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① 組織運営
会頭は 100％全力を投じていましたか？

Administration
Did this National President achieve 100%
Efficiency? ※50 単語まで
Under Ikeda’s leadership, JCI Japan strived to
achieve 100% efficiency keeping an up to date
membership database; plan of action and budget;
dues payments; 2018 Officer training; submitting
award entries and judges; carrying out projects at
home and abroad, publishing reports on activities;
and sending many delegates to international
events.
How did this National President effectively
administer the organization? ※150 単語まで
JCI Japan National President Shogo Ikeda divided
the country into 10 Districts, with 10 Vice
Presidents and 47 Blocs, one for each prefecture of
Japan. Duties were delegated to 31 different
committees and commissions within five Groups,
each assigned a Vice President for Programs. Four
Vice presidents and one Senior Executive Director
with command and supervisory authority for each
of the Groups and Districts have been overseeing
activities and leading the movement.
Two-way communication informs supervisors,
leaders, teams and individuals of each other’s
intent. The views of leaders and members are
sought, and everyone is encouraged to take the
initiative. JCI Japan utilizes this system to focus its
efforts and realize a “bright and prosperous
society.”
695 Local Organizations allow JCI Japan to
maximize its effectiveness and scales of operation.
President Ikeda united Local Organizations,
establishing effective communication and
maximizing the human potential of all 35,000
members of JCI Japan.

はい、池田祥護はこの国と世界を明るく豊かな社会に
導くために、日夜、率先して行動した。
彼は日本に留まらずアジア太平洋地域の枠を飛び越
え、様々な事業に参画した。そして、世界中のＪＣＩメ
ンバーとともに１００％の力を以って世界を変えるため
のあらゆる行動に努めた。
会頭はどのように効果的な組織運営をしましたか？
池田祥護は日本全国を１０地区に分け、１０名の地区
担当常任理事をおいた。１０地区はさらに都道府県ごと
に４７ブロックに分かれた。
また、３１の異なる担当分掌を有する会議・委員会を
設置し、さらに５グループに分類し５名の会務担当常任
理事をおいた。
それらをすべて統括して運動を統率するのは４名の副
会頭と１名の専務理事である。彼らは各々に指揮・監督
権限を持ち、それぞれが担当する地区やグループに指示
を出す役割を任された。
池田祥護は監督者からリーダー、チームへ、そして個
人へと段階的に情報と意思を伝えた。もちろん、一方的
にそれらを押し付けるのではなく、個々に「意見を持つ
こと」や「考え抜くこと」を求めた。そこで導かれた各
論をまた伝達系統を用いて集約させ「明るい豊かな社
会」の実現に役立てた。

② メンバーへの指揮・動機づけ・インスピレーション
会頭がリーダーシップを発揮した事例を一つ記述してく
ださい
池田祥護は、日本青年会議所の会頭として、世界中の
すべての人々が幸福を求めその先に豊かさを享受できる
社会を実現するためには、ＵＮ ＳＤＧｓ（持続可能な
開発のためのグローバル目標）の達成が絶対の命題であ
ると考えた。
主な取り組みは三つに分類される
①外務省との連携
外務省と連携し、内閣府ＳＤＧｓ推進本部が推し進め
る、「ＳＤＧｓアクションプラン２０１８」に基づき、
意欲的に取り組む企業事例を増やした。既に２０社から

Leadership, Motivation, Inspiration of Members
Please give an example of how this National
President acted as a leader. ※200 単語まで
Ikeda focused on the United Nations’ Sustainable
Development Goals as follows:
1.
Collaboration with the Japanese Ministry of
Foreign Affairs (MOFA)
Under his leadership, JCI Japan has collaborated
with MOFA, and the Cabinet Office in charge, in
drawing up its 2018 SDGs Action Plan, attracting
10 new corporate partners. He believes adopting
the SDGs will enhance participating enterprises’
social and fiscal value.
2.
Collaboration with the Ministry of the
Environment

