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Winning Peace 

目的  Purpose 

マラウィ危機と世界的テロ戦争の代わりに国連持続可能な発展目標の
開発と成果を最終的に提供する平和と正義を提供する政府とフィリピ
ンの兵士を支援すること。 

 To support government and the Filipino soldiers in providing 
peace and justice that will eventually provide the development 
and achievement of UN Sustainable Development Goals in lieu of 
the Marawi Crisis and the global war on terror. 

開始日※日付で記載  Start date 

  February 07, 2017 

終了日※日付で記載  End date 

  October 17, 2017 

事業対象者  Target 

マラウィの戦いでフィリピンの兵士、マラウィの人々が国の平和、正
義と発展の探求に完全に従事している国と若者を支援する。 

 A fully engaged nation and youth supporting government, the 
Filipino soldiers in the Battle of Marawi, and the Marawi people 
in the quest for peace, justice and development for the country. 

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 

プロジェクト AVP：
https://www.youtube.com/watch?v=ey1KHh8N8dY 
 
担保プロジェクト AVP（救済コンポーネント）：
https://www.facebook.com/JCIManilaph/videos/154037561934
8097/ 
 
イラクとシリアのイスラム国家として知られている ISIS は、サラフ
ィ・ジハード主義のテロ組織であり、原理主義者、ワハビ、そしてス
ンニ派イスラム教の異端主義に従う、未認識の原始国家である。 ISIS
は、イラクとレバント（ISIL）、イスラム国家（IS）、イスラム国家
イラクとアルシャム（ISI）、そしてダシュのイスラム国家としても知
られています。 ISIS の根は 2004 年に「イラクのアルカイダ」と呼
ばれる組織が形成されたときのものです。元々オサマビンラディンの
アルカイダネットワークの一部だったアブムサブアルザルカウィは、
この過激派を創設した。 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_L
evant 
https://www.history.com/topics/isis 
 
ISIS は、イラクとシリアを越えて、カリフと呼ばれるイスラム国家を
創設することを目指しています。このグループはシャリア法を実施し
ています。これは、古代イスラム教徒の伝統を反映した社会を確立す
るために、8 世紀のイスラム教に根ざした伝統的なイスラム教の規則
と慣習に基づく厳格な宗教法です。 ISIS は、一度に数十人を殺し、
公開処刑、十字架刑などの行為を行うことで知られています。 
https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-
facts/index.html 
 
ISIS は世界 29 カ国で 143 件以上の攻撃を受け、2,043 人が死亡しま
した。 ISIS の影響力はフィリピンを含む東南アジアに達しており、
地元のテロリスト集団が同盟を形成し、ISIS に忠誠を誓うよう促し
た。 
 
https://edition.cnn.com/2015/12/17/world/mapping-isis-
attacks-around-theworld/index.html  
https://edition.cnn.com/2017/05/28/asia/isis-threat-southeast-
asia/index.html 
 
5 月にマラウィを拘束した武装勢力は、ISIS または ISIL としても知ら
れるイスラム国家への忠誠を約束した。戦闘の開始時には、約 600 人
の戦闘員がいると考えられていた。マウテの兄弟たちと彼らのギャン
グたちは、戦闘団のアブサヤフの長年の指導者であり現在はフィリピ
ンのイスラム国家支部長であるイスニロン・ハピロンと一緒に進んで
いる。 Marawi のための戦いは、Maute と Hapilon グループがこのよ
うな大規模な事業に参加した最初の時期です。当局は、インドネシ
ア、マレーシア、サウジアラビア、イエメン、チェチェンの戦闘員も
参加していると語った。 

 Project AVP: 
https://www.youtube.com/watch?v=ey1KHh8N8dY 
 
Collateral Project AVP (Relief Component): 
https://www.facebook.com/JCIManilaph/videos/154037561934
8097/ 
 
ISIS, known as the Islamic State of Iraq and Syria, is a Salafi 
jihadist terrorist organization and a former unrecognized proto-
state that follows a fundamentalist, Wahhabi, and heterodox 
doctrine of Sunni Islam. ISIS is also known as the Islamic State 
in Iraq and the Levant (ISIL), Islamic State (IS), Islamic State of 
Iraq and al-Sham (ISI) and by Daesh. The roots of ISIS trace 
back to 2004, when the organization known as “al Qaeda in 
Iraq” was formed. Abu Musab al-Zarqawi, who was originally 
part of Osama bin Laden’s al Qaeda Network, founded this 
militant group. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State_of_Iraq_and_the_L
evant  
https://www.history.com/topics/isis 
 
ISIS aims to create an Islamic state called a caliphate across 
Iraq and Syria and beyond. The group is implementing Sharia 
Law - a strict religious code based on traditional Islamic rules 
and practices, rooted in eighth century Islam, to establish a 
society that mirrors the region's ancient past. ISIS is known for 
killing dozens of people at a time and carrying out public 
executions, crucifixions and other acts.  
https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-
facts/index.html 
 
ISIS has gone global, with over 143 attacks in 29 countries and 
2,043 individuals killed. The ISIS influence has reached 
Southeast Asia including the Philippines and has inspired local 
terrorist group to form alliances and pledge allegiance to ISIS. 
 
https://edition.cnn.com/2015/12/17/world/mapping-isis-
attacks-around-theworld/index.html  
https://edition.cnn.com/2017/05/28/asia/isis-threat-southeast-
asia/index.html 
 
The militants who seized Marawi in May have pledged loyalty to 
the Islamic State, also known as ISIS or ISIL. At the battle’s 
start, there were thought to be about 600 fighters, led by the 
Maute brothers and their gang along with Isnilon Hapilon, the 
longtime leader of the militant group Abu Sayyaf and now the 
head of the Islamic State branch in the Philippines. The fight for 
Marawi represents the first time the Maute and Hapilon groups 



 
https://edition.cnn.com/2015/12/17/world/mapping-isis-
attacks-around-theworld/index.html  
https://edition.cnn.com/2017/05/28/asia/isis-threat-southeast-
asia/index.html 
 
マラウイの戦争は、2017 年 5 月 23 日に始まってから約 5 カ月間に激
怒しています。数千人の住民は大都市移転に苦しんでいます。いくつ
かの兵士やテロリストが殺され、長い紛争で民間人が死亡した。戦闘
では 163 人の政府軍と 47 人の民間人が殺された。全部で 847 の戦闘
機が死亡しました。 1,800 人の負傷した兵士、マラウイで合計
359,680 人が移住した。 2017 年 10 月 17 日、フィリピンのロドリ
ゴ・デュテーテ大統領は、7 回目の訪問の際にマラウィの解放を宣言
した。 
 
http://cnnphilippines.com/news/2017/05/24/marawi-crisis-
timeline.html 
 
2017 年 1 月には、JCI の価値観と政府のテネットが男性よりもすべき
であるという特別プロジェクトとパートナーシップ・ディレクターの
下で、JCI マニラはフィリピンの軍隊（AFP） 。 AFP の Civil 
Relations Service（AFP-CRS）との協議は、Ronnie S Evangelista 
AFP 司令官の司令官によって行われました。 
 
