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目的  Purpose 

•コミュニティ： 
ステートレスな子どもたちに組織間のコラボレーションを通して基本
的な教育と生活スキルを装備する。 
プレスリリースとメディアを通じた宣伝によるこの無国籍児童問題へ
の意識を高める 
さまざまな方法やメディアチャンネルを通じて、平和のメッセージを
地域社会に広める 
団結と平和の重要性を教育するためのチャネルとしてのコミュニティ
活動を通じ、若い世代を育成する 
コミュニティに利益をもたらす機会を提供することによって、一般市
民が平和のメッセンジャーになれるようにする 
•JCI メンバー 
コミュニティサービス、スキル開発、リーダーシップの JCI メンバー
に開発の機会を提供すること。 
JCI メンバーのアクティブ市民活動の枠組みを浸透させる 
•JCI ローカル組織 
JCI の地域組織活動を JCI 平和に合わせることは、可能な動きとその
目標です 
政府部門、民間企業など、さまざまな部門と協力して、団結と平和の
メッセージをさらに促進する機会を JCI 地方組織に提供する。 
団結と平和を促進するための努力をさらに推進し強化するために、他
の地方の非政府組織（NGO）と協力する機会を JCI 地方組織に提供す
ること 
将来の開発機会のために一般市民の間で JCI 価値の認識を作成するこ
と。 

 •Community:  
To equip stateless children with basic education and life skills 

through inter-organizational collaboration.  
To create awareness of this stateless children issue by publicity 

through press release and media  
To spread the message of peace in the community through 

various methods and media channels  
To develop the younger generation via community actions as a 

channel to educate the importance of unity and peace  
To empower members of the public to be a messenger of 

peace by providing them opportunities to benefit the community  
•JCI Members  
To provide development opportunities to JCI members in 

community service, skill development and leadership.  
To instill Active Citizenship Framework principles among JCI 

members  
•JCI Local Organization  
To align the JCI Local Organization activities to JCI Peace is 

Possible movement and its goals  
To provide the JCI Local Organization with opportunities to 

collaborate with different sectors, eg: government sector, 
private corporations, to further promote the message of unity 
and peace.  
To provide the JCI Local Organization with opportunities to 

collaborate with other local non-governmental organizations 
(NGO) to further promote and strengthen the effort to promote 
unity and peace  
To create awareness of JCI values among members of the 

public for future development opportunities. 
開始日※日付で記載  Start date 

  February 01, 2017 

終了日※日付で記載  End date 

  September 30, 2017 

事業対象者  Target 

地域社会、JCI メンバー、JCI 地方組織、その他の JCI 地方組織、地方
青少年団体、政府、公衆 

 Local community, JCI Members, JCI Local Organization, Other 
JCI Local Organizations, Local youth Organizations, Government, 
Public 

SDGsの該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

  Peace, Justice and Strong Institutions 

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 

  Peace, Prosperity and Sustainability 

概要  Overview 

マレーシアのサバ州は、推定 310 万人の市民を抱え、同国で 2 番目に
大きな州です。悲しいことに、マレーシアの一番貧しい州でも、一日
あたりの平均収入は 1 日当たりわずか 4.00 ドルです。その数の中に
は、説明されていない住民のグループがあります。彼らは無国籍者で
あり、彼らの子供たちは最も苦しむ人です。彼らは一般にサバの「無
国籍の子供」として知られています。 
 
これらの「無国籍の子供」は誰ですか？彼らは、次のいずれかの文書
を持たない子供です。 
•出産時に放棄された、 
•採択されたが、誕生の両親を追跡できない 
•マレーシアの配偶者に結婚を登録していない外国人に生まれた子供 
多くは半分のマレーシア人です。保護者が出生時に証明書を登録しな
かったマレーシア人もいます。その国の難民か、より良い生活を送る
ために海外に逃げた人もいます。アフマド・ザヒッド・ハミディ内務
副大臣は、2016 年に、国籍なしでマレーシアに住む無国籍の子供
290,437 人がいると述べた。マレーシアの国家登録局（NRD）による
と、2012 年には、サバ州に住むと推定される無国籍の子供 44,000 人
がいました。 2016 年には、この数字は 5 万人の子供にまで上がっ
た。 
 
これらの無国籍の子どもたちは、サバハ政府にとって多くの社会的、
政治的問題を作り出しています。資料がなければ、地元の学校に通う
ことはできません。彼らは地元の言語、マレーシア語を話すことも、

 Sabah, Malaysia, is the second largest state in the country, with 
its estimated 3.1 million citizens. Sadly, it is also the poorest 
state in Malaysia with the lowest average daily income of only 
USD$ 4.00 per day. Among its numbers, there is a group of 
residents which are not accounted for. They are the stateless 
people, and their children are the ones who suffer the most. 
They are commonly known as the ‘Stateless Children’ of Sabah. 
 
Who are these ‘Stateless Children’? They are children with no 
documents that are either:  
• Abandoned at birth,  
• Adopted but cannot trace their birth parents  
• Children born to a foreigner who did not register their 
marriage to their Malaysian spouse  
Many are half-Malaysians. Some are Malaysians whose parents 
did not register their certificate at birth. Some were either 
refugees of their countries or fled abroad to Malaysia in hopes of 
a better life. In 2016, the Home Department Minister Ahmad 
Zahid Hamidi said that there are 290,437 stateless children 
living in Malaysian without any citizenship. According to the 
National Registration Department (NRD) of Malaysia, in 2012, 
there were 44,000 stateless children estimated to be living in 
Sabah. In 2016, this figure rose to 50,000 children. 
 



数学を数えることもできません。彼らは質の高い教育が欠けている。
ドキュメンテーションがなければ、彼らは公衆衛生を得ることができ
ません。彼らはワクチン接種されておらず、伝染病を広げる可能性が
あります。彼らは家庭伝統の医学に頼るだけでよくなります。彼らは
健康と健康に欠けています。書類がなければ、法的雇用を求めること
はできません。彼らは通常、違法な雇用、盗みなど、他の生き方を見
つける。彼らは差別、虐待、搾取、人身売買に脆弱である。これらは
すべて社会的悪影響をもたらし、平和を崩壊させます。 
 
- 結果 -  
 
JCI アクティブ・シチズンシップ・フレームワークを使用して、調査
とニーズ分析を実施しました。 
 
首都サバ州のコタキナバルには、無国籍の巨大な子供たちがいます。
その多くはプタタン、リカス、イナナム、マンガタルの地区に住んで
います。彼らはこの大都市での生活のために戦うためにコタキナバル
への両親に従っています。初等教育に入学することができない場合、
彼らは通常、両親が仕事から帰ってくるのを待つ間、家にいます。 
JCI Impact は、これらの家庭に食料、金銭または物資を流通させるの
ではなく、そのような問題の根本的な原因を突き止め、持続可能な解
決策を作り出すよう教えてくれました。 
 
