
最優秀新入会員 
Most Outstanding NEW Member  

1 LOM への影響  Impact on Local Organization 
 

このメンバーの JCI メンバーとしての責務を記述してください  What responsibilities did this person take on as a JCI 
member? ※200 単語まで 

入会して 1 ヵ月後に 2 月定例会の司会を担当しました。孫泰三氏を
シンガポールから招き、「新時代の教育」を議論し 500 名以上が参
加しました。18 社からの協力ならびに協賛を獲得することに成功し
ました。 
2020 年 1 月には港区委員会の新年会責任者を務め、現役とシニアが
100 名以上参加し、成功に終えることができました。 

 -She took on THE ROLE OF AN EMCEE for the February regular 
meeting ,which was within one month of her enrollment in JCI. 
MORE THAN 500 PEOPLE attending the meeting including 
Mr.Taizo Son,a wellknown enterprenuour/invester. The topic of 
the meeting was “education in the new era”. 
〇In the meeting she MC’ed, we successfully received 
sponsorships/supports from 18 companies. 
 
-She was in charge of the New Year's Party in 2020 for the 
Minato Ward Committee, which was successfully attended by 
over 100 current and senior members. 

   

このメンバーはどのように LOM に貢献しましたか？  How did this member's contributions benefit his or her Local 
Organization? ※200 単語まで 

所属のわんぱく相撲委員会の運営活動への参加等に限らず、自らが代
表を務めるメディアリテラシーを高めるための団体（一般社団法人メ
ディアリテラシー協会）の活動を通じて、多種多様な接点を持ち、特
に主婦や若い女性等へ青年会議所の認知拡大に寄与した。 
また、自らが運営する SNS 等（Facebook のフォロワー7000 人、
twitter7000 人、ブログ（月間 20 万 PV）において、参加した事
業・イベント等に関する情報発信を積極的に行った。 

 As a result of her activities through the internet and web medias, 
she increased young women’s awareness of JCI.  
HER NETWORKS IS WELL DIVERSFIED. 
In her local organization, she supported Wanpaku-Sumo 
Committee. A apart from JC activities, she is a head of Media 
Literacy Association, whose aim is to increase media literacy.  
She had a variety of contacts and contributed to the expansion of 
recognition of the Chamber, especially among housewives and 
young women. 
 
In addition, she actively markets projects and events in which she 
participated through our SNS (7,000 Facebook followers, 7,000 
twitter followers, and 200,000 monthly PVs). 

   

2 地域社会への影響  Community Impact 
 

このメンバーが地域社会のために行った活動を記述してください  What work has this person done in the community? ※200 単
語まで 

彼女はメディアリテラシー協会の活動において、多くの市民、とりわ
け主婦や若い女性に対して、適切な情報発信を行うことへの意識付け
および実行をしました。 
彼女は特に多くの情報が溢れた現代社会において、インターネット上
の情報との接し方に関する情報発信を行った。 

 In her work at the Media Literacy Association, she sensitized and 
implemented appropriate information dissemination to many 
citizens, especially housewives and young women. 
・She disseminated information on how to approach information 
on the Internet, especially in today's information-heavy society. 

   

この活動は地域社会にどのように貢献しましたか？   How has this work benefited the community? ※200 単語まで 

多くの市民、特に主婦や若い女性に対して、適切な情報発信を行うこ
とへの意識付け及びその実行をさせた。また、インターネット上の情
報に接する知識の習得に貢献した。 
 

 In addition to raising awareness of and implementing appropriate 
information dissemination among many citizens, especially 
housewives and young women, 
She also contributed to the acquisition of knowledge that comes 
in contact with information on the Internet. 

   

このメンバーが受賞したことのある賞を記載してください  Please list any previous awards or accolades this member 
has received. ※150 単語まで 

   

LOM 名  申請担当者名 

公益社団法人東京青年会議所  田中 尚幸 

   

基本情報  Basic Information 
会員名  Name 

寺島 絵理花  Terajima Erika 

   



なし  None. 