フィリピン空軍の環境プロジェクト、空中シード、メトロマニラのビ
ッグワン（7.0 マグニチュード地震）の準備のための災害準備プロジ
ェクト、災害レスポンダーの災害対策プロジェクトなど、AFP と過去
にいくつかのプロジェクトが行われています。挑戦、OPLAN 
Damayan と呼ばれるいくつかの災害救援活動、そして Kawal Ko 
Ako（私は保護者である）と呼ばれるリザーブリストの募集キャンペ
ーンです。 
 
JCI マニラ大統領 NiñoL. Namoco のリーダーシップを通じ、私たちの
政府を支援する母親のプログラムが概念化され、平和を勝ち取った。
私たちの政府は、特に私たちの兵士を通じて、私たちの自由、民主主
義、生活様式を守るために究極の犠牲を払っています。彼らは平和の
ために命を捧げる。聖書によれば、「大きな愛には、これ以上の人が
いないので、友人のために命を捨てることはできません」（ヨハネ
15:13 キング・ジェームズ・ヴァージョン）。 
 
このプログラムは、国連 SDG の最終成果の道を開く、国連持続可能な
開発目標（UN SDG）の平和、司法、および強力な機関の重要性を強
調するように計画されています。マラウイ危機はこの目的をより明白
にしました。 
 
このプログラムは、国家、特に若者に、フィリピンの兵士が最も敬虔
な敬意を表明し、背中の中で最も暖かいパトカーになり、国への愛と
義務の最大の抱擁に値することを念頭に置くように設計されました。
兵士たちにも、国民が彼らの犠牲を感謝し、評価し、フィリピンの
人々が彼らの背後にいることを思い出させるようにされました。 
 
危機に瀕している私たちの兵士は人工であろうと自然であろうが、フ
ィリピン人の包括的な経済的、人間的発展と成長のために、常に国家
を確保し、 
 
兵士の犠牲を感謝し、自由と社会が本当に楽しんでいることに感謝し
ます。自由表現、自由企業、教育、医療、成長、繁栄の自由です。貧
困から解放される自由は、最大の可能性に達します。これには他のす
べての国連 SDG も含まれます。 
 
ウィニング・ピースはフィリピンの兵士の支援を重視していますが、
他の官庁への支援や他の民間・公的パートナーとの協力も含まれてい
ます。マラウィの場合、大統領官房、民間防衛、社会福祉局。 
 
「平和を勝ち取る」というのは、政府を支援して全国を魅了し、すべ
てのフィリピン人の平和、正義、自由を維持することです。マラウイ
危機のために、勝利平和は、人種、年齢、性別、宗教にかかわらずフ
ィリピン人がすべて平和を愛する市民であり、私たちは法律の政府で
あることを実証することによってテロとの戦いを勝ち取る重要な部分
となっています男性の 
 
2017 年 4 月 18 日、Taguig City、Fort Bonifacio City、Enderun 
College で開催された第 4 回 JCI マニラ首脳会議において、JCI マニラ
大統領 NiñoL Namoco が代表する章で、 AFP-CRS コマンダー大将ロ
ニーS エヴァンジェリスタ AFP。同時に、勝利平和プログラムは、最
初のプロジェクト Kawal Ko Mahal Ko（My Soldier、My Love）また
は KKMK で始まりました。このプロジェクトは、フィリピン人の義務
と犠牲のために兵士に支援とインスピレーションを提供することを本
質的に目的としています。 
 
KKMK を含む勝利平和プログラムが実施されたとき、マラウイ危機が
発生しました。このプログラムは、時機を得た危機には出くわしませ
んでした。 KKMK は、2,700 人以上の学生が 2,500 文字と 185 枚の
ポスターを制作した 4 つの大学キャンパスで、2017 年 6 月 27〜30
日に Letter Writing and Poster Making から始めました。これらの手

have joined for such a major operation. The authorities say they 
have also been joined by fighters from Indonesia, Malaysia, 
Saudi Arabia, Yemen, and Chechnya. 
 
https://www.nytimes.com/2017/09/01/world/asia/marawi-
philippines-isis-civilians.html  
https://www.nytimes.com/2017/06/13/world/asia/marawi-
philippines-islamic-state.html 
 
The war in Marawi has raged for nearly five months since it 
began in May 23, 2017. Thousands of residents suffer from 
massive displacement, as the city is left in ruins. Several soldiers 
and terrorists have been killed, and civilians have died in the 
long conflict. A total of 163 government troops and 47 civilians 
have been killed in the battle. A total of 847 Maute fighters have 
died. 1,800 wounded soldiers, A total of 359,680 people in 
Marawi have been displaced. On October 17, 2017, Philippine 
President Rodrigo R. Duterte declared the liberation of Marawi 
during his seventh visit to the city. 
 
http://cnnphilippines.com/news/2017/05/24/marawi-crisis-
timeline.html 
 
As early as January 2017, JCI Manila under the Special Projects 
and Partnerships Directorate, with the JCI Values and Tenet of 
government should be of laws, than of men, have engaged the 
Armed Forces of the Philippines (AFP) for potential projects for 
the year. Consultations have been made with the AFP Civil 
Relations Service (AFP-CRS) through its Commander Major 
General Ronnie S Evangelista AFP. 
 
The chapter has made several projects with the AFP in the past, 
which include an environmental project with the Philippine Air 
Force, Aerial Seeding, a disaster preparedness project in 
preparation for the Big One (7.0 Magnitude Earthquake) in 
Metro Manila called the Disaster Responders’ Challenge, several 
disaster relief efforts called OPLAN Damayan, and a Reservist 
Recruitment Campaign, called Kawal Ko Ako (I am a Reservist). 
 
Through the leadership of JCI Manila President Niño L. Namoco, 
a mother program supporting our government was 
conceptualized, Winning Peace. Our government especially 
through our soldiers pay the ultimate sacrifice in our to preserve 
our freedom, democracy, and way of life. They lay down their 
lives for peace. As the Bible says, “Greater love hath no man 
than this, to lay down his life for his friends” (John 15:13 King 
James Version). 
 
The program was designed to emphasize the importance of the 
United Nations Sustainable Development Goal (UN SDG) Peace, 
Justice, and Strong Institutions which would pave the way for 
the eventual achievement of other UN SDGs. The Marawi crisis 
made this purpose more evident. 
 