賛同を得ており、最終的にはその数を３０社とする計画
で活動している。
池田祥護は、ＳＤＧｓを取り入れた企業が、実際にど
のように自社の価値を高め、経済的効果を享受できるか
が重要であると考えた。
②環境省との連携
私たちは、環境省主体で開催の「国連生物多様性の１
０年日本委員会」に参加し、「海洋資源」に関するゴー
ル１４、並びに「陸の生態系」に関するゴール１５につ
いて、これまでの経過を観察しながら、２０２０年以降
の新たな１０年の目標について検討を進めた。
③若者へのＳＤＧｓの認知度向上に対する取り組み
池田祥護は「みんなのＵＮ ＳＤＧｓまるわかり読
本」を作成し、全国５６の中学・高校に配布し、若い世
代のＳＤＧｓへの興味を喚起した。さらに、全国１０の
学校を対象に出張型授業を行い、子どもたちが世界の状
況と日本の状況をより深く知り、「自分のこと」として
当事者意識を持つことを教えた。
会頭がどのようにメンバーのモチベーションアップし、
メンバーをインスパイアしたかを、一例を用いて記述し
てください
池田祥護は「会頭公式訪問」という事業を実行し、６
９５のＬＯＭのメンバーに対して、自らの運動の方針を
伝播させるべく、また、彼らの運動に対する意欲を醸成
するべく、４８都道府県のすべてを訪れた。
彼は「会頭講演」を行い、ＪＣにおけるリーダーの役
割を具体的な方法論を示して伝播した。また、「ＪＣＩ
の運動の本質とは何か」といった、我々の運動の根源的
な意味について自らの体験を例としてメンバーに説い
た。
彼は２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック
競技大会の開催を見据えて、スポーツ・障がい者スポー
ツ・マイナースポーツを地域活性化のために活用する目
的のもと、池田祥護自らが参加するスポーツ交流を行っ
た。
池田祥護は会員拡大の重要性を各地で説き、「地域で
成功し、目標となる人間になれば自ずと志を同じくする
人間が集まる」といった話を繰り返し、メンバーの意欲
を喚起した。その結果、年初から８月現在までの全国の
会員拡大実績は漸次的に伸びており、５，１６５名の新
たなメンバーを迎え入れ現在は３４，１２３名を数える
までに増加した。
池田祥護は６９５のＬＯＭのメンバーと対話したこと
により、個々のモチベーションを高めるだけでなく、彼
自身も彼らから各地域の多様性について学び、政策の立
案に活かすことつながった。
③ プロジェクトの影響
NOM 会頭在籍中に、最も大きな影響を与えた国際的プ
ロジェクトを記述してください

Under Ikeda, JCI Japan has promoted the Guide to
Utilizing the Sustainable Development Goals (SDGs)
and the Guide to Partnerships toward Realizing the
United Nations Sustainable Development Goals
(SDGs), published by the Ministry of the
Environment and has increased projects in this
area.
JCI Japan participates in the Japan Committee for
the United Nations Decade on Biodiversity,
monitoring progress on Goal 15 (Life Below Water),
and Goal 15 (Life on Land).
3.
Initiatives to improve awareness of SDGs
for young people
Ikeda has raised awareness by creating and
distributing Everyone’s UN SDGs Complete Literacy
Reader to 56 junior high and high schools
nationwide. With strong faith in the youth of Japan,
he has visited schools around the country to
promote Japan’s role in achieving the SDGs and
engage in dialogues.
Please give an example of how this National
President motivated and inspired members. ※
200 単語まで
Ikeda believes in directly engaging with challenges
and has conducted Official Presidential Visits to the
695 Local Organizations of JCI Japan in all 48
prefectures to share official policy and meet with
and directly encourage the members.
His approach is threefold.
1.
Through his President's Lecture he defines
the ideal model for a leader of the organization and
discusses with members just what exactly is “the
essence of the JCI movement?”
2.
He then discusses with Local Presidents
and members the challenges they face in their
communities and seeks solutions together with
them.
3.
In anticipation of the 2020 Tokyo
Olympics, Ikeda has focused on sports exchanges,
sports for the disabled, and minor sports to
revitalize the regions.
At each of the places he has visited, members have
inquired how to achieve membership expansion
and, based on experience, he explains to the
members that by creating success stories in their
own lives, potential members will naturally wish to
join the organization. As a result, 5,165 new
members have joined since January, bringing total
JCI Japan membership to 34,123, and Ikeda has
elevated individual levels of motivation, while
learning firsthand about the circumstances of the
members active on the front lines.
Activities: Impact of Projects
What national projects achieved the greatest
impact during the National President's tenure?
※200 単語まで