教育には家族を貧困から救う能力があります。基本的な教育の唯一の
希望は、サバ州の都市や村に散在しているオルタナティブ・ラーニン
グ・センター（Alternative Learning Centres）、あるいは ALC
（ALCs）です。多くの ALC は小さく、インドネシアとフィリピンの
政府によってそれぞれの国の難民のために運営されています。しか
し、適切に管理され、宣教師や地元の NGO によって運営されている少
数の人々がいる。希望の虹は、その中心の一つです。 
 
希望の虹、または Persatuan Kebajikan として知られている Pelangi 
Harapan Sabah は、オーストラリアの宣教師である Sylvia Jeanes 牧
師によって 15 年前に 2003 年に設立されました。サバ州でユニセフが
認める代替学習センターです。ホープのレインボーはコタキナバルの
リカスにある二階建てのテラスハウスにあります。その化合物は 2500
平方フィート以上のスペースしかありません。 250 名の無国籍子ども
たちに毎日基礎教育を提供しています。一般からの寄付と支援に完全
に頼っているが、維持管理と教員を維持するためには一定の資金が必
要である。ホープの虹はまた、小規模住宅が既に 250 人の子供の増加
する数に適合することができないので、その建物の資金の助けを求め
る。 
 
基本的な教育に加えて、これらの無国籍の子どもたちに人生のスキル
を教えることは、生活の第二十年に生計を立てる可能性をさらに高め
ます。手作りや職業スキルなどのライフスキルは、盗難などの不正な
方法とは対照的に、食卓に食べ物を置くことができます。その製品
は、代替ラーニングセンターの維持管理をサポートするために販売す
ることもできます。 
 
- 行った活動 -  
 
スマイル・フォー・ピース・プロジェクトは、2017 年に JCI タンジュ
ン・アルル（JCI Tanjung Aru）によって、子供と 10 代の人々の社会
的病気の増加に照らして開始されました。 Smile for Peace は、平和
のメッセージを広めるための国際平和の可能な目標に沿って、若い世
代に統一と平和の恩恵を教える努力と、「平和は笑顔で始まります。
ソーシャルメディアの意識向上と地域社会の取り組みを通じて、恵ま
れない子どもたちにチャンスを与え、それをさらに発展させる機会を
提供し、未来の労働力で競争する機会を与え、不法な方法で生計を立
てる必要性を減らします。 
 
私たちは、ニーズ分析の結果に基づいて、恵まれない無国籍のサバ州
の子どもたちに、基本的な教育とライフスキルトレーニングの追求に
備えて支援するように努力しました。これに加えて、我々は、この問
題に対するコミュニティの意識を高めるために、組織間の協力を追求
し、また、プレスリリースやメディアを通じて広報を呼び起こしてい
る。 
 
私たちのプロジェクトは、次の 4 つの主な活動を中心に展開しまし
た。 
•スマイルデイ 
•映画の日 
•将来のための石鹸：フェーズ I 
•将来のための石鹸：フェーズ II 
 
スマイル・デイ：毎月第 1 金曜日はスマイル・デイです。その目的
は、「平和は笑顔で始まります」という平和のメッセージを、さまざ
まなソーシャルメディアチャンネル、友人、家族、おしゃべりなどで
広めることです。同時に、これらの恵まれない子どもたちの意識は、
メディアチャンネルを通じて広がっていました。これは、さまざまな
国や組織の多くの方々に暖かく受け入れられ普及してきました。 
 
MOVIE DAY：Smile for Peace プロジェクトは、2017 年 3 月 25 日
キワニス・インターナショナルと MCAT Box Offices Cinemas との

These stateless children create many social and political issues 
for the Sabahan government. Without documentation, they 
cannot attend local schools. They cannot even speak the local 
language, Bahasa Malaysia, nor count maths. They lack quality 
education. Without documentation, they cannot get public 
health. They are not vaccinated and can potential spread 
contagious diseases. They only depend on home traditional 
medicine to get well. They lack good health and well-being. 
Without documentation, they cannot seek legal employment. 
They usually find other ways to live eg: illegal jobs, stealing etc. 
They are vulnerable to discrimination, abuse, exploitation, and 
human trafficking. All these causes social ills & disrupts the 
peace. 
 
-- RESULTS -- 
 
Using JCI Active Citizenship Framework, we conducted our 
surveys and need analysis. 
 
Kota Kinabalu, the capital city of Sabah, has itself a huge 
population of stateless children. Many of which are residing in 
the districts of Putatan, Likas, Inanam, and Manggatal. They 
follow their parents to Kota Kinabalu to fight for a living in this 
big city. Unable to enter primary education, they usually stay at 
home whilst waiting for their parents to return from work. 
Rather than to distribution food, money or supplies to these 
families, JCI Impact has taught us to find the root cause of such 
problems and create sustainable solutions for them. 
 
Education has the ability to lift a family out of poverty. Their 
only hope for basic education is at Alternative Learning Centres, 
or known as ALCs, scattered among the cities and villages in 
Sabah. Many ALCs are small and run by Indonesian and 
Phillipines governments for the refugees of their respective 
countries. However, there are a handful that are properly 
managed and run by missionaries and local NGOs. Rainbow of 
Hope is one of those centres. 
 
Rainbow of Hope or known as Persatuan Kebajikan Pelangi 
Harapan Sabah was founded in 2003, 15 years ago, by Pastor 
Sylvia Jeanes, an Australian missionary. It is an alternative 
learning centre endorsed by UNICEF in Sabah. Rainbow of Hope 
houses itself in a double-storey terrace house in a 
neighbourhood in Likas, Kota Kinabalu. Its compound is no more 
than 2500 sq feet of space. It provides basic education to its 
250 stateless children on a daily basis. Fully reliant on donations 
and support from the public, it needs constant funds to maintain 
its upkeep and its teaching staff. Rainbow of Hope also seeks 
help in its building fund as the small house is already unable to 
fit its growing number of 250 children. 
 
In addition to basic education, teaching a life skill to these 
stateless children will further increase their likelihood of making 
a living in their second decade of life. Life skills such as 
handicraft making and vocational skills will allow them an option 
to put food on the table, in contrast to illegal methods of 
money-making eg: theft etc. Its products can also be sold to 
support the upkeep of the alternative learning centre. 
 
-- ACTIONS TAKEN -- 
 
Smile for Peace project was started by JCI Tanjung Aru in 2017 
in the light of increase in social illnesses among children and 
teenagers. In line with international Peace is Possible goals to 
spread the message of peace, Smile for Peace focuses its efforts 
to educate the younger generation on the benefits of unity and 
peace, and that “Peace begins with a Smile”. Through social 
media awareness and through community efforts, we provide 
opportunities to underprivileged children, opportunities that will 
further develop them, allowing them chances to compete in the 
workforce in the future, reducing the need to result to unlawful 
methods to obtain a living. 
 