The program was also designed to remind the nation, especially 
the youth, that the Filipino soldier deserves the snappiest salute, 
the warmest pat in the back, and the biggest hug for their love 
and duty to the country. It was made to remind soldiers as well 
that the nation appreciates and values their sacrifice, and that 
the Filipino people are behind them all the way. 
 
Our soldiers in times of any crisis, may it be man-made or 
natural, are always at the forefront in ensuring that our nation 
remains secured, in order, and most especially peaceful for 
inclusive economic and human development and growth of the 
Filipino people. 
 
It is through appreciation of the soldier’s sacrifice that one 
would truly appreciate the liberties and freedom society enjoys. 
These are the liberties of free expression, free enterprise, 
education, healthcare, growth, and prosperity. The freedom to 
be lifted from poverty reach their greatest potentials. This 
includes all other UN SDGs. 
 
Although Winning Peace emphasizes support to Filipino soldiers, 
the project also includes support for other government offices 
and collaboration with other private and public partners. In the 
case of Marawi, the Office of the President, Civil Defense, and 
Social Welfare. 
 
Winning Peace is about engaging the entire country in 
supporting the government sustain peace, justice, and freedom 
for all Filipinos. Due to the Marawi Crisis, Winning Peace has 
also become an important part of winning the War on Terror by 
demonstrating that Filipinos regardless of race, age, gender and 



紙とポスターは、マラウィの戦いで 3000 人の兵士に影響を与えまし
た。このプロジェクトのテレビ、ラジオ、ソーシャルメディアの報道
はまた、感動を示して感謝を示し、戦闘中の兵士のために国からの支
援を集めるために追加されました。 
 
KKMK の目標は、1）主に軍の士気と闘いの精神を高めること、2）負
傷した兵士の回復を促すこと、3）倒れた兵士の家族と一緒に戦うこ
と、4）国内避難民に希望を与えること IDP）を避難所に配置する。こ
のプロジェクトは、AFP-CRS の#SupportYourTroops キャンペーン
と同様に補完されています。 
 
JCI マニラと LO 会長は 7 月 2 日に、戦闘中に兵士に KKMK の手紙を
配布し、避難所内の避難所内避難者（IDP）の手紙と、エバンジェリス
タ病院の手紙をその姉妹の章 JCI Macajalar 24K。 
 
KKMK のほかに、LO は災害救援プロジェクトである OPLAN 
Damayan（OD）Marawi も活性化しました。これはまた、勝利平和
プログラムの一部です。救済プログラムは、マラウイ危機の主な被害
者、避難者または避難者を世話することを本質的に目的としていま
す。この地域には合計 500 の家族尊厳キットが配られていた。夫人
HoneyletAvanceña もこれらの流通の一環として参加しました。 
2017 年 7 月 2 日から 3 月 2 日にかけて開催された JCI Manila OD 
Marawi プロジェクトの恩恵を受けた人員は、少なくとも 2000 人で
す。 
 
KKMK プロジェクトは手紙とポスターで終わらず、Campus Tours プ
ロジェクトもありました。 2017 年 7 月 13 日に、永遠の助け隊シス
テムのラス・ピニャス・キャンパスの学生 300 人が、フィリピン軍隊
とフィリピン国家警察の主要なサービスからの兵士たちが経験、義
務、犠牲とインスピレーションを共有していたキャラバンに参加しま
したフィリピンの兵士として。この KKMK キャンパスツアーは、より
多くのフィリピン人兵士、特に平和、正義、民主主義のために犠牲と
なっている価値観を高く評価しました。 
 
AFP のためのファイトと呼ばれる最後の受賞平和プログラムプロジェ
クトは、フィリピン医療センターの軍隊に限定された少なくとも 250
人の怪我人マラウィ兵が、ケソンシティのキューバ市のキューバ市の
Araneta Colliseum に運ばれた 2017 年 8 月 12 日に発覚したユニバ
ーサル・リアリティ・コンバット・チャンピオンシップ（URCC）に
よる全国放送ミックス・マーシャル・アート（Nationwide 
Television-Mixed-Martial Art）のイベントで、12,000 人の観客の前
で主に栄誉を与えられました。フィリピンの軍隊には、兵士や海兵隊
員とその家族も参加した 1000 個のイベントチケットが与えられまし
た。 
 
AFP のための戦いは、ベイビージェイシーズプロジェクトであり、現
在、AFP メディカルセンターのヒーローズワードに必要な医療機器の
改装と提供のための資金調達に取り組んでいます。委員会は、URCC
との総合格闘技イベントから獲得した資金から始めました。 
 
影響を受けたいくつかのプロジェクトを通じた勝利平和プログラム
は、間違いなくフィリピンの兵士の士気を高め、覚悟を作り、フィリ
ピンの兵士の犠牲を大切にし、秩序、正義、フィリピン人の発展と成
長のための平和と平和を築き、東南アジア地域と世界に影響力を与え
ました。プログラムは持続可能な方法で継続しなければならない。 
 
https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/186075-marawi-
series-rappler-timeline 
https://www.rappler.com/newsbreak/rich-media/186406-war-
impact-virtual-reality-marawi 

religion, are all peace-loving citizens and that we are a 
government of laws, not of men. 
 
On the 4th General Membership Meeting of JCI Manila that was 
held on April 18, 2017 at Enderun College, Fort Bonifacio City, 
Taguig City, a Manifesto of Support was given by the chapter 
represented by JCI Manila President Niño L Namoco to the AFP 
represented by the AFP-CRS Commander Major General Ronnie 
S Evangelista AFP. Concurrently, the Winning Peace program 
kick-started with its first project Kawal Ko Mahal Ko (My Soldier, 
My Love) or KKMK. The project essentially aims to provide 
support and inspiration to soldiers for their duty and sacrifice for 
the Filipino people. 
 
As the Winning Peace program carried on, including the KKMK, 
the Marawi Crisis struck. The program could not come at a 
timelier crisis. KKMK started with Letter Writing and Poster 
Making from June 27-30, 2017 at four University campuses that 
engaged over 2,700 students which produced 2,500 letters and 
185 posters. These letters and posters inspired our 3,000 
soldiers in the Battle of Marawi. Television, radio, and social 
media coverage of the project also added to further inspire and 
show appreciation and gather support from the nation for our 
soldiers in battle. 
 
KKMK goals were: 1) to primarily uplift the morale and fighting 
spirit of our troops, 2) to encourage the wounded soldiers at 
recovery, 3) to console with families of the fallen soldiers, 4) to 
provide hope to the Internally Displaced Persons (IDPs) in 
evacuation centers. The project very well complemented as well 
the #SupportYourTroops campaign of the AFP-CRS. 
 
