
reputation of our vision has spread among JCI communities and 
we are able to promote our name to our new members. 

このプログラムによって、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 program advance the JCI Vision? ※200 単語ま
で 
【参考】JCI Vision：To be the leading global network of young 
active citizens 

世界をリードするグローバルネットワークを拡大 
このプログラムにより、JCI Bauhinia は世界中の姉妹支部以外の他の
組織と強固に結びつき、共通の目標に向かって協力し、参加者と地域
社会の両方に肯定的な変化をもたらします。 
 
より多くの若者に積極的な市民としての動機を与える 
私たちは、JCI メンバー間のグローバルネットワークを構築するだけ
でなく、参加者がグローバルな関係を拡大し、若い積極的な市民とし
てコミットし、社会貢献の方法を考えるよう促しています。 
 
若者がより良い人になるように力を与える 
私たちのメンバーは地元の参加者がより良い人になるように力を与
え、プログラムから学んだことをどのように社会に貢献するために適
用するかを教えます。 ビジョンを進歩させるため、AYEP2016 の関
与する組織はすべて、すでに AYEP2017 の詳細と計画を議論してお
り、他の関係者をコラボレーションに招待しています。 

 
Expand its leading global network  
This program enables JCI Bauhinia to build up a strong 
connection with other organizations other than sister chapters 
around the globe & work together towards a common goal – 
create positive changes for both participants and the 
community. 
 
Motivate more young people to be active citizens  
We are not only building global network among JCI members, 
but also motivating participants to expand their global 
connection and encourage them to commit as young active 
citizens & think about how they can contribute to the society. 
 
Empower young people to be better persons  
Our members empower the local participants to be better 
persons & teach them how to apply what they learnt from the 
program to contribute to the society. Advance the vision, all the 



involved organizations for AYEP 2016 are already actively 
discussing the details and planning for AYEP 2017 & inviting 
other interested parties for collaborations. 

   

④ 地域社会への影響 
 

Community Impact 

地域社会的影響を、どのように測りましたか？ 
 

How did the Local Organizations measure community 
impact? ※200 単語まで 

コミュニティの影響は、次のように測定できます。 
コミュニティの認識と認知 
 
（1）参加者の 100％が、このプログラムについての積極的な経験を持
っていることに同意し、来年には友人に推薦します。 
（2）95％以上の JCI メンバーは、来年度もこのプログラムを手伝う
と約束した。 
（3）参加者から 150 以上の「平和が可能」カードを受け取りまし
た。 
（4）参加者と護衛のために 30 以上の報告書とビデオを提出 
（5）社会的認知： 
 
ラジオ放送の視聴者数千人 
地方新聞報道 3 枚 
学校でのポストシェアによる数百人の学生 
1000 以上の Facebook 好き 
両親からのプログラムの効果についての積極的な認識は、地域社会に
おけるプログラムの社会的意識を高めている。 より多くの人々が
AYEP 2018 の詳細を聞くメッセージを送信しています。 

 
The community impact can be measured as follow: 
Community Awareness and Recognition 
 
(1) 100%of participants agreed they have positive experience 
about this program & will recommend their friends to join next 
year. 
(2) More than 95% JCI members who join the program 
promised they will help this program again next year. 
(3) Received more than 150 “Peace is Possible” cards from 
participants. 
(4) More than 30 written reports & videos made by participants 
& escorts for reflection 
(5) Social recognition by: 
 
Thousands of audience on radio broadcasting 
3 pieces of local Newspaper reporting 
Hundreds of students by post-sharing at schools 
Over 1000 Facebook likes 
The positive recognition from the parents on the effect of the 
program increases the social awareness of the program in local 
community. More people are now sending messages to ask the 
details of AYEP 2018. 

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 

社会問題 
65％の学生は自分自身を特定し、外部の人に香港の特別な地位を説明
することが困難です。政府の統計によれば、低所得の家族の 50％が香
港外にいたことはありません。彼らは貧困線の下で生活し、世界を見
る機会がない。 
 
このプログラムは、参加者、JC メンバー、地域の学校、地域社会な
ど、プロジェクトに関わったすべての人に肯定的な変化をもたらしま
す。アジアからの学生を集め、ユニークなキャンプ＆ホームステイ家
族プログラムを提供します。このプログラムは、学生が HK をどのよ
うに見ているかを学生に示します。 
- 9 カ国から 103 名、昨年より 20％増加 
- 70 人以上のホスティングメンバーを含むホストファミリー。昨年よ
り 30％増加 
- 教員、学生、保護者の 800 人以上のメンバー、学校訪問プログラム
と事後共有のセクションで 50 以上の学校を含む 
- SDG の目標に着目し、ソーシャルメディア（新聞、ウェブサイト）
でプログラムとスポンサーシップを放送し、香港のコミュニティ全体
に影響を与えた 
- 昨年と比較して参加者の数が 50％増加し、このプロジェクトの公益
と受け入れが示された 
- Facebook で 1200 以上の好きなもの、社会的意識が得られ、週に
10％の割合で増加 
 
このプログラムの利点を地元の組織にさらに進展させるため、
AYEP2018 を継続し、より多くの JC メンバーが世界に参加して最大
のプラスの変化を達成するために大きな影響を及ぼすよう招待しま
す。 
 
このプログラムは、学生が国際文化交流を体験する機会を提供しま
す。そのような経験は日常生活では得られなかった。私たちは JCI を
地域社会に直接リンクさせ、JCI の価値観を「人類の兄弟愛が国家の
主権を超越する」ことを体験するために大きな社会的影響を創出しま
す。 

 
Social Problem 
65% students have difficulties in identifying themselves and 
explaining the special position of HK to outsiders. Government 
statistics shows 50% of low income family children have never 
been outside Hong Kong. They live under poverty line & lack the 
opportunity to see the world. 
 