Based on the results of our need analysis, we focused our efforts 
on the underprivileged stateless children of Sabah, to equip and 
support them in their pursuit for basic education and life skills 
training. Alongside this, we pursue inter-organizational 
collaboration to increase community awareness of this issue, 
also arousing publicity through the press release and media. 
 
Our project revolved around 4 main activities, which are:  
• Smile Day  
• Movie Day  
• Soap for Future: Phase I  
• Soap for Future: Phase II 



「Make a Child Smile」ムービー・デイを共演しました。このイベン
トの目的は、人種、宗教、地位、財務的な背景、幸せな子供時代に値
する。私たちは、コタキナバル周辺の 4 つの異なる家庭やセンターか
ら、80 人の恵まれない子どもたちとステートレスな子どもたちを招待
し、参加しました。このイベントでは、8 つの異なる組織間のコラボ
レーションが見られました。彼らはすべて、最新の漫画映画の午後
に、昼食付きでスポンサーになって、おいしい食べ物を食べました。 
 
将来のための SOAP：未来のための石鹸はメリッサの秘密の教師メリ
ッサと協力して、レインボー・オブ・ホープの参加者に手作りの石鹸
作りのスキルを教えます。このスキルは、彼らの将来のために自分自
身のために自分のために収入を生成する機会を与えます。 Soap for 
Future は 2 つの段階で実施されました。フェーズⅠでは、教師メリッ
サが 4 時間の手作り石けん作りクラスを公開し、JCI Tanjung Aru の
メンバーに公開しました。その後、フェーズⅡでは、Melissa 教師とボ
ランティアが、このスキルを子供たちに教えるために、Rainbow of 
Hope に行った。子供たちがこの技能を完全に再現できるように、繰
り返し訪問と訓練が行われます。 
 
以下の措置がとられている。 
 
•1〜2 ヶ月に 1 度、頻繁な委員会を開催する 
•9 人の JCI Tanjung Aru メンバーから構成された、新旧両メンバー
から構成されたインパクトのある組織委員会を結成 
•Smile Day イニシアチブを開始しました（毎月第 1 金曜日） 
•毎月のスマイルデイメッセージを自分のソーシャルメディアプラット
フォームに広めて共有することを会員に推奨しました 
Smile Day の平和と笑顔の日に 4 つのビデオスニペットを作成し、ソ
ーシャルメディアプラットフォームに投稿し、ローカル組織のイベン
トに表示 
•50 名のボランティアと 70 名の JCI メンバーを配置し、活動全体を
支援 
•プレスリリースを準備し、プレスのメンバーに、ムービーデー、未来
のための石鹸 
•Smile for Peace 活動を支援するため、総額 6,300 米ドル相当の現
金、商品、サービスのスポンサーシップをアレンジしました。 
•地域の閣僚や影響力のあるメンバーの支援を求めるために、政府機関
と省庁への定期的な企業訪問。 
•2017 年 9 月 9 日に Soap for Future と協力して、希望の虹に法人訪
問をアレンジしました。 
 
上記のアクションの結果は次のとおりです。 
 
影響 
•ムービーデーと将来の活動のための石鹸による無国籍の 250 人の子
供の関与 
•映画の日と未来の活動のための石鹸に参加し、私たちを助けるために
一般から 50 名のボランティアを鼓舞する 
 
宣伝 
•Smile for Peace は、国際ニュースポータル Feng Huang と地元の新
聞（Hua Daily、Sin Zhou、Asia Times）を通じ、2017 年に 30 回
のプレスリリースに登場しました。 
•ステートレスな子どもたちの問題と、「平和は笑顔で始まります」と
いうメッセージと、新聞とソーシャルメディアを使って 100 万人の視
聴者にビデオをスニペットで伝えます＃smileforpeace2017。 
•法人訪問、社会訪問、企業や社会イベントでの平和のためのスマイル
の発行を通じて、地域の 500 人の人々に平和のメッセージを広める。 
 
会員増強と発展 
•70 名の JCI メンバーが、すべての活動を通じてボランティアおよび
ヘルパーとして開発された 
•JCI の Tanjung Aru 新会員の 10 人が Smile for Peace 活動に積極的
に参加しました。 
•8 名のボランティアが、私たちの活動に続いて新しい JCI 会員になり
ました。 
•Smile for Peace Organizing Committee で 9 名の主要委員を育成
し、各委員は自分のポートフォリオと分野を担当しました。 
•2018 年に理事会/理事長の役職に就任するよう、私たちの委員に感謝
する 
 
コラボレーション 
•リーダーとして Smile for Peace と協力して 18 の組織が活動しまし
た 
•政府機関への接続：例えば、観光、文化、環境省;政府の閣僚、例え
ば：YB Datuk Pang Yuk Ming および YB Datuk Marcus Mojigoh; 
•他の地元 NGO、例えばキワニス国際サーバサラセミア協会への接
続。 
•民間企業への接続例：MCAT Box Office Cinemas、Melissa's 
Secret、Jin Jin Foods Lintas、Salam Bumimas Express など。 
 
投資 
•現金、商品、サービスのスポンサーシップで 6,300 米ドルを調達
し、収益性の高い投資を実現。これらは、これらのプロジェクトを運
営するための寄付および支出に使用されています 

 
SMILE DAY: Every first Friday of the month is Smile Day. Its 
purpose is to spread the message of peace that “Peace begins 
with a Smile” through various social media channels, engaging 
friends, family, and contacts. At the same time, awareness of 
these underprivileged children was spread throughout media 
channels. This has been warmly accepted and spread by many 
from different countries and organizations. 
 
MOVIE DAY: The Smile for Peace project co-organized ‘Make a 
Child Smile’ Movie Day with Kiwanis International and MCAT Box 
Offices Cinemas on 25th March 2017. This event’s purpose was 
to show that all children regardless of race, religion, status, or 
financial background, deserved a happy childhood. We invited 
and involved 80 underprivileged and stateless children from 4 
different homes and centres around Kota Kinabalu. This event 
saw collaborations between 8 different organizations. They were 
all treated to an afternoon of the latest cartoon movie, 
sponsored with lunch, and goodies bag. 
 
SOAP FOR FUTURE: Soap for Future collaborated with Teacher 
Melissa from Melissa’s Secret to teach participants from Rainbow 
of Hope on the skill of handmade soap-making. This skill gives 
them an opportunity to generate income for their centre and for 
themselves in the future. Soap for Future was conducted in two 
phases. In Phase I, Teacher Melissa opened the 4-hour long 
handmade soap-making class to the public and JCI Tanjung Aru 
members; following which in Phase II, Teacher Melissa and the 
volunteers went to Rainbow of Hope to teach the children on 
this skill. Repeated visits and trainings will be done to ensure 
that the children can fully replicate this skill. 
 