On July 2-3, JCI Manila along with its LO President, distributed 
the KKMK letters to the soldiers in battle, as well as letters for 
the internally displaced persons (IDPs) in evacuations center, 
and letters for the wounded at the Evangelista hospital through 
its sister chapter JCI Macajalar 24K. 
 
Aside from KKMK, the LO also activated its disaster relief 
project, OPLAN Damayan (OD) Marawi, which is also part of its 
Winning Peace Program. The relief program essentially aims to 
take care of the primary victims of the Marawi crisis, the 
evacuees or IDPs. A total of 500 family dignity kits were 
distributed in the area. First Lady Ms. Honeylet Avanceña was 
also part of one of these distribution efforts. At least 2,000 
individuals benefited from JCI Manila OD Marawi project which 
also ran from July 2-3, 2017. 
 
The KKMK project did not end with letters and posters, it also 
had a Campus Tours project. On July 13, 2017, 300 students 
from the University of Perpetual Help System Las Piñas Campus 
participated in a caravan where soldiers from the major services 
of the Armed Forces of Philippines and from the Philippine 
National Police shared their experience, duties, sacrifices, and 
inspirations as a Filipino soldier. This KKMK Campus Tour made 
students appreciate more the Filipino soldier and most especially 
the values they stand and sacrifice for – peace, justice and 
democracy. 
 
The last Winning Peace Program project called Fight for the AFP 
transpired on August 12, 2017, where at least 250 ambulatory 
wounded Marawi soldiers confined at the Armed Forces of the 
Philippines Medical Center were brought to the Araneta 
Colliseum, Cubao, Quezon City to be treated and to be primarily 
honored in front of a crowd of 12,000 during a Nationwide 
Televised Mix-Martial Art event by the Universal Reality Combat 
Championship (URCC). 1,000 event tickets were also given to 
the Armed Forces of the Philippines which included soldiers and 
marines and their families who also attended the event. 
 
The Fight for the AFP is a Baby Jaycees project and is currently 
working on raising funds for the renovation and provision of 
needed medical equipment for the Heroes Ward at the AFP 
Medical Center. The committee has started with the funds 
earned from the Mixed-Martial Art Event with URCC. 
 
The Winning Peace program through its several impactful 
projects has definitely helped win the Battle of Marawi, uplifted 
the morale of the Filipino soldier, created awareness and rallied 
the young to value the sacrifice of the Filipino soldier and to 
support them in preserving order, justice, and peace for the 
development and growth of the Filipino people, and served as 
an influence in Southeast Asia Region and the World. The 
program shall continue to sustainably do so. 
 



   

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 

勝利平和の一般目的は、紛争によって荒廃した人々を含むフィリピン
の兵士を支援することで、国家を一緒に連れていくことによって、正
義と永続的な平和の追求における政府の強化を図ることです。 
 
具体的な目標は次のとおりです。 
1）フィリピンの軍隊およびその他の主要な利害関係者とのより強力な
パートナーシップを共同で支援し、確立する。 
2）マラウイ危機を終結させ、青年と国家を包囲して包囲戦で兵士を支
援し、奮闘させることで東南アジアカリフ制の創造を止めるのを助け
る。 
3）学生を啓発し、私たちの自由と民主主義と生活様式を守るために、
私たちの男女を制服で犠牲にすることの価値を高める。 
4）最終的にマラウイの人々が包囲を乗り越えて、最終的には家族の尊
厳のキットを通して人生を再建するのを助けます。 
5）兵士をケアキットで戦場で助けてください。 
6）負傷した兵士を敬い、回復のために勇気づける。 
7）政府のイメージを高め、フィリピン国民を守り、憲法を守るための
義務を支持する支援を集める。 

 
The general objective of Winning Peace is to strengthen 
government in its pursuit for justice and lasting peace by 
bringing the nation together in supporting the Filipino soldier 
including those ravaged by conflicts. 
 
The specific objectives are the following:  
1) Collaborate, support and establish a stronger partnership 
with the Armed Forces of the Philippines and other key 
stakeholders.  
2) Help end the Marawi Crisis and stop the creation of a South 
East Asian Caliphate by rallying the youth and the nation in 
supporting and inspiring our soldiers in the siege.  
3) Enlighten the students and make them value of the sacrifices 
our men and women in uniform in defending our freedom, 
democracy and way of life.  
4) Help the Marawi people eventually surpass the siege to 
eventually rebuild their lives through family dignity kits.  
5) Help the soldiers at the battlefield through care kits.  
6) Honor the wounded soldiers and inspire them to recovery.  
7) Uplift the image of government and gather support in 
upholding its mandate to defend the Filipino people and uphold 
the constitution. 

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 

勝利平和の持続可能な影響は、マラウィ市の解放とテロとの戦いの勝
利だけでなく、平和と正義のための強力な機関としてのフィリピン政
府の強化にもつながっています。 
 
このプログラムは、市を解放したフィリピン人兵士と回復し、現在家
を建て直した避難者の両方に動機を与えました。さらに、フィリピン
の兵士のイメージと価値を軽減することによって、若者たちは軍隊を
支援するようになった。 
 
ウィニング・ピースは、プロジェクトに投資し、動員費用は低いがイ
ンパクトの高い関連プロジェクトを舗装しました。彼らは愛国心、義
務と団結をフィリピンの若者に植え付け、軍隊に引き続きインスピレ
ーションを与えます。 
 
このプログラムは、政府、地方組織、青少年の中から、政府との堅固
なパートナーシップと宣言の発表はもちろんのこと、広範なパートナ
ーを招いてきました。 
 
ウイニング・ピースは若者、地方組織、マラウイの人々、フィリピン
の兵士、政府を結びつけました。このプログラムは、マラウイ危機を
超えても引き続きそうしています。それは世界中の平和を愛するすべ
ての市民に加わり、テロと平和のために立っている。 

 
Winning Peace’s sustainable impact has not only been in the 
liberation of Marawi City and winning the war on terror but also 
in reinforcing the Philippine government as a strong institution 
for peace and justice. 
 
The program has motivated both the Filipino soldiers who 
liberated the city and the evacuees who have regained and now 
rebuilding their homes. More so, by alleviating the image and 
value of the Filipino soldier, it has motivated the young to 
support the troops. 
 
Winning Peace has invested in projects and paved way for 
related ones that are low in mobilization cost but high in impact. 
They instill patriotism, duty and unity to Filipino youth, and sow 
continuous inspiration to the troops. 
 
The program has brought in several extensive partners from 
within the government, the local organization, and the youth, 
not to mention a solid partnership and manifesto of support with 
the government. 
 
Winning Peace has connected the youth, the local organization, 
the people of Marawi, the Filipino soldier, and the government 
together. This program continues to do so even beyond the 
Marawi crisis. It has joined all peace loving citizens of the world 
and has made a stand against terror and for lasting peace. 