The program creates positive changes in everyone who have 
been involved in the project, from participants, JC members, & 
local schools to community. We gather students from Asia and 
provide UNIQUE camping & homestay family program, which 
exposes students to how HK is seen by others. 
- 103 participants from 9 different countries, 20% increase from 
last year 
- Host families involving more than 70 hosting members, 30% 
increase than last year 
- More than 800 members of teachers, students & parents, 
involving more than 50 schools in School Visitation Program & 
Post-Sharing sections 
- Broadcasting the program & our sponsorship in social media 
(newspaper, website), gaining attention of the SDG goals, 
impacted whole community in Hong Kong 
- Number of participants as compared with last year increased 
by 50%, showing that the public interest & acceptance of this 
project 
- More than 1200 Likes on Facebook, social awareness is gained, 
increase rate by 10% per week 
 
To further advance the advantages of this program to our local 
organization, we will continue the AYEP 2018, inviting more JC 
members from other countries to participate & create greater 
impact to the world to achieve the greatest positive change. 
 
This program offers an opportunity for students to experience 
international cultural exchange. Such kind of experience could 
not be gained in daily life. We link JCI to the community directly 
and creates huge social impact to experience the JCI Values 
“that brotherhood of man transcends the sovereignty of 
nations”. 

   

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 



よりよい世界のための世代的コミットメント 
私たちは、地域社会と JCI メンバーが、世界平和や SDG の目標などの
JCI と国連の使命とビジョンをより良く理解し、それを家族、友人、
地球儀に伝えることを願っています。 
 
参加者 
すべての参加者が積極的に社会的または自発的な活動に参加し、積極
的な地球市民となり、積極的な変化を創出することを期待していま
す。我々は彼らが世界のネットワークを拡大し、世界の文化的調和と
世界平和と SDG 目標の価値を広げ続けることを願っています。これら
の子どもたちが未来の指導者になり、JCI に加盟し、JCI ミッション＆
ビジョンを達成し続けることを期待しています。 
 
JCI コミュニティ 
将来的には、JCI のより多くの支部がこのプログラムに参加して、よ
り大きなインパクトを生み出し、持続可能な文化の調和と世界平和の
目標を達成できることを願っています。 
 
地域コミュニティ 
より多くの人々が地域社会のニーズを分析し、異なるイニシアチブを
実施して貧困層を支援する積極的な市民になることを願っています。 

 
A Generational Commitment for Better World 
We hope community & JCI Members have better understanding 
of the JCI and UN mission and vision, such as world peace and 
SDG goals and pass it to their families, friends & globe. 
 
Participants 
We expect all participants to actively participate in social or 
voluntary work to become active global citizens & create positive 
changes. We hope they will continue to expand their global 
network & spread the value of cultural harmony and world 
peace and SDG Goals around the world. We expect to see these 
children become our future leaders & join JCI as members & 
continue to fulfill JCI Mission & Vision. 
 
JCI community 
We hope that in future, more JCI chapters around the globe 
could join this program to create a greater impact & better 
achieve the goal of lasting cultural harmony & world peace. 
 
Local Community 
We hope more people will analyze the needs of local community 
& contribute themselves to be an active citizens to help the 
needy by implementing different initiatives. 

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.ホームステイ期間を延長する 
参加者の中には、ホームステイ期間が短すぎると思っていて、少なく
とも 5 日間それを長くして、地域社会に適応し、歴史や文化について
より深く理解できるようにすることを推奨しました。 
 
2.国際 JCI ネットワークを利用してプロモーションを行う 
アスパックの機会を活用して、プログラムに関するさらなるプロモー
ションを行い、JCI の国際ネットワークを通じて世界中の OMOIYARI
と SDG の目標を広め、私たちのアイデアを彼らと共有することができ
ます。 
 
3.もっと同感のあるパートナーと協力する 
他の国々からこのプログラムに参加し、他の国の子どもたちをより多
く集めて、参加者が異なる国の子供たちと会うことができるように、
他の章を招待してください。ターゲットオーディエンスの年齢層を広
げ、より多くの JCI メンバーがヘルパーやエスコートであることを奨
励する。 
 
4.パートナーシップ（NGO）組織の関与を拡大する 
より多くのコミュニティセンターを招待して、参加者にホームステイ
の機会を提供するために、サービスを提供する機会や地域の家族を提
供する機会を提供する。参加者に実り多い経験と肯定的な変化をもた
らす機会を与えるために、より戦略的なパートナーとの関係を構築す
る。 

 
1. Extend the home stay period 
Some participants think that the home stay period was too short 
and recommended us to lengthen it to at least 5 days so that 
they can have more time to adapt to the local community and 
have deeper understanding about the history and cultures. 
 
2. Make use of international JCI network for promotion 
We can make use of the opportunity in ASPAC to do more 
promotions about the program, and spread the message of 
OMOIYARI and SDG goals worldwide through JCI international 
network, and share our ideas with them. 
 
3. Collaborate with more like-minded partners 
Invite more chapters from other countries to participate in this 
program and have them bring in more children from other 
countries so participants can meet more children from different 
countries. To expand the age range of target audience and 
encourage more JCI members to be helpers or escorts. 
 
4. Enlarge the involvement of partnering (NGOs) organization 
To invite more community centers to provide us an opportunity 
to provide services or more local families for more home stay 
opportunities for our participants. To build connection with more 
strategic partners for giving participants more fruitful experience 
and opportunities to create positive changes. 
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