   

3 トレーニングおよびオリエンテーションプログラムへの参加  Participation in Training and Orientation Programs 
トレーニングとオリエンテーションプログラムへの参加を記載してく
ださい 

 Detail the member's participation in training and orientation 
programs. ※300 単語まで 

なし  None. 

   

4 地域および国際諸会議・イベントへの参加  Participation in Community and International Events 
地域および国際諸会議・イベントへの参加を記載してください  Detail the member's participation in community and 

international events. ※300 単語まで 
・2019ASPAC 済州大会 
・2019 エストニア世界会議 
 
彼女は自身の積極性と多言語スキルを武器に世界中の女性メンバーと
交流することができ、世界との友情を最も築き上げたメンバーです。 

 -2019 ASPAC Jeju 
-2019 Estonian World Congress 
 
She actively interacted with members from other countries and 
built up strong friendship especially with female members. She is 
very social and positive minded. Her language skill also helped 
her to connect with other member and made friends. 

   

   
 

5 JCI 活動における JCI Values の実践  Exemplification of JCI Values in JCI Activities 
このメンバーは JCI 活動でどのように JCI Values を実践しました
か？ 
JCI Values＝クリード 
我々はかく信じる： 
「信仰は人生に意義と目的を与え 

人類の同胞愛は国家の主権を超越し 
正しい経済の発展は 
自由経済社会を通じて最もよく達成され 
政治は人によって左右されず法によって 
運営されるべきものであり 
人間の個性はこの世の至宝であり 
人類への奉仕が人生最善の仕事である」 

要約：自信を与え、地域を結び付け、機会の平等を普及させ、公正な
社会を確立し、文化的な多様性を受け入れ、持続可能なインパクトを
創り出す 
 
JCI ミッション・ヴィジョンについても記載してください。 
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 member exemplify the JCI Values in JCI 
activities? ※200 単語まで 
【参考】 
The Creed of Junior Chamber International  
We Believe: 
That faith in God gives meaning and purpose to human life; 
That the brotherhood of man transcends the sovereignty of 
nations; 
That economic justice can best be won by free men through free 
enterprise; 
That government should be of laws rather than of men; 
That earth's great treasure lies in human personality; and 
That service to humanity is the best work of life 
 
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 

彼女は JCI 入会直後に例会の司会を務めたり、各種活動に積極的に参
加してきた。 
彼女はそれらの情報を外部へ多く発信することにより、多くの市民の
意識を変えることに成功し、特に女性に対して感性の高い女性への意
識変革をすることに成功した。 
 
・JCI ミッション 
彼女は多くの市民にメディアリテラシーを伝えることでより良い変化
をもたらした。 
 
・JCI ヴィジョン 
彼女は男女平等という社会を基に、女性が情報発信をすることがで
き、感性豊かな女性が活躍できる機会を増やし、女性の意識を変えて
いくことに成功した。 

 Immediately after joining JCI, she has been actively involved in 
various activities, including serving as a MC for a regular monthly 
meeting 
By disseminating much of this information to the world, she has 
succeeded in changing the attitudes of many citizens, especially 
those who are more sensitive to women. 
 
・JCI Mission 
She has made a difference for the better by informing many 
citizens about media literacy. 
 
・JCI Vision 
She has succeeded in changing women's attitudes based on a 
society of gender equality, allowing women to disseminate 
information and increasing opportunities for sensitive women to 
flourish. 



   

6 個人生活においての JCI Values の実践  Exemplification of JCI Values in Personal Life 
 

このメンバーは自身の生活の中でどのように JCI Values を実践しま
したか？ 

 How does this member exemplify the JCI Values in his or 
her personal life? ※200 単語まで  

インターネットを通じて誰でも公共に情報発信することができるよう
になり、自らの持つ情報を適切な手段で発信する能力が重要となって
きている。彼女は多種多様な人と接することで知識を増やし、経験を
積むことで自己のスキルを向上させ、自身の発信により JCI Value の
向上に寄与している。 

 Nowadays, anyone can disseminate information to the public 
through the Internet, and the ability to disseminate information 
in an appropriate manner has become important.  
In such world, she has increased her knowledge by interacting 
with a wide variety of people, improved her skills by gaining 
experience, and contributed to the improvement of JCI Value 
through her own communication. 
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