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 

予算は、ワイニング平和プログラムとそのプロジェクトの効果的なガ
イドでした。 Winning Peace と同様に開発された各プロジェクト
は、地方組織の取締役会に提出され、政府、非政府組織、その他の
JCI の姉妹章であるかどうかにかかわらず、プロジェクトパートナー
の貢献も含まれていました。 
 
予算（US $ 50,000）は、すべてのプロジェクト委員長と各自の委員
会にリソースの動員と配分に関する目標を提供した。 また、特別プロ
ジェクトとパートナーシップのディレクターによって監視され、定期
的な報告がモニタリング目的で地方組織の取締役会に与えられた。 
 
モニタリングはまた、地元組織の取締役会に、動員費用が比較的低い
にもかかわらず依然として資源が不足していた特定のプロジェクトを
完了するために必要な支援を示した。 すべての議長は、それぞれのプ
ロジェクトの成功のために必要なリソースを完成させることができま
した。 

 
The budget was an effective guide for the Wining Peace 
Program and its projects. Winning Peace and each project that 
developed as well were presented to the local organization’s 
Board of Directors and they also included the contribution of 
project partners whether they be the government, non-
government organizations, and other JCI sister chapters. 
 
The budget (US $ 50,000) provided a target to all Project 
Chairmen and their respective committees on resource 
mobilization and allocation. They were also monitored by the 
Director for Special Projects and Partnerships and regular 
reports were given to the local organization’s Board of Directors 
for monitoring purposes. 
 
Monitoring also showed the local organization’s Board of 
Directors the needed support to complete certain projects that 
still lacked the resources despite their relatively low mobilization 
cost. All Chairmen worked well on completing the needed 
resources for the success of their respective projects. 

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 

 
How does this project advance the JCI Mission and Vision? 
※200 単語まで 
【参考】 

https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/186075-marawi-
series-rappler-timeline  
https://www.rappler.com/newsbreak/rich-media/186406-war-
impact-virtual-reality-marawi 

https://www.rappler.com/newsbreak/rich-media/186406-war-impact-virtual-reality-marawi
https://www.rappler.com/newsbreak/rich-media/186406-war-impact-virtual-reality-marawi


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 

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 

ウイニング・ピースは、国家をとりわけ若者たちが平和と正義のため
の強力な機関として政府を支援するように関与させ、JCI のミッショ
ン・ビジョンを進歩させました。 
 
3,000 人の学生が積極的にキャンパスツアー中に義務と犠牲の声を聞
くことを含めて、兵士への支援の手紙とポスターを描くことに参加し
ました。彼らは戦場で兵士たちにインスピレーションを与え、20 万人
の住人が住むマラウイの解放の一部であり、その危機によって 36 万
人の避難者が生まれ、帰国することができます。 
 
現地の組織は、配布された家族の尊厳のキットを通じて避難所で少な
くとも 2,000 人のマラウイ避難民に希望を送っています。 250 人の
マラウィ人のベテランも、12,000 人と全国テレビの前で表彰され、評
価されました。主要軍事病院のヒーローズ・ウォードに追加の医療機
器を提供するという進行中のプロジェクトはもちろんです。 
ウィニング・ピースは、マラウイ、フィリピンの兵士、若者の人々に
肯定的な変化をもたらしたばかりでなく、地方組織、学生、非政府組
織、政府が正義と長期にわたる平和を保障するための強力なネットワ
ークを確立しています。 

 
Winning Peace has advanced the JCI Mission and Vision by 
engaging the nation especially the young to support the 
government as a strong institution for peace and justice. 
 
3,000 students actively participated in making letters and 
drawing posters of support to soldiers, including listening to 
their testimonies of duty and sacrifice to the nation during the 
campus tours. They have been such an inspiration to our 
soldiers in the battlefield and have been part of the liberation of 
Marawi, a city home to 200,000 residents, and the crisis of 
which created 360,000 evacuees who can now return home. 
 
The local organization has also delivered hope to at least 2,000 
Marawi evacuees in evacuation centers through the family 
dignity kits distributed. 250 Marawi veterans have also been 
honored and appreciated in front of 12,000 people and national 
television. Not to mention the ongoing project of providing 
additional medical equipment to the Heroes Ward of the main 
military hospital.  
Winning Peace has not only created positive change for the 
people of Marawi, the Filipino soldiers and the youth, but also 
has established stronger networks for the local organization, 
students, non-government organizations, and government in 
ensuring justice and long-lasting peace. 

   

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 

378 
 

378 Members 

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 

90% 
 

90% 

このプログラムにおいて、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 

私たちのメンバーには、勝利するための平和プロジェクトがいくつか
ありました。これにより、各メンバに柔軟性、オプション、および価
値のある機会が与えられました。彼らは資金調達イニシアチブを含む
計画と執行に参加しました。彼らが政府を支援し、平和と正義のため
の強力な機関が他のすべての国連 SDG を達成することがいかに重要で
あるかを理解する機会を与えた参加の質が注目に値する。 
 
勝利平和はまた、兵士と働き、インスピレーションと敬意を払う機会
をメンバーに与えました。プログラムはまた、メンバーに、軍隊を支
援するために働く、啓発する、そして学生を集めるための経験を与え
ました。このプログラムは、メンバーにラジオ、テレビ、ソーシャル
メディアを扱う機会を与えました。また、メンバーは、大統領室、民
間防衛局、社会福祉局、およびフィリピンの軍隊から、さまざまな政
府支部と協力して経験を積みました。 
 
メンバーは昨年 4 月 18 日に勝利平和打ち上げと宣言の宣言で始まり
ました。次に、永遠の救助システムの大学の 4 つのキャンパスで、ラ
ス・ピニャス（6 月 27 日）、モリーノ（6 月 28 日） ）、カランバ
（6 月 29 日）、ビニャン（6 月 30 日）。マラウィ兵士への手紙とポ
スターの実際の配布は、昨年 7 月 3 日に行われた。 
 
さらにメンバーは、資金を調達し、マニラからマラウィへ 500 家族の
尊厳キットを配布し、7 月 2〜3 日に少なくとも 2,000 人の避難者に
利益をもたらす機会を得ました。同じ日にマラウィ兵に 100 種類のケ
アキットが配布された。これは、軍事護衛の助けを借りてリスクと安
全性が高いにもかかわらず、行われました。 
 
9 月 12 日、アラネタコロシアムでは、メンバーは 250 人の外傷性兵
士を動員し、1000 人の兵士を称える機会を得ました。 

 
Our members had several Winning Peace projects to choose 
from and to support. This gave each member the flexibility, 
option, and opportunity to be of value. They participated in 
planning and execution, including fund-raising initiatives. 
Notable was the quality of participation which gave them the 
chance to support the government and understand how 
important a strong institution for peace and justice is in 
achieving all other UN SDGs. 
 
