
開催期間： 2002 年 4 月 1 日～2011 年 12 月 31 日 

  簡潔な短い文章にして下さい。やっつけ仕事禁止 

スタッフ： NONE 

  簡潔な短い文章にして下さい。やっつけ仕事禁止 

支援者： all jci members 

  簡潔な短い文章にして下さい。やっつけ仕事禁止 

予算： ＄1600×９年 

  簡潔な短い文章にして下さい。やっつけ仕事禁止 

利益／損失： NONE 

  簡潔な短い文章にして下さい。やっつけ仕事禁止 

誰の為に？： 全人類すべてのため、MDGs に関係する失われる命の為 

  簡潔な短い文章にして下さい。やっつけ仕事禁止 

目的： 

①UNMDGSに対して自分が貢献出来る運動を考え行動することができる active citizen を創造する  

②世界中に active citizen を増やす。 

③ＪＣＩの価値の上昇 

④それらから総合的に得られる恒久的世界平和への実現     



3 行程度 400 字以内 必ず結果と合致出来るはずです。キチンと考えましょう。 

    

  簡潔な短い文章にして下さい。やっつけ仕事禁止 

概要： 

①UN出向をする事で、JCI メンバーに MDGSなど活動の関心をもたせる 

②UN ミッションでのスピーカの選出、プログラム、会場の選定 

③MDGs促進 

④青年会議所の活動を UN 内の評価を上げる事でＪＣI の認知度をあげる      

全部で 4００字以上   

  簡潔な短い文章にして下さい。やっつけ仕事禁止 

結果： 

２０１１ｊjci 会頭のアクションプランのもと組織全体の向上に功労した。 ①united nations で 2nd devision から grobal standard に引き上げに寄与 ②

UNミッションでの、会員の意欲的な参加実績 ③MDGsに沿った事業の理解 ④nothing but netsの国内成果$68,517-など UN MISSIONでは 最終登

録者数は、380 人、59 か国からのメンバーや、パートナー団体が参加をしました。 また、24 パートナー団体より、25 人の講演者と 9 人の来賓をむか

えました。その中には、各国の国連代表団、国連事務局、6 つの国連機関が含まれます。 



全部で２００字以上 1 万字程

度 

UN MISSION での結果 

来賓と講演者について： 

・Advanced Remarketing Services 社 代表取締役社長 ジョセフ ハーン 

・AIMES-Afrique （アフリカを愛そう）団体創設者ならびに理事長 セルジュ マイケル コンドム 博士 

・Best Companies Partnership LLP 社 マネージングパートナー ウェイン クラーク 

・チャペルヒルカルボロ商工会議所（アメリカ・ノ－スカロライナ州） 会長 アーロン ネルソン 

・GBC Health (Global Business Coalition Health：HIV/AIDS、マラリア、結核撲滅支援団体) 戦略地域開発副理事長 ジミー リー 

・米国国際商工会議所および米国国際ビジネス担当カウンシル 代表トロ島利益社長 ピータ－ ロビンソン 

・JA Worldwide （ジュニアアチーブメント国際）国際運営ディレクター エリン ソイヤー 

・ユダヤ系アメリカンワールドワービス アフリカ支援担当ディレクター補佐 サラ ギュンター 

・Kiva（国際 NGO、貧困撲滅支援を、２５ドルから。）元 Kiva会員 エビアーター フランケル 

・オーキッド グループ （イギリス：パブ・飲食チェーン）CEO ラフス ホール 

・汎アメリカ保健機構（PAHO）シニアアドバイザー クリス ダスベック 

・PDHRE（国際 NGO The People’s Movement for Human Rights Learning）  エグゼクティブ ディレクター ロバート ケステン 

・シグマアルドリッチ社（薬品関係 本社：セントルイス） グローバルシティズン担当マネージャー ジェフリー ウィットフォード 

・Social Enterprise Alliance （北アメリカ 社会起業家会員制団体）信託担当理事 リサ ニッチェ 

・国連ディスパッチ（国連ニュース広報） 編集者 マーク ゴールドバーグ 

・国連財団 Nothing But Nets キャンペーン ディレクター クリス ヘルフリッチ 

 同マネージャー アドレア ゴー 

・国連グローバルコンパクト エグゼクティブ ディレクター ジョージ ケル 

 同シニア アドバイザー フレッド ドュビー 

・国連児童基金（UNICEF） 企画制作指導担当ディレクター補佐 ロバート ジェンキンス 

 同 UNICEF アメリカ基金広報渉外担当副理事長 マーティン レンドン 

 同 UNICEF アメリカ基金教育担当ディレクター デービッド ドナルドソン 

・国連ミレニアム開発目標キャンペーン 担当ディレクター コーリーン ウッズ 

 

また、下記団体より、代表者の出席をいただきました。 

・コンソーティウム エボリューション（NPO カナダ・ケベック）  

・国連事務局 エグゼクティブオフィス 事務総長特別アドバイザー キム・ウォン・ス 



・オーキッドグループ 

・キプロス国連代表 広報担当 イアナ シアトー 

・日本国連代表大使 西田 恒夫 

・マダガスカル国連代表大使 ジーナ アンドリアナリベロ ラザフィー 

・国連基金ガールアップキャンペーン コミュニケーションオフィサー ティナ ムスオケ 

・国連グローバルコンパクト 

・アメリカ基金 UNICEF 

  その確認方法を書いて下さい 

  検証結果を書いて下さい 

    



行動： 

2003 年 会員開発委員会 委員 

      日本 JC 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ委員会 委員 

2004 年 事業家育成委員会 委員 

      日本 JC 常任理事補佐･総務委員会委員 

2005 年 会員開発特別会議 副議長 

2006 年 理事 国際理解教育実践委員会 委員長 

2007 年 常任理事 地域の力創造室 室長 

2008 年 副理事長 

      日本 JC ｻﾏｰｺﾝﾌｧﾚﾝｽ運営委員会委員長 

2009 年 第 59 代理事長 

2010 年 直前理事長 

      日本 JC 副会頭 

2011 年 日本 JC直前副会頭 

      JCI Un 議長 

①6/20〜23 グローバルパートナシップサミット議長 

②会場の選定 

③スピーカの選出 

④PR活動など 

ＰＯＡ（基本計画）：2010 年１２月１０日 

中間報告（進捗状況）：2011年６月１０日 

世界会議（最終報告）：2011年１０月１日 



全部で 200 字以上 

2000 字以内程度 
  

    

考察や推奨 原田会頭に推薦文依頼 

  

2009 年 JCI世界会議 ２つのアワードを受賞 

  最優秀地域開発プログラム 

  最優秀 CSR プログラム 

  

2010 年エリア B会議 5 つのアワード受賞 

  最優秀 LOM 理事長賞 

  各エリア優秀 LOM 賞 

  最優秀国際協力プログラム 

  最優秀会員拡大プログラム 

  最優秀 CSR プログラム賞 

 