池田祥護は、日本青年会議所本会が世界に誇り、今回
で８回目を迎える「少年少女国連大使事業」を本年度も
実施し、若きリーダーの育成に寄与した。
主な事業概要は以下の通りである。
公正な審査による大使認定
日本全国から選ばれた小学５年生から高校３年生の男女
３０名を大使に任命した。大使は他国の現状を知り、世
界平和に向けた努力をすることを約束した。
フィリピン（マニラ）での研修
大使はマニラでスモーキーマウンテンやスラム街を視察
し、途上国の現状や貧困に対する理解と興味を深めた。
アメリカ（ニューヨーク）での研修
大使は国連本部にてＵＮ ＳＤＧｓについて学んだ。最
終的にはＧＰＳ（グローバルパートナーシップサミッ
ト）の場でプレゼンテーションを行い、知ること、考え
ることの大切さを自らの行動で示した。
ジュネーブ国連欧州本部、ＩＬＯ（国際労働機関本
部）、ＷＨＯ（国際健康機関本部）での研修
それぞれの専門機関にて大使宣言構築のためのより具体
的な行動の中身について議論し、世界を変えるために何
が出来るのか子供の目線で考えた。
啓発活動
大使は帰国してから、これまでの研修を通して得た学び
を日本各地域で共有し、世界の現状を知ること、考える
こと、行動することを日本人に促すために啓発活動を行
った。

このプロジェクトにおいての NOM 会頭としての関りを
記述してください
池田祥護は、子供たちに情報を授けるだけに留まら
ず、彼らが世界の現状を自らの目で知り、解決手法を考
え抜く経験にこそ意味があると考えた。彼は少年少女国
連大使事業の成功に向けた努力を怠らなかった。
外務省・国連開発計画（ＵＮＤＰ）への後援依頼並び
に協賛協力企業への協賛依頼
池田祥護はＳＤＧｓの達成の重要さを関係省庁や民間企
業に説明し、彼らから支援を得て、この取り組みの可能
性を拡げた。
ＪＣＩフィリピン・ＪＣＩアメリカ・ＪＣＩスイス及
びＪＣＩ（国際青年会議所）との協調・連携
彼は海外の友人である各ＮＯＭに協力を依頼し、信頼関
係を構築するとともに、我々の取り組みをロールモデル
として普及させた。
ＧＰＳ（グローバルパートナーシップサミット）での
大使宣言プレゼンテーションへの帯同
池田祥護は多くの日本青年会議所メンバーを伴ってニュ
ーヨークを訪れ、大使たちの晴れ舞台を応援した。彼等
の成長を見届け、心からの激励をした。

Ikeda has strongly boosted and supported JCI
Japan’s very effective United Nations Youth
Ambassador program.
The program works as follows:
1.
Selection
Ikeda chooses the Youth Ambassadors from among
fifth grade elementary school through third grade
of high school students, with the mission to
promote Japan, learn about other countries and
create a peaceful world.
2.
Training in the Philippines (Smoky
Mountain)
The students visit Smoky Mountain and the slums
of Manila, to learn about poverty in developing
countries and gain awareness of the need to
improve the circumstances of people living outside
Japan.
3.
Training at the United Nations Europe
Headquarters in Geneva, the ILO (International
Labor Organization Headquarters), and the WHO
(World Health Organization Headquarters)
The Youth Ambassadors visited various
organizations for discussions and made a
presentation at the ILO, discussing what they, as
children, would do to change the world.
4.
Awareness-raising activities
Back in Japan, Ambassadors shared their
experiences with the people, helping them develop
a global perspective and learn about what people
around the world are doing to improve our planet.
At various administrative agencies, local
governments, schools and other venues, they
spoke about conditions around the world and
Japan’s role in implementing the SDGs.