Winning Peace also gave the members the opportunity to work 
with soldiers and to inspire and honor them. The program also 
gave members the experience to work, enlighten, and rally 
students to support the troops. The program gave members the 
chance to work with radio, television, and social media. It also 
gave members the experience to work with different branches of 
government from the Office of the President, the Office of Civil 
Defense, Department of Social Welfare, and the Armed Forces of 
Philippines. 
 
Members started with the Winning Peace launch and Manifesto 
of Support last April 18. Next came a letter writing and poster 
making caravan of 2,700 students at the four campuses of the 
University of Perpetual Help System: Las Piñas (June 27), Molino 
(June 28), Calamba, (June 29) and Biñan (June 30). The actual 
distribution of the letters and posters to Marawi soldiers took 
place last July 3. 
 
Furthermore, members had the chance to help raise funds and 
distribute the 500 family dignity kits from Manila to Marawi that 
benefited at least 2,000 evacuees from July 2-3. 100 care kits 
were also distributed to Marawi soldiers on the same date. This 
was done despite the high risk and security involved through the 
help of military escorts. 
 
On September 12 at the Araneta Coliseum, members had the 
chance to mobilize 250 ambulatory wounded soldiers and honor 
1,000 soldiers. 

   

③ 地域社会への影響 
 

Community Impact 
このプロジェクトの地域社会的影響を、どのように測りましたか？ 

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



コミュニティへの影響は、マラウイ危機の結果によって測定された。
地方組織は、マラウィ市の最終的な解放、ミンダナオでのテロとの継
続的な戦争、そして平和と正義のための強力な機関としての政府の強
化に、その努力が不可欠であったと考えている。 
 
この影響は、政府が基本的なサービスを提供し、人為的な災害を管理
することを可能にするパートナーシップの確立を通じても測定され
た。地元の組織は、最終的にステークホルダーエンゲージメントを通
じて危機を解決するための貴重な政府資源となりました。言い換えれ
ば、会員数（300 人）、学生（3,000 人）、市民（メディアを通じて
言及していないことは少なくとも 12,000 人）が含まれます。 
 
マラウイの危機は合計 1,057 人（163 人の兵士、47 人の市民、847
人のマートテロリスト）の命を奪ったが、現在約 36 万人の避難者が
帰国し、マラウイ市とその周辺の町を再建することができる。 
 
大統領は、10 月 17 日にマラウィが解放された後、9 月に大統領の
60％以上の純満足度評価を 12 月の 75+以上に上げました。軍の純信
用度は+66 で、1988 年以来最高です。政府の信頼と支持を高めるた
めの役割を果たすことができます。 

 
Community impact was measured by the outcome of the Marawi 
crisis. The local organization believes that its efforts were vital 
to the eventual liberation of Marawi City, the continuous war on 
terror going in Mindanao, and the reinforcing of government as 
a strong institution for peace and justice. 
 
The impact was also measured through the establishment of 
partnerships enabling the government to provide basic services 
and manage manmade disasters. The local organization became 
a valuable resource of government to eventually resolve the 
crisis through stakeholder engagement. Not to mention, the 
number of members (300), students (3,000) and citizens (at 
least 12,000 not to mention through media) involved. 
 
Though the Marawi crisis claimed a total of 1,057 lives (163 
soldiers, 47 civilians, and 847 Maute terrorists), a total of almost 
360,000 evacuees can now return home and rebuild Marawi City 
and its neighboring towns. 
 
The President had a 60+ net satisfaction rating in September to 
a big 75+ in December after the liberation of Marawi on October 
17. The military has a net trust rating of +66, its highest since 
1988. Through the chapter’s efforts, it was able to play a part in 
uplifting the trust and support for the government. 

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 

マラウイは 10 月 17 日に解放されました.360,000 人が今やテロリス
トの生活を再建し、守ることができます。東南アジアには ISIS カリフ
ートはなく、むしろ平和を愛する地域です。 12 万人のフィリピン人
兵士は、自国の義務を果たすために、より自信を持って、コミット
し、インスパイアされました。フィリピンの人々は、テロとの戦いに
おいて、平和、正義、人道のためのより強力な政府の完全な支持を得
ている。 
 
政府を強化し、支援するキャンペーンは、5 月 23 日にマラウイ危機が
勃発する前から始まった。危機が高まった頃には、地元の組織がそこ
にいた。それは、学生と国が軍隊を支援するために集まった。その存
在は、兵士のインスピレーションとケアのために配布されたメンバ
ー、手紙、ポスター、ケアキットを通して、マラウイにあった。言う
までもなく、避難者の希望と最終的なリハビリ段階のための家族の尊
厳のキット。 
 
大統領府、民間防衛局、社会福祉局、特にフィリピンの軍隊など、重
要な官庁との関与、パートナーシップ、支援、協力が確立され、強化
された。 
 
地方組織と青少年は、ラジオ、テレビ、ソーシャルメディアを通して
明確な立場を示しています。平和と政府への肯定。この章では、JCI
の価値である「政府は男性ではなく法律でなければならない」という
価値観に引き続き立っている。 
 
傷ついたフィリピン人の兵士たちは、今や犠牲を捧げる人々から回復
し、また奉仕するためにインスピレーションを得ることができます。
彼らは孤独で暗い道のりで、彼らは一人物ではなく、平和、正義、そ
して自由を守り、支えていくための国家全体と一緒にいる。 
マラウイで平和が勝ちましたが、勝利平和は人類のために続くでしょ
う。 

 
Marawi was liberated on October 17. 360,000 people can now 
rebuild and defend their lives from terrorists. There will be no 
ISIS-Caliphate in Southeast Asia, but rather a peace-loving 
region. The Filipino soldier, 120,000-strong, is now more 
confident, committed, and inspired to serve and fulfill his duty to 
the nation. The Filipino people are in fuller support of a stronger 
government for peace, justice, and humanity in the global war 
on terror. 
 
The campaign to strengthen and support the government 
started even before the Marawi Crisis erupted in May 23, and 
during the height of the crisis, the local organization was all the 
more there. It rallied students and the country to support the 
troops. Its presence was in Marawi through the members, 
letters, posters, and care kits distributed for the inspiration and 
care of soldiers. Not to mention, the family dignity kits for the 
hope and eventual rehabilitation phase of the evacuees. 
 
Engagement, partnership, support and collaboration with vital 
government offices such as the Office of the President, the 
Office of Civil Defense, the Department of Social Welfare and 
especially the Armed Forces of the Philippines were established 
and strengthened. 
 