The following actions have been taken:- 
 
• Organized frequent committee meetings once every one or 
two months  
• Formed an impactful Organizing Committee made of 9 JCI 
Tanjung Aru members, comprising of both old and new 
members  
• Started the Smile Day initiative (every first Friday of the 
month)  
• Encouraged members to spread and share the monthly Smile 
Day message on their social media platforms  
• Created 4 video snippets on Smile for Peace and Smile Day, 
and posted them on social media platforms, and shown at Local 
Organization events  
• Arranged 50 volunteers and 70 JCI members to help 
throughout our activities  
• Prepared press release and invited members of the press to 
cover our activities eg: Movie Day, Soap for Future  
• Arranged a total of USD$ 6,300 worth of sponsorship in cash, 
goods, and services, to help at Smile for Peace activities. 
• Scheduled corporate visits to the government agencies and 
Ministries to seek for support from ministers and influential 
members in the community.  
• Arranged corporate visits to Rainbow of Hope in conjunction 
with Soap for Future on 9th September 2017 
 
These are the results following the actions above:- 
 
Impact  
• Involvement of 250 stateless children through Movie Day and 
Soap for Future activities  
• Inspiring 50 volunteers from the public to join and help us at 
our Movie Day and Soap for Future activities 
 
Publicity  
• Smile for Peace featured in 30 press releases throughout 
year 2017 via international news portal Feng Huang and local 
newspapers (See Hua Daily, Sin Zhou, Asia Times).  
• Spread awareness of the issue of stateless children and the 
message of “Peace begins with a Smile” and video snippets to 1 
million viewers through newspapers and social media sharing 
#smileforpeace2017.  
• Spreading the message of peace to 500 people in the 
community through corporate visits, social visits, and through 
publication of Smile for Peace at corporate and social events. 
 
Membership Growth and Development  
• 70 JCI members developed as volunteers and helpers 
throughout all activities  
• 10 of our JCI Tanjung Aru new members were actively 
involved in our Smile for Peace activities.  
• 8 volunteers became new JCI members following our 
activities.  



   
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 

コミュニティ： 
ステートレスな子どもたちに組織間のコラボレーションを通して基本
的な教育と生活スキルを装備する。 
プレスリリースとメディアを通じた宣伝によるこの無国籍児童問題へ
の意識を高める 
さまざまな方法やメディアチャンネルを通じて、平和のメッセージを
地域社会に広める 
団結と平和の重要性を教育するためのチャネルとしてのコミュニティ
活動を通じ、若い世代を育成する 
コミュニティに利益をもたらす機会を提供することによって、一般市
民が平和のメッセンジャーになれるようにする 
 
JCI メンバー 
コミュニティサービス、スキル開発、リーダーシップの JCI メンバー
に開発の機会を提供すること。 
JCI メンバーのアクティブ市民活動の枠組みを浸透させる 
 
JCI ローカル組織 
JCI の地域組織活動を JCI 平和に合わせることは、可能な動きとその
目標です 
地方組織にさまざまな分野、例えば政府、民間企業と協力して平和の
メッセージをさらに促進する機会を提供する。 
地方組織に、他の地方の非政府組織と協力して、平和を促進するため
の努力をさらに促進し強化する機会を提供する 
将来の開発機会のために一般市民の間で JCI 価値の認識を作成するこ
と。 

 
COMMUNITY:  
To equip stateless children with basic education and life skills 
through inter-organizational collaboration.  
To create awareness of this stateless children issue by publicity 
through press release and media  
To spread the message of peace in the community through 
various methods and media channels  
To develop the younger generation via community actions as a 
channel to educate the importance of unity and peace  
To empower members of the public to be a messenger of peace 
by providing them opportunities to benefit the community 
 
JCI Members  
To provide development opportunities to JCI members in 
community service, skill development and leadership.  
To instill Active Citizenship Framework principles among JCI 
members 
 
JCI Local Organization  
To align the JCI Local Organization activities to JCI Peace is 
Possible movement and its goals  
To provide the Local Organization with opportunities to 
collaborate with different sectors, eg: government, private 
corporations, to further promote the message of peace.  
To provide the Local Organization with opportunities to 
collaborate with other local non-governmental organizations to 
further promote and strengthen the effort to promote peace  
To create awareness of JCI values among members of the public 
for future development opportunities. 

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 

 
- 推奨事項 -  
 
•反復性は、これらの無国籍の子どもたちの適切な教育と技能訓練を確
実にし、Rainbow of Hope の持続可能な収入源となり、この代替ラー
ニングセンター（ALC）を運営するための寄付やスポンサーに頼る必
要を減らします。 
•ステートレスな子どもたちのための他の代替学習センターでこれを複
製し、このプロジェクトの肯定的な影響を拡大する。 
•恵まれない子どもたちに能力を与えるアイデアの複製を促進し、これ
らの無国籍児童の生活に肯定的な変化をもたらすために各市町村の他
の地方組織/ NGO に自立することができるようにする。 
•この問題に対する意識をさらに広げ、その解決策をマレーシアの他の
地元青少年組織に広め、平和を促進するために協力するように導く。 
•より多くの企業、団体、スポンサーがプロジェクトに協力して投資す
るようにして、ステートレスな子供たちへの影響を拡大する。 

• Developed our 9 key committee members in our Smile for 
Peace Organizing Committee, each responsible for their own 
portfolio and areas.  
• Inspired our committee members to take up Board of 
Director/Principle Officer posts in year 2018 
 
Collaboration  
• 18 different organizations collaborated throughout our 
activities with Smile for Peace as leader  
• Connections to governmental agencies eg: Ministry of 
Tourism, Culture, and Environment; and government ministers 
eg: YB Datuk Pang Yuk Ming and YB Datuk Marcus Mojigoh;  
• Connections to other local NGOs eg: Sabah Thalassemia 
Society, Kiwanis International.  
• Connections to private corporations eg: MCAT Box Office 
Cinemas, Melissa’s Secret, Jin Jin Foods Lintas, Salam Bumimas 
Express. 
 
Investment  
• Achieved profitable investment through raising USD$ 6,300 
in sponsorship of cash, goods, and services. These have been 
used in donation and in expenditure of running these projects 
 
-- RECOMMENDATIONS -- 
 
• Repetitiveness is done to ensure proper education and skill 
training of these stateless children and become a source of 
sustainable income for Rainbow of Hope, reducing the need to 
rely on donations or sponsors to run this alternative learning 
centre (ALC).  
• To replicate this at other alternative learning centres for 
stateless children so to expand this project’s positive impact.  
• To promote and allow replication of the idea of empowering 
underprivileged children to be able to be self-sustainable to 
other Local Organizations/NGOs in every city, town, and area to 
bring positive change to these stateless children’s lives.  
• To further spread awareness of this issue and its solution are 
spread to other local youth organizations in Malaysia, leading 
them to collaborate in the effort to promote peace.  
• To attract more corporations, organizations, and sponsors to 
collaborate and invest into our project, so that we can expand 
our impact to more stateless children. 