How was the National President involved in the
organization's projects? ※200 単語まで
Ikeda has helped children gain new information and
discover through experience the state of the world,
seeing things with their own eyes while pondering
solutions.
1.
Request for sponsorship from the Ministry
of Foreign Affairs / United Nations Development
Program (UNDP) and sponsorship assistance from
partner enterprises.
United Nations Youth Ambassadors played a key
role in developing civic awareness among young
people, inspiring them to seek solutions to global
challenges. Ikeda also succeeded in gaining support
from the three sectors while supporting the
program.
2.
JCI Philippines, JCI USA and JCI
Switzerland in cooperation with JCI
In partnership with overseas National Organizations
and JCI, he has helped deepen trust and establish
JCI Japan as a role model for such efforts.
3.
Japanese children convey Japanese
spirituality
Traditional Japanese spirituality has an essential
role in helping create stability around the world.

Through their excellent behavior, the Youth
Ambassadors helped to teach others about
Japanese spiritual values and Ikeda met with them
personally to help them explain the concept in their
own words
4.
United Nations Youth Ambassador
declaration presentation at the Global Partnership
Summit (GPS)
Ikeda and members from JCI Japan joined the
Youth Ambassadors in New York for their
presentation.
④ JCI イベントへの参加
会頭が参加した NOM イベントや JCI イベントを記述し
てください
【ＪＣＩ台湾新年式典】
【ＪＣＩ香港新年式典】
【ＪＣＩマカオ会頭就任式典】
【２０１８年度京都会議】（京都）
京都会議は、１年間の運動の起点ともなる重要なイベン
トである。池田祥護による会頭所信表明演説を通して２
０１９年度の運動の道筋を示した。
【金沢会議】（金沢）
金沢会議は２０１６～２０２０年まで開催されるＳＤＧ
ｓ推進を目的とした国際会議である。
【２０１８年度日本アカデミー】（御殿場）
「和」の精神性を兼ね備えた人財を育成するべく日本人
として必要な知恵や知識を身に着け、得た学びを地域に
伝播できる人財を地域に輩出するための研修である。
【ＪＣＩ国際アカデミー】（姫路）
世界中から次年度会頭予定者が参加し、国内からも国際
の舞台で活躍する人財が多数参加する日本青年会議所が
世界に誇る交流・研修事業である。
【サマーコンファレンス２０１８】横浜
サマーコンファレンスは、毎年横浜の地で行われている
日本青年会議所における最大の発信の機会である。
【第４回ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー大会】
本大会は地域の未来を担う子供たちに、国際的にも広く
普及しているサッカーを通して、「グッドルーザーの精
神」を伝え、道徳心を持った人財を育むことを目的に開
催されます。
【宮崎全国大会】（宮崎）
全国大会はこれまでの２０１９年度のあらゆる運動の成
果を振り返り、検証するための集大成の場である。
会頭が参加した国際的イベントを記述してください
【ＪＣＩアジア・太平洋地域会議】日本（鹿児島)
【ＪＣＩヨーロッパ地域会議】ラトビア（リガ）
【ＪＣＩグローバルパートナーシップサミット】アメリ
カ（ニューヨーク）
【ＪＣＩ世界会議】インド（ゴア)

Attendance at JCI Events
Describe the National President's attendance at
national and local JCI events. ※150 単語まで
JCI Taiwan, Hong Kong, and Macao New Year
Ceremonies
2018 JCI Japan Kyoto Convention
Ikeda launched the year’s activities for JCI Japan
and shared his 2018 Presidential Guiding Principle
with the membership.
Kanazawa Conference
Ikeda led the way in promoting and deepening
understanding of the UN SDGs.
2018JCI Japan Academy (Gotemba)
Ikeda helped participants discover more about the
spirituality of Wa and gain the training needed for
their human development.
2018 JCI Academy (Himeji)
Ikeda helped participants transcend differences of
nationality, racial and social background united by
the Japanese spiritual values embodied in Wa.
2018 Summer Conference Yokohama
Ikeda participated in several forums with important
figures from Japanese society
The 4th JC Cup U-11 Boys and Girls Football
Tournament
Ikeda taught children the importance of being a
“good loser.”
2018 JCI Japan National Convention (Miyazaki)
Ikeda will be passing on the chain of office to
incoming National President Takeaki Kamada.
Describe the National President's attendance at
international JCI events. ※150 単語まで
2018 JCI ASPAC Kagoshima
As National President of the hosting National
Organization, President Ikeda helped ensure the
success of this showcase project and his warm
approach to human relations and his inspiring
leadership helped make ASPAC a once in a lifetime
event.
2018 JCI European Conference Riga
Ikeda led a delegation of 60 members of JCI Japan
to the 2018 European Conference, and the
Japanese delegates greatly encouraged the
European members, engaging with them in cultural
exchange activities and training.
2018 JCI Global Partnership Summit
Ikeda led a lively delegation of 93 to the Global
Partnership Summit in New York and played a key
role in the success of that event.