The local organization and the youth has made a clear stand 
through radio, television, and social media: No to terror and 
ISIS; and yes to peace and the government. The chapter 
continues to stand by the JCI value “that government should be 
of laws and not of men.” 
 
The wounded Filipino soldiers can now draw inspiration to 
recover and even to serve back, from the people who value their 
sacrifices. That in their lonely and dark path, they are not alone 
but with an entire nation in their journey for defending and 
upholding peace, justice, and freedom.  
Peace has won in Marawi, but Winning Peace will continue for 
humanity. 

   

④ 国連機関または協力者との関連 
 

Link with UN Agencies or Partnerships 
このプログラムに参加したまたは協力した国連関係機関をリストアッ
プしてください。その関係性も記述してください。 (なければ N/A
と記載) 

 List any UN Agencies that participated in any way. Describe 
their involvement. (write N/A if note) ※150 単語まで 

平和を勝ち取るための計画プロセスの一環として、この章ではこれま
でに国連開発計画（UNDP）と国連児童基金（UNICEF）に助言を行っ
てきました。 
UNDP コミュニケーション・アソシエイトは、17 の国連持続可能な開
発目標（UN SDGs）を実行しました。Jacklyn Damaso-Gray 氏 彼
女はまた、Winning Peace プログラムとパイプライン上のプロジェク
トについても聞きました。 彼女は、主に平和、司法、そして強力な機
関である UN SDG 16 を対象にすべきだと述べました。 この UN SDG
は、マラウイが包囲されていることを考慮して、他の目標が最終的に
解決される道を開くだろう。 
 
ユニセフの大統領資金調達担当者である Maida Salcedo さんにも助言
と可能な支援のために接近しました。 マラウイの被災者 36 万人のう
ち、10 人に 4 人が子供です。 彼らは紛争の点で最も脆弱です。 
Salcedo さんは、家族の尊厳のキットの章の章を賞賛しました。 

 As part of the planning process for Winning Peace, the chapter 
has so far engaged the United Nations Development Programme 
(UNDP) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) for 
advice.  
Ms. Jacklyn Damaso-Grey, UNDP Communications Associate 
gave a run through of the 17 United Nations Sustainable 
Development Goals (UN SDGs). She also heard our Winning 
Peace program and projects on the pipeline. She mentioned that 
we should primarily target UN SDG 16 which is Peace, Justice, 
and Strong Institutions. This UN SDG will pave the way the way 
for other goals to be eventually addressed considering that 
Marawi is under siege. 
 
Ms. Maida Salcedo, Major Donor Fund Raising Officer of UNICEF 
was also approached for advice and possible support. Out of the 
360,000 Marawi evacuees, 4 out of 10 are children. They are 



the most vulnerable in terms of the conflict. Ms. Salcedo 
commended the chapter family dignity kit plan. 

その他、このプログラムに参加したパートナー（関係者）をリストア
ップしてください。 (なければN/A と記載) 

 List any other partners that participated in this program. 
(write N/A if none) ※100 単語まで 

1）大統領府 
2）民間防衛局 
3）フィリピンの軍隊 
a. 民事仲介サービス 
b. 東ミンダナオ司令部 
c. Western-Mindanao コマンド 
d. ジョイント・タスクフォースナショナル・キャピタル・リージョン 
e. フィリピン医療センターの武装勢力 
f. 本部サービスコマンド 
4）社会福祉・開発部 
5）国連開発計画（UNDP） 
6）国連児童基金（ユニセフ） 
7）ユニバーサルリアリティコンバット選手権 
8）スルピシオ線 
9）JCI Macajalar 24K 
10）永久支援システム大学 
11）平和のための母親 
12）DZRH、DZEC、DZBB、DZMM、RadyoTV Inquirer、DWIZ、
Channel 5、CRS-TV 

 1)Office of the President  
2)Office of Civil Defense  
3)Armed Forces of the Philippines  
a.Civil Relations Service  
b.Eastern-Mindanao Command  
c.Western-Mindanao Command  
d.Joint-Taskforce National-Capital-Region  
e.Armed Forces of the Philippine Medical Center  
f.Headquarters Service Command  
4)Department of Social Welfare and Development  
5)United Nations Development Programme (UNDP)  
6)United Nations Children’s Fund (UNICEF)  
7)Universal Reality Combat Championship  
8)Sulpicio Lines  
9)JCI Macajalar 24K  
10)University of Perpetual Help System  
11)Mothers for Peace  
12)DZRH, DZEC, DZBB, DZMM, RadyoTV Inquirer, DWIZ, 
Channel 5, CRS-TV 

パートナーは、どのようにこのプロジェクトに参加することになりま
したか？ 

 How were partners engaged to participate in the program? 
※250 単語まで 

パートナーには、一般的に、地元組織、ワイニングピースプログラ
ム、パートナーとして協力したい特定のプロジェクトの信頼できるプ
ロフィールが提示されました。彼らのほとんどは、オーナーシップ目
的、実行と事後評価の段階で計画と概念化の段階にも携わっていまし
た。 
 
プレゼンテーションの一部では、マラウィ危機だけでなく、国や地域
の長期的な成長と安定のためにも、平和と正義のために政府を強化す
る積極的な変化のために、各ウィニングピースプロジェクトがどのよ
うにインパクトと持続可能であるかを示しました。 
 
長年の戦略的パートナーであるフィリピンの軍隊は、相談され、従事
した。このパートナーシップは、数々のプロジェクトと年を経て平和
を勝ち取る前にも拡大しています。これにより、現地の組織は、軍隊
とその部隊と一緒にプロジェクトを実行する信頼と信頼の高い地位に
置かれます。これは、地元の組織がアジアで最初に設立された JCI 章
であり、過去 70 年間に肯定的な変化をもたらしたという信頼性も言
及しているわけではありません。 
 
このプログラムのアクティブ・シチズン・フレームワークと一緒に運
営された信頼性は、他の政府機関や民間パートナーと協力するのに役
立ちました。 1）大統領官邸 HoneyletAvanceña は、救援物資を配布
し、2）ユニバーサル・リアルティ・コンバット・チャンピオンシップ
は、全国テレビで、イベント夜に 1,250 枚のチケットを提供し、3）
いくつかのラジオ、このプログラムを信じて支援するテレビやソーシ
ャルメディアには、Winning Peace プロジェクトが含まれていまし
た。 

 
Partners were generally presented with the credible profile of 
the local organization, the Wining Peace program, and the 
particular project they would like to partner and support. Most of 
them were also engaged in the planning and conceptualization 
stage for ownership purposes, and on the execution and post-
evaluation stages. 
 
Part of the presentation showed how each Winning Peace 
project would be impactful and sustainable for positive change in 
strengthening the government for peace and justice not just for 
the Marawi crisis but also for the long-term growth and stability 
of the country and the region. 
 