影響：私たちは地域社会に持続可能な影響をもたらしました.255 子供
たちは将来のために Soap for Future 活動を通じて教育を受けまし
た。 
私たちは、新聞やソーシャルメディアを通して、8 百万人の読者と閲
覧者が 8 カ月間に 30 回のプレスリリースを発表しました。 
 
動機づけ：私たちは、私たちの活動の中で開発の機会を提供すること
によってメンバーに動機づけをします。参加した 70 人の JCI メンバ
ーと 9 人の組織委員会メンバーがインスピレーションを受けました。
私たちは、石鹸作りのスキルを教えるなどの機会を提供することによ
り、50 人のボランティアを一般から募っています。 
 
投資：民間企業や一般からのスポンサーシップや寄付から募り、この
プロジェクトに 6,300 万ドルを投資しました。一般の方々も、ムービ
ーデーや将来のための石鹸のためのボランティア活動に時間と労力を
費やしました。 
 
10 人の民間企業や公的機関、3 つのコミュニティセンター、3 つの教
育機関、2 つの児童 NGO、2 つの政府省庁など、18 の異なる団体とミ
ニストリースと協力して活動しています。コラボレーションを通し
て、Smile for Peace は地域社会への影響を拡大し強化することがで
きます。 
 
Connect：4 つの異なる JCI 地元組織からの 70 人の JCI メンバー。委
員会とボランティアとしての活動を支援し、参加するために結びつい
た。 

 
Impact: We created sustainable impact in the community.250 
CHILDREN educated through our Soap for Future activities.  
We used various channels to promote our activities, 30 PRESS 
RELEASES IN 8 MONTHS WITH 1 MILLION READERS AND 
VIEWERS through newspapers and social media. 
 
Motivate: We motivate members by providing development 
opportunities within our activities. 70 JCI Members involved and 
Nine (9) Organizing Committee Members inspired. We motivate 
50 volunteers from the public by providing opportunities such as 
teaching them soap-making skills. 
 
Invest: USD$ 6,300 INVESTED into this project, raised from 
sponsorships and donations from private corporations and the 
public. The public have also invested their time and effort to 
volunteer for our Movie Day and Soap for Future activities. 
 
Collaborate: Smile for Peace have collaborated with 18 
DIFFERENT ORGANIZATIONS AND MINISTRIES for this cause, 
including 10 private corporations and public figures, 3 
community centres, 3 educational institutions, 2 children-care 
NGOs, 2 governmental ministries. Through collaboration, Smile 
for Peace can expand and strengthen our impact in the 
community. 
 
Connect: 70 JCI MEMBERS from 4 different JCI Local 
Organizations CONNECTED to support and participate in our 
activities as committee and volunteers. 

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 

良い計画は十分に資金を供給された計画です。 すべての予算と財務報
告は、委員会の会議で更新され、定期的に理事会によって審査されま
す。 
 
バランスのとれた財務計画は 3 つの主な分野に焦点を当てた： 
1.教育とスキルのクラス支出（原材料、工具、技能訓練を含む） 
2.代替学習センターと無国籍児童福祉への協力 
3.プロジェクトのマーキング＆ブランディング 
 
私たちはスポンサーシップのために調達しています。これは、映画の
日と将来のための Soap を組織する際の支出の大半を含めて、プロジ
ェクトの費用の大部分をカバーするのに役立ちます。 これらの無国籍
児童のための資金を調達し、活動を促進し、平和のメッセージを一般
に広めるために、Smile for Peace 商品を市場に出して販売していま
す。 これらの資金は、このプロジェクトの持続可能性のために石鹸製
造のための原材料および工具の購入に向けてリダイレクトされます。 

 
A good plan is a well-financed plan. All budgets and treasurer 
reports are updated at the committee meeting and reviewed by 
the Board of Directors regularly. 
 
BALANCED FINANCIAL PLANNING was focused on 3 MAIN 
AREAS:  
1.EDUCATION AND SKILL CLASSES expenditure (including raw 
materials, tools, skill training)  
2.CONTRIBUTIONS towards Alternative Learning Centres and 
stateless children welfare  
3.MARKETING & BRANDING of Project 
 
We have sourced for sponsorship that helps us cover most of 
the expenses of the project, including most of the expenditure 
when we organise our Movie Day and Soap for Future projects. 
We market and sell Smile for Peace merchandise to the public, 
in order to raise funds for our projects for these stateless 
children, whilst promoting our activities and spreading the 
message of peace to the public. These funds will be redirected 
the purchase of raw materials and tools for soap-making for 
sustainability of this project. 

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 

平和のためのスマイルは、250 人の恒例の子供が個人的な変化のため
に学習して働くための開発の機会を提供します。これらの無国籍の子
どもたちに、法的収入の源泉となる新しいスキルと知識を学ぶ機会が
与えられました。 
 
Smile for Peace は、70 人の JCI メンバーのための開発の機会を提供
し、積極的な市民活動の枠組みを通じて効果的な持続可能なインパク
トを創出します。コミュニティ活動に参加したり、コラボレーティブ
なスキルやプロジェクト管理を学ぶ機会が与えられています。 
 
Smile for Peace は、私たちがボランティアとしてこのプロジェクト
に協力しているときに意識を表明し、50 人の非 JCI YOUTHS と JCI
への JCI の動きと価値を促進します。 
JCI の活動と価値観に暴露された 1 百万人のマレーシアは、私たちの
活動の広範な広がりを通しています。私たちは、さまざまなメディア
やポータルを通して、私たちの活動を一般市民に宣伝することによっ
て、地域社会に意識を高めています。同時に、私たちは一般市民がボ
ランティアとして参加することを奨励します。これらは、彼らが JCI
のコミュニティへの積極的な文化と効果を体験できるようにするでし
ょう。これにより、若者が JCI に加わることを奨励することができま
す。 

 
Smile for Peace provides DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR 
250 STATELESS CHILDREN TO LEARN AND WORK FOR 
PERSONAL POSITIVE CHANGE. Opportunities were given to 
these stateless children to learn new skills and knowledge that 
can provide a source of legal income for themselves. 
 
Smile for Peace provides DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR 
70 JCI MEMBERS, EMPOWERING THEM THROUGH ACTIVE 
CITIZENSHIP FRAMEWORK TO CREATE POSITIVE SUSTAINABLE 
IMPACT. They are given opportunities to participate in 
community activities, learning collaborative skills and project 
management. 
 
Smile for Peace promotes JCI MOVEMENT AND VALUES TO 50 
NON-JCI YOUTHS and the public, creating awareness when we 
work together on this project as volunteers.  
1 MILLION MALAYSIANS EXPOSED TO JCI MOVEMENT AND 
VALUES THROUGH EXTENSIVE PUBLICITY OF OUR ACTIVITIES. 
We create awareness to the community by promoting our 
activities to the public through various media and portals. At the 
same time, we encourage the public to join us as volunteers. 
These will let them experience the positive culture and effect of 
JCI on the community. With this, we can encourage young 
people to join JCI. 