2018 JCI World Congress Goa
So far President Ikeda has encouraged some 1000
members of JCI Japan to register for the World
Congress in India this year and hopes to deliver
even more within the next couple of months.

⑤ JCI での参加
会頭は、どのように NOM 活動に参加しましたか？
現場に赴き実際に経験することが学びになると強く信
じており、公務の合間をぬって時間の都合の許す限り現
場を訪れ、多くのメンバーや市民の声を聞き、交流を図
った。
例えば、第４回ＪＣカップＵ－１１少年少女サッカー
大会や第３４回わんぱく相撲全国大会開会式では多くの
子供たちにスポーツを通した心身の鍛錬の重要さを説
き、彼らとの触れ合いを大切にした。
また、西日本豪雨災害の被災現場を訪れ、視察すると
ともに実際に復旧活動に取り組み、報道や報告によって
得られる情報よりも、現地の声を聞くことを重視した。
さらに、池田祥護は自らの日本青年会議所会頭として
の役割と責任を自覚しており、ＬＯＭと日本青年会議所
はともに手を取り合い歩む関係にあるという考えのも
と、友人である多くのＬＯＭの新年式典や周年記念式典
におよそ３００件を超える祝辞やビデオメッセージを贈
った。

会頭は、どのように国際的な JCI 活動に参加しました
か？
池田祥護は、世界という舞台においても、人々を巻き
込み、喜びや経験を分かち合うことを大切にしている。
たとえば、ＡＳＰＡＣ鹿児島大会においてＪＣＩ ＪＡ
ＰＡＮは８，０００名を超える登録者数を達成し、ＪＣ
Ｉのネットワークを我が国からアジア太平洋地域へ、そ
して世界中へと広めた。
もちろん、ゴアでの世界会議では１，０００名をはる
かに超えるメンバーを動員しており、ＪＣＩのネットワ
ークの発展を真に願い、実際に行動している。彼はどの
ＪＣＩの事業についても、可能な限り多くのメンバーと
ともに参加するということに重きをおいており、今後も
彼は世界中のＪＣＩのネットワークが永続的に広がりつ
づけるための努力を惜しまないという強い気持ちをもっ
て日々の運動に取り組むつもりだ。

Participation in JCI
How did the National President participate in
national JCI activities? ※150 単語まで
Ikeda believes in going out into the field to
experience things and likes to spend time listening
to the voices of the JCI Japan members and
members of the public. At the Opening Ceremony
of the 4th JCI Cup U-11 Boys and Girls Football
Tournament and 34th Anand Sumo Tournament
Opening Ceremony, he spoke about training one’s
mind, body and spirit through sports, and strove to
interact with the attendees.
He visited the site of the disaster caused by
torrential rain in western Japan, took part in
recovery activities, and emphasized listening to
local voices rather than information obtained
through media coverage and reporting.
Ikeda’s believes that Local Organizations and JCI
Japan are linked in their relationship with one
another and provide stability and friendship for
each another. He has provided over 300
congratulatory messages and video messages to
the New Year and Anniversary Ceremonies of JCI
Japan Local Organizations.
How did the National President participate in
international JCI activities? ※150 単語まで
JCI Japan National President Shogo Ikeda cherishes
people and makes the most of opportunities for
sharing in joys and experiences with them. For
example, during 2018 JCI ASPAC Kagoshima, JCI
Japan succeeded in attracting over 8,000
registrations, and propagated the JCI network from
Japan to the Asia Pacific region and around the
world.
He also helped make the JCI Academy a great
success.
To date, he has mobilized 1,000 members to
attend the 2018 JCI World Congress in Goa, and he
has a heartfelt wish to contribute to the
development of JCI’s global network through
concerted action. He places great importance on
maximizing the participation of the members in JCI
projects to the greatest degree possible. In the
future he plans to tackle daily exercise, based on
his strong feeling that JCI’s global network has
deep potential to change the world, and no efforts
should be spared in developing it.
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