The Armed Forces of the Philippines, a long-standing strategic 
partner, was consulted and engaged. The partnerships extend 
even before Winning Peace with several projects and years 
back. This puts the local organization in a high position of trust 
and confidence in executing projects with the military and their 
units. This is not to mention also the credibility of the local 
organization being Asia’s 1st established JCI Chapter and having 
brought about positive change for the last 70 years. 
 
The same credibility carried along with the Program’s Active 
Citizen Framework, helped working with other government or 
private partners. To name a few: 1) The Office of the President 
First Lady Honeylet Avanceña engaged the chapter with relief 
distribution 2) The Universal Realty Combat Championship 
featured the troops in national television along with 1,250 
tickets on the event night, and 3) Several radio, TV and social 
media, believing and supporting the program, featured Winning 
Peace projects. 

   

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 

マラウイの戦いは終わったが、次は何か？政府の戦争の推定コストは
6000 万ドルと推定されているため、マラウイを再構築するためのコ
ストは 11 億米ドルとなる。これは言うまでもありませんが、1,057
人の命が失われ、36 万人の避難者が再び社会に復帰することになりま
す。元米ファーストレディーのエレノア・ルーズベルトは、「誰も最
後の戦争で勝利したのではなく、誰も次の戦争で勝つことはできな
い」と述べた。 
 
勝利平和の長期的な影響は、平和と正義のための強力な政府の継続的
な強化です。フィリピンの兵士を支援することは、常にその目的のた
めに不可欠です。法律、人権、および平和を支配する強力で信頼でき
る政府は、地方または国家を問わず、過激派またはテロリストに対す
る強力な抑止力となるでしょう。国や地域は、別のマラウイ危機が起
こるのを待つ必要はありません。 
 
フィリピンの国民によって完全に支持された軍隊と、特定された重要
分野における選挙区の支持を含む国や地方自治体の継続的な関与によ
り、勝利平和は間違いなく他のすべての UNSDG を達成する触媒にな
るでしょう。 

 
The Battle for Marawi is over, but what is next? The estimated 
cost of the war for the government was estimated to be US $ 60 
Million, more so, the cost to rebuild Marawi would amount to US 
$ 1.1 Billion. This is not to mention, the 1,057 lives lost, and 
360,000 evacuees to be reintegrated back to society. As former 
U.S. First Lady Eleanor Roosevelt said, “No one won the last 
war, and no one will win the next war.” 
 
The expected long-term impact of Winning Peace is the 
continuous build-up of a strong government for peace and 
justice. Supporting the Filipino soldier will always be vital to that 
end. A strong and credible government that upholds the rule of 
law, human rights, and who sustains peace, will be a powerful 
deterrent to any extremist or terrorist whether local or national. 
The country or region does not have to wait for another Marawi 
crisis to happen. 
 
With a fully supported Armed Forces of the Philippines by its 
people, and with the continuous engagement of national and 
local government including support for their constituencies in 
identified critical areas, Winning Peace will definitely be a 
catalyst to achieving all other UNSDGs. 

このプロジェクトの改善点・改善策を記述してください。 
 

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



※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 
軍隊のための戦いの間に、12,000 人の観客と全国の聴衆が、負傷した
兵士を含む倒れた人々を敬うために沈黙の中断を一時中断したため、
すべての人が深い納得感を感じました。兵士たちは自分の人生を知っ
ていて、努力が大変に評価されました。フィリピン人は彼らの犠牲を
大切にしていました。その時点で、誰もが Marawi の戦いが勝たれ、
Marawi が取り戻されることを知っていた。その章は、その変化の道
具であることを誇りに思っていました。 
 
しかし、イスラム教徒ミンダナオは、ISIS の拡大はもちろんのこと、
過激派やテロリスト、そして東南アジアのカリフラテの中心であるマ
ラウイの場合、繁栄の場として注目されています。何十年にもわたっ
てこの闘いの原因となっていること、イスラム教徒のミンダナオ島で
ISIS ターゲットとしてこの脆弱性を引き起こした原因は何ですか？そ
れは、平和と正義の強い制度の欠如です。 
 
イスラム教徒のミンダナオは、国連の SDG が他の地域よりも比較的複
雑な問題に比較的直面している。繁栄している民主主義のように、自
由と人権と法の支配を支持する強力な国家と地方の政府から始めま
す。これにより、残りの国連 SDG は効果的に取り組まなければならな
い。平和と正義は包括的な経済成長と人間開発につながるでしょう。 
 
マラウイの危機以前から始まったとしても、平和を勝ち取ることは間
違いなくもっと積極的になるだろう。それにもかかわらず、チャプタ
ーは変化の触媒であり、政府の武力を支援し、ムスリム・ミンダナオ
など重要な地域のプロジェクトを中心にパートナーの基盤を拡大して
いく。 

 
During the Fight for the Troops, as the 12,000 crowd and 
nationwide audience paused for a moment of silence to honor 
the fallen, including the wounded soldiers present, a deep sense 
of fulfillment was felt by everyone. The soldiers knew their lives 
and efforts were greatly appreciated. The Filipino people valued 
their sacrifice. At that point, everyone knew the Battle of Marawi 
would be won and Marawi would be taken back. The chapter 
was proud being an instrument of that change. 
 
Yet looking back, Muslim Mindanao has been in struggle for 
decades, not to mention ISIS expanding, it has been a target 
and eyed as a breeding ground for extremists and terrorists, 
and in the case of Marawi, the heart of a Southeast Asian 
Caliphate. What has been causing this struggle for decades and 
what has caused this vulnerability for Muslim Mindanao as an 
ISIS target? It is the lack of a strong institution of peace and 
justice. 
 
Muslim Mindanao relatively faces more complex problems in UN 
SDGs than other regions in the country, not to mention the 
compounding effect the lack of UN SDGs have to Muslim 
Mindanao. It all starts first with a strong national and local 
government that espouses freedom, human rights, and the rule 
of law, just as in any thriving democracy. With this, the rest of 
the UN SDGs shall be effectively addressed. Peace and justice 
will lead to inclusive economic growth and human development. 
 
Winning Peace would definitely be more pro-active as it started 
even before the Marawi crisis, but it could have come much 
earlier. Nonetheless, with the chapter being a catalyst for 
change, as it shall continue to enable the government and 
support its Armed Forces, and increasing its base of partners 
with projects especially in critical areas such as Muslim 
Mindanao. 

 

「目的・財務計画・実施」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  

  



 

 

 

「メンバーの参加」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  

  

 

「地域社会への影響」項目に添付する画像を下部に貼付してください 



  

  

 

「国連機関または協力者との関連」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  



  

 

「プログラムの長期的な影響」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  

  

 

 

 