   

② 世界平和のための協力 
 

Cooperation for the Sake of World Peace 



このプロジェクトは、あなたのコミュニティでどのように平和の輪を
広げましたか？ 

 
How did this project extend the presence of peace in your 
community? ※300 単語まで 

このプロジェクトは、地域社会における平和の存在をいくつかの方法
で拡張しています。 
•250 人の STATELESS CHILDREN は、人種、宗教、地位に関係な
く、クラスを一緒に学び、経験するために、平等な機会を楽しんでい
ました。すべての子どもたちは、幸せな子供へと権利を与えられ、そ
のような経験を楽しむことができます。彼らは映画祭に出席し、私た
ちの多くの石鹸作りのクラス（昼食とおみやげを含む）で家に持ち帰
った。 
•新聞やソーシャルメディア上での活動から 8 ヶ月以内の 30 件のプレ
スリリースは、これらの無国籍の子どもたちの苦難への意識を地域社
会にもたらします。これらは、人々がこれらの子供の生活を肯定的に
助けるために何かをすることに影響します。 
•毎月の笑顔の日にソーシャルメディアを通して平和のメッセージを広
めることで、「笑顔で始まる平和」を推進し、友人、家族、連絡先に
このメッセージを広めるよう促します。この努力は、マレーシア、シ
ンガポール、台湾、日本、フィリピン、モンゴル、アフリカ、香港な
ど、多くの国々から 2 万人以上の参加者にメッセージを送りました。 
•平和のメッセージを含む 4 つの短いビデオスニペットを作成し、それ
らをオンラインで、そしてさまざまなコミュニティ活動で公開する。
これらの取り組みは、JCI マレーシア平和は可能な大使であると認め
られ、認められています。 
•未来の活動のために映画の日と石鹸をサポートするために一般のメン
バーを招待する。彼らは当日ボランティアを行い、これらの恵まれな
い子どもたちのために食品パックと映画のチケットをスポンサーする
ことで支援しました。 
•地元の青少年団体との協力や議論を通じ、私たちは活動に影響を及ぼ
し、JCI の価値観をメンバーに浸透させる。例：Persatuan 
Pengakap、男の子旅団、YMM など 

 
This project extends the presence of peace in the community 
through several ways:-  
•250 STATELESS CHILDREN enjoyed EQUAL OPPORTUNITIES to 
learn and experience classes together regardless of race, 
religion, or status. All children EQUALLY deserve the RIGHT TO 
A HAPPY CHILDHOOD and to enjoy such experiences. They 
attended our Movie Day, and our many soap-making classes, 
inclusive of lunch and goodies bag to bring home.  
•30 PRESS RELEASES IN 8 MONTHS of our activities over 
newspapers and social media brings AWARENESS to the 
community to the plight of these stateless children. These 
influence the public to do something to help these children’s 
lives in a positive way.  
•Promoting “Peace begins with a Smile” via spreading of the 
message of peace through social media on our monthly Smile 
Day, whilst encouraging friends, family, and contacts to continue 
spreading this message. This effort has extended our message 
to more than 20,000 participants from many countries, including 
Malaysia, Singapore, Taiwan, Japan, Philippines, Mongolia, 
Africa, and Hong Kong.  
•Creating 4 short video snippets with the message of peace, and 
airing them online and at various community activities to the 
public. These efforts have been recognised and acknowledged 
by our JCI Malaysia Peace is Possible Ambassador.  
•Inviting members of the public to support our Movie Day and 
Soap for Future activities. They supported by volunteering on 
the day, and by sponsoring food packs and movie tickets for 
these underprivileged children.  
•Through collaboration and discussions with local youth 
organizations, we influence and involve them in our activities, 
whilst instilling our JCI values among their members. Eg: 
Persatuan Pengakap, Boys’ Brigade, YMM etc 

平和を促進するために、「協力すること」をどのように用いました
か？  

 
How was cooperation used to promote peace? ※200 単語ま
で 

Smile for Peace は次の人と協力します： 
 
•多文化参加者。 
私たちは、笑顔の日、「子供の笑顔を作りましょう」映画デーと将来
のための石鹸を、人種、宗教、地位にかかわらず、恵まれない子供た
ちに関わり、集中しました。彼らのすべては、地域社会で潜在的に活
発な市民として学び、楽しんで、発展する機会が平等でした。 
 
コミュニティ内の異なる組織 
スマイル・フォー・ピースは、さまざまな組織と協力して、地域社会
へのインパクトを強化することができます。私たちはコミュニティセ
ンター（Carehaven、希望の虹、Bukit Harapan）、教育機関（SJK 
Menggatal Good Shepherd）、NGO（Sabah Thalassemia 
Society、Kiwanis International）、民間企業（MCAT Box Office 
Cinemas、Melissa's Secret、 Jin Jin Foods、Salam Bumimas 
Express）である。私たちは政府機関にも接続していました。例え
ば、観光・文化・環境省;政府の閣僚、例えば：YB Datuk Pang Yuk 
Ming と YB Datuk Marcus Mojigoh は、私たちの活動を認め、支持し
ています。 

 
Smile for Peace cooperates with: 
 
•Multicultural participants.  
During the Smile Days, ‘Make a Child Smile’ Movie Day and Soap 
for Future, we involved and focused on underprivileged children, 
regardless of race, religion, or status. Every one of them had 
equal opportunities to learn, enjoy and to develop to be a 
potential active citizen in our community. 
 
•Different organizations in the community  
By working together with various oganizations, Smile for Peace 
can strengthen our impact in the community. We have joined 
forces with community centers (Carehaven, Rainbow of Hope, 
Bukit Harapan), educational institutions (SJK © Menggatal Good 
Shepherd), NGOs (Sabah Thalassemia Society, Kiwanis 
International), and private corporations (MCAT Box Office 
Cinemas, Melissa’s Secret, Jin Jin Foods, Salam Bumimas 
Express). We even connected to governmental agencies eg: 
Ministry of Tourism, Culture, and Environment; and government 
ministers eg: YB Datuk Pang Yuk Ming and YB Datuk Marcus 
Mojigoh, who has acknowledged and supported our activities. 

   

③ 地域社会への影響 
 

Community Impact 
このプログラムによって与えた地域社会への影響を記述してくださ
い。 

 
What was the intended community impact? ※200 単語まで 

意図されたコミュニティへの影響は、ステートレスな子どもの未来を 
基本的な教育とライフスキルを身につけています。例えば、INTER-
ORGANIZATIONAL COLLABORATION を通じた手作業による石鹸作
り、報道発表とメディアによる公衆の啓発、長期的な持続可能なポジ
ティブなインパクトの創造に焦点を当てます。機会がなければ、これ
らの子どもたちは適切な教育と仕事の進歩を得ることが困難に直面し
ています。彼らは潜在的に生計を立てるための違法な活動につながる
可能性があります。このライフスキルと機会によって、彼らは潜在的
に自分の人生を積極的に変え、新しい未来を創造することができま
す。私たちは他の地方組織が自分たちの地域社会のために同じことを
することを奨励します。 
 
私たちは、さまざまな方法やメディアを通じて、平和のメッセージを
地域社会に広めたいと思います。そして、JCI ムーブメントの平和は
可能です。このメッセージは、できるだけ多くの人を対象とした国際
ニュースポータル、地元の新聞、ソーシャルメディアなどのさまざま
なチャネルを通じて広めようと考えています。 
 
また、平和と平和の重要性を教育するためのチャネルとして地域活動
を通じ、若い世代を育成し、平和のメッセンジャーになるためには、
Smile for Peace 活動を通じて地域社会に利益をもたらす機会を提供
していきます。 

 
The intended community impact is to CHANGE the FUTURE of 
stateless children by  
Equipping them with basic education and life skills eg: 
handmade soap-making through INTER-ORGANIZATIONAL 
COLLABORATION, arousing PUBLICITY through press release 
and media, focusing to create LONG-TERM SUSTAINABLE 
POSITIVE IMPACT. Without opportunities, these children face 
difficulties to receive proper education and work advancements. 
They may potentially result to unlawful activities to gain a living. 
With this life skill and opportunity, they can potentially change 
their lives positively, creating a new future. We encourage other 
Local Organizations to do the same for their own communities. 
 
We want to spread the message of peace in the community 
through various methods and media channels, and that ‘Peace 
begins with a Smile’ in alignment with JCI Movement ‘Peace is 
Possible’. We intend to spread this message through various 
channels eg: international news portals, local newspapers, and 
social media, targeting as many people as possible. 
 
We also want to develop the younger generation via community 
actions as a channel to educate the importance of unity and 
peace, and empower members of the public to be a messenger 



of peace by providing them opportunities to benefit the 
community through our Smile for Peace activities. 

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 

影響 
•ムービーデーと将来の活動のための石鹸による無国籍の 250 人の子
供の関与 
•映画の日と未来の活動のための石鹸に参加し、私たちを助けるために
一般から 50 名のボランティアを鼓舞する 
 
宣伝 
•Smile for Peace は、国際ニュースポータル Feng Huang と地元の新
聞（Hua Daily、Sin Zhou、Asia Times 参照）を通じて、2017 年に
30 のプレスリリースに掲載されました。 
•ステートレスな子どもたちの問題と、「平和は笑顔で始まります」と
いうメッセージと、新聞とソーシャルメディアを使って 100 万人の視
聴者にビデオをスニペットで伝えます＃smileforpeace2017。 
•法人訪問、社会訪問、企業や社会イベントでの平和のためのスマイル
の発行を通じて、地域の 500 人の人々に平和のメッセージを広める。 
 
会員増強と発展 
•70 名の JCI メンバーが、すべての活動を通じてボランティアおよび
ヘルパーとして開発された 
•JCI の Tanjung Aru 新会員の 10 人が Smile for Peace 活動に積極的
に参加しました。 
•8 名のボランティアが、私たちの活動に続いて新しい JCI 会員になり
ました。 
•Smile for Peace Organizing Committee で 9 名の主要委員を育成
し、各委員は自分のポートフォリオと分野を担当しました。 
•2018 年に理事会/理事長の役職に就任するよう、私たちの委員に感謝
する 
 
コラボレーション 
•リーダーとして Smile for Peace と協力して 18 の組織が活動しまし
た 
•政府機関と政府閣僚との関係 
•他の地元 NGO、例えばキワニス国際サーバサラセミア協会への接
続。 
•民間企業への接続例：MCAT Box Office Cinemas、Melissa's 
Secret、Jin Jin Foods Lintas、Salam Bumimas Express など。 
 
投資 
•現金、商品、サービスのスポンサーシップで 6,300 米ドルを調達
し、収益性の高い投資を実現。これらは、これらのプロジェクトを運
営するための寄付および支出に使用されています 

 
Impact  
•Involvement of 250 stateless children through Movie Day and 
Soap for Future activities  
•Inspiring 50 volunteers from the public to join and help us at 
our Movie Day and Soap for Future activities 
 
Publicity  
•Smile for Peace featured in 30 press releases throughout year 
2017 via international news portal Feng Huang and local 
newspapers (See Hua Daily, Sin Zhou, Asia Times).  
•Spread awareness of the issue of stateless children and the 
message of “Peace begins with a Smile” and video snippets to 1 
million viewers through newspapers and social media sharing 
#smileforpeace2017.  
•Spreading the message of peace to 500 people in the 
community through corporate visits, social visits, and through 
publication of Smile for Peace at corporate and social events. 
 
Membership Growth and Development  
•70 JCI members developed as volunteers and helpers 
throughout all activities  
•10 of our JCI Tanjung Aru new members were actively involved 
in our Smile for Peace activities.  
•8 volunteers became new JCI members following our activities.  
•Developed our 9 key committee members in our Smile for 
Peace Organizing Committee, each responsible for their own 
portfolio and areas.  
•Inspired our committee members to take up Board of 
Director/Principle Officer posts in year 2018 
 
Collaboration  
•18 different organizations collaborated throughout our activities 
with Smile for Peace as leader  
•Connections to governmental agencies and government 
ministers  
•Connections to other local NGOs eg: Sabah Thalassemia 
Society, Kiwanis International.  
•Connections to private corporations eg: MCAT Box Office 
Cinemas, Melissa’s Secret, Jin Jin Foods Lintas, Salam Bumimas 
Express. 
 
Investment  
•Achieved profitable investment through raising USD$ 6,300 in 
sponsorship of cash, goods, and services. These have been used 
in donation and in expenditure of running these projects 

   

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 

JCI Tanjung Aru Local Organization が得たメリットは次のとおりで
す。 
 
1.会員増強 - 50 名の YOUTH はすべてのイベントを通してボランティ
アに招待されました。私たちは JCI の価値観を共有し、若い積極的な
市民になるように彼らに影響を与えました。私たちの新しい JCI メン
バーが 2017 年になると、その 8 つ（8） 
 
2.メンバーシップ・ディベロップメント - プロジェクト全体で JCI メ
ンバー70 名が積極的に参加しました。 10 NEW JCI TANJUNG ARU 
MEMBERS も活動中に積極的に私たちを助けました。これらの活動
は、他のメンバーがリーダーシップスキル、プロジェクト管理、コミ
ュニケーションの面で成長する機会を提供しました。 
 
3.選挙の機会 - 私たちのメンバーが私たちの活動の中でサブプロジェ
クト組織委員長の役割を果たすことを奨励する。リーダーシップとチ
ームマンシップスキルを学ぶ。リーダーシップの役割への曝露は、理
事会または理事会としての地方組織におけるより高い投稿を取るため
の前兆です。 
 
4.JCI の声明と広報 - 国際的なニュースや地方紙に、Smile for Peace
と JCI Tanjung Aru を加えた新聞発表 30 回が、新聞やソーシャルメ
ディアから 1 万人のマレーシア人が集まった。これにより、さまざま
な組織とのさらなるコラボレーションが実現します。これらのつなが
りは、JCI Tanjung Aru にとって今後の活動や取り組みに役立ちま
す。 

 The benefits gained by JCI Tanjung Aru Local Organization are 
as below: - 
 
1.Membership Growth – 50 YOUTH were invited to be volunteers 
throughout all our events. We shared with them our JCI values 
and influenced them to be young active citizens. EIGHT (8) OF 
THEM BECAME OUR NEW JCI MEMBERS IN 2017. 
 
2.Membership Development - 70 JCI MEMBERS were actively 
involved during the whole project. 10 NEW JCI TANJUNG ARU 
MEMBERS also actively helped us out during our activities. These 
activities provided development opportunities for other members 
to grow in leadership skills, project management, and 
communication. 
 
3.LEADERSHIP OPPORTUNITIES - Encouraging our members to 
take on subproject Organizing Chairperson roles in our activities; 
learning leadership and chairmanship skills. Exposure to 
leadership roles are a precursor to taking higher posts in the 
Local Organization as Board of Directors or Presidents. 
 
4.JCI BRANDING AND PUBLICITY - 30 PRESS RELEASES 
featuring Smile for Peace and JCI Tanjung Aru in international 
newsportals and local newspapers With 1 MILLION MALAYSIANS 
reached from newspaper circulations and social media. This will 
lead to further Collaborations with various organizations. These 
connections can prove useful for JCI Tanjung Aru in future 
activities and endeavours. 

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？ 

 How did the program advance the JCI Mission? ※200 単語ま
で 



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 

【参考】JCI Mission：To provide development opportunities that 
empower young people to create positive change 

平和活動のためのスマイルを通じ、JCI タンジュンアルルはメンバー
に、自分の人生にプラスの影響を与えるために装備できるソフトスキ
ル、スキルを身につける多くの機会を提供しました。 Smile for 
Peace 組織委員会には 9 名の委員がいて、各委員は自分のポートフォ
リオと地域を担当しています。 私たちはまた、各活動のためのサブプ
ロジェクト組織委員長を任命しました。 私たちは地元組織のメンバー
がボランティアやヘルパーとして活動に参加することを奨励しまし
た。 私たちは、これらの機会が地域の若い積極的な市民であることを
鼓舞し、会員に力を与えることを願っています。 

 Through Smile for Peace activities, JCI Tanjung Aru has provided 
many opportunities for its members to develop in soft skills, 
skills that can be equipped to create positive impact in their 
lives. Smile for Peace Organizing Committee has 9 key 
committee members, each responsible for their own portfolio 
and areas. We also appointed subproject Organizing 
Chairpersons for each activity. We encouraged our Local 
Organization members to participate in our activities as 
volunteers and helpers, with a good turnout of 15 members per 
activity. We hope that these opportunities can inspire and 
empower our members to be young active citizens in the 
community. 

   

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 

反復性は、これらの無国籍の子どもたちの適切な教育と技能訓練を確
実にし、希望の虹の持続可能な収入源になり、寄付に頼る必要性を減
らします。希望の虹は、手作り石鹸の生産に完全に関与します。私た
ちは、製品のマーケティングと流通を支援します。製品からのすべて
の利益は、センターに戻され、さらに石鹸の生産につながります。こ
れらの若者は、センターを維持するために寄付やスポンサーに頼るの
ではなく、自立することができ、自分たちの生活にプラスの変化をも
たらすことができます。 
 
マレーシア全国の 290,437 人の STATELESS CHILDREN で、このプ
ロジェクトは、これらの子供たちに肯定的な変化をもたらすために、
すべての都市、町、地域で複製されます。この問題の認識とその解決
策は、マレーシアの他の JCI 地方組織や地域の青少年組織に広がり、
この問題を共同で解決し、平和を促進する。 
 
Smile for Peace は、私たちのプロジェクトのためにコミュニティか
らより多くの支持と関心を集めるでしょう。私たちの宣伝方法は、こ
の無国籍児童問題とその解決策のすべての世界市民に意識を広めま
す。広報性の向上により、企業や他の組織からより多くのサポートと
協力を得ることができます。 

 
Repetitiveness ensure proper education and skill training of 
these stateless children and become a source of sustainable 
income for Rainbow of Hope, reducing the need to rely on 
donations. Rainbow of Hope will be fully involved in production 
of handmade soap. We assist them in marketing and distribution 
of the products. All profits from the products are channelled 
back to the centre and to further soap production. Instead of 
depending on donations and sponsors to maintain the centre, 
these young people are empowered to be self-sustainable and 
able to create positive change in their lives by themselves. 
 
With 290,437 STATELESS CHILDREN all over Malaysia, this 
project will be REPLICATED in every city, town, and area to 
bring positive change to these children. Awareness of this issue 
and its solution are spread to other JCI Local Organizations and 
local youth organizations in Malaysia to collaborate and solve 
this issue and promote peace. 
 
Smile for Peace will garner more support and attention from the 
community for our project. Our publicity methods will further 
spread awareness to all global citizens of this stateless children 
issue and its solutions. Increased publicity eases us to get more 
support and collaborations from corporations and other 
organizations. 

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 

結果を改善するために推奨される可能性のある変更は次のとおりで
す。 
 
•ステートレスな子どもたちのための他の代替学習センターでこれを複
製し、このプロジェクトの肯定的な影響を拡大する。 
•恵まれない子どもたちに能力を与えるアイデアの複製を促進し、これ
らの無国籍児童の生活に肯定的な変化をもたらすために各市町村の他
の地方組織/ NGO に自立することができるようにする。 
•この問題に対する意識をさらに広げ、その解決策をマレーシアの他の
地元青少年組織に広め、平和を促進するために協力するように導く。 
•より多くの企業、団体、スポンサーがプロジェクトに協力して投資す
るようにして、ステートレスな子供たちへの影響を拡大する。 

 
The possible changed that are recommended to improve results 
are:- 
 
•To replicate this at other alternative learning centres for 
stateless children so to expand this project’s positive impact.  
•To promote and allow replication of the idea of empowering 
underprivileged children to be able to be self-sustainable to 
other Local Organizations/NGOs in every city, town, and area to 
bring positive change to these stateless children’s lives.  
•To further spread awareness of this issue and its solution are 
spread to other local youth organizations in Malaysia, leading 
them to collaborate in the effort to promote peace.  
•To attract more corporations, organizations, and sponsors to 
collaborate and invest into our project, so that we can expand 
our impact to more stateless children. 
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