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Most Outstanding Member  

① LOM と NOM への影響 
 

Impact on Local and National 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? ※150 単語まで  
2015 年 12 月に JCI メンバーとなり、 
 
2016 年 
- New Member 
- Local Organization の経済・イノベーションに関するプロジェクト
（優秀例会賞））の実行委員長 
- Local Organization の優秀新人賞 
- National Confernce の実行委員会メンバー（サマーコンファレンス
運営特別委員会メンバー） 
 
2017 年 
- Local Organization の多文化共生に関するプロジェクトの委員長 
- Local Organizaiton の総務室室幹事 
- National Organization の Local Organization Liaison Commission
メンバー 
 
2018 年 
- Local Organization の General Affairs Director 
- JCI Trainer、National Organization の member training 
commitee メンバー 
 
2019 年 
- Local Organization の VP 
- 東京 JC2020 特別プロジェクトの委員長 
-JCI academy delegate 
 
2020 年 
- Local Organization の VP 
- Inter national Policy プロジェクトの委員長 
- 世界会議支援委員会メンバー 
 

 Kenji became a member of JCI in December 2015.  
 
2016: 
- Committee Director of a project for Economy and 

Innovation (Local Organization) 
- Member of Summer Conference Operating Committee 

(National Conference) 
- Outstanding New Member Award (Local Organization) 
- Outstanding Regular Meeting Award (Local Organization) 
 
2017: 
- Chairman of a project for diversity and multicultural 

symbiotic societies (Local Organization) 
- Secretary of General Affairs Department (Local 

Organization) 
- Member of Local Organization Liaison Commission (National 

Organization) 
 

2018: 
- General Affairs Director (Local Organization) 
- JCI Trainer and a member of Member Training Committee 

(National Organization) 
 

2019: 
- Vice President (Local Organization) 
- Chairman of a special project in Tokyo JC 2020 
- Delegate at JCI Academy 
 
2020: 
- Vice President (Local Organization) 
- Chairman of a project related to International Policy 
- Member of 2020 World Congress Supporting Committee 

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 

・ 2015 年 12 月に入会してから、さまざまなレベルで、4 つのリー
ダー的役職を担い、地域で行う JCI 運動の模範を LOM メンバーに示し
た。 
・ JCI Tokyo が 2020 年東京オリンピックパラリンピックに向けて
行ったプロジェクトにおいて、30 以上の大使館と JCI Tokyo との間
で継続的なパートナーシップを作るなど、5 年間の間に、東京内外を
問わず、多くのステークホルダー、市民団体と JCI Tokyo との間で強
固なパートナーシップを作った。 
・ 5 年間で 6 名のメンバーを入会させた。 
・ LOM メンバーに、JCI Impact などの JCI program を提供し
た。  

 - He took 4 leadership positions at different levels since he 
joined in December 2015 and acted as a role model 
demonstrating commitment and passion toward JCI 
activities at the local organization. 

- Especially, he successfully established partnership with over 
30 Embassies and JCI Tokyo. This enabled continuous 
collaboration and support from such embassies not only 
with JCI  Tokyo but also with other local organizations. 

- He have inducted 6 new members in the past 5 years 
- As a JCI trainer, he provided JCI programs such as JCI 

Impacts at the Local Organization 

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

・ 以下の活動を行った。 
- National Confernce の実行委員会メンバー（サマーコンファレンス
運営特別委員会メンバー）として、全体の運営・進行に関与し、2016
年の National Confernce（参加者：JCI メンバー1 万 885 人、市民
1615 人）の成功に貢献した。 
- National Organization の Local Organization Liaison Commission
メンバーとして小学校 5 年生以下の少年サッカー全国大会をスポンサ
ー企業と開催した。 
- JCI Trainer、National Organization の member training 
commitee メンバーとして各地の LOM で JCI プログラムを実施し、メ
ンバーの成長に貢献した。 
-JCI academy delegate 
- 世界会議支援委員会メンバーとして 2020 年のワールドコングレス
のメンバーとして携わり、準備を進めている。 

・ NOM メンバーに、JCI Impact などの JCI program を提供した。 

 - As a member of of Summer Conference Operating 
Committee at National Conference in 2016, he contributed 
to the operation of the successful conference of over 12 
thousand attendees (10,885 JCI members and 1615 non 
members) 

- As a member of Local Organization Liaison Commission at 
the National Organization, he contributed to host a national 
soccer event targeting children under 10, collaborating with 
sponsor corporations. 

- As a JCI trainer and a member of Member Training 
Committee of National Organization, he provided JCI 
programs at different Local Organizations and at National 
Organization and supported members growth. 

- He was a JCI academy delegate 
- He is a member of 2020 World Congress Supporting 

Committeeand supporting preparation for World Congress 
in 2020  

   

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  

   

LOM 名 
 

申請担当者名 

JCI TOKYO 
 

田中尚幸 

   

基本情報 
 

Basic Information 
会員名 

 
Name 

関根健児 
 

Kenji Sekine 

   



①経済・イノベーションに関するプロジェクト 2016 年 
・ 若い経営者、起業家に向けて、イノベーションをテーマにしたセ
ミナー実施 
・ ６００人以上の青年が参加した 
・ Local Organization の優秀例会賞 
 
②多文化共生に関するプロジェクト 2018 年 
（日本では、多様な国籍の人が協働する統合が進んでいない。日本に
住む外国人は増えており、外国人は差別などを感じている。） 
 
・ 地域に住む外国人と日本人が一緒に地域のイベントを作り、協働
するプロジェクトを１０以上実施した。 
・ さまざまな国の人が地域でともに働くための仕組みを、地域団
体、企業、地域の大学や専門学校、行政とともに試験的に作った。こ
の試験的な実施にもとづき、行政などにさまざまな提言を行った（後
記のとおりそのいくつかは実現した）。 
 
③オリンピックをいかして、多文化共生と国際平和に関するプロジェ
クト 2019 年 
 
・ 東京オリンピックに向けて自分の国を PR したい３０以上の大使
館とパートナーシップを作った。 
・ 大使館と地域団体が協働する機会を作った。 
・ 異なる文化、異なる言葉の人たちが協働するときに、大学生がそ
のつなぎ役・潤滑油となる仕組みを作った。 
・ プロジェクトには合計 1 万人以上の市民、８の大学の大学生が参
加した。 
・ プロジェクト後も、地域の市民は自発的に、大使館や地域に住む
外国人と一緒のイベントを実施している。 
 

 1: Project related to Economy and Innovation in 2016 
- The seminar was targeting young business managers and 

entrepreneurs. The theme was innovation 
- Over 600 young citizens attended the seminar 
- The project won the Outstanding Regular Meeting Award 
 
2: Project for diversity and multicultural symbiotic societies in 
2018 
Japan is behind in terms of accepting diversity. A number of 
non-Japanese in Japan is increasing but they feel discriminated 
in our country. 
- The project hosted over 10 local events so that both 

Japanese and non-Japanese residents can work together 
- Together with local government, organizations, 

corporations, universities, etc, created test cases where 
people from various national backgrounds can work 
together 

 
3: Project for multicultural symbiotic societies as well as global 
peace using Tokyo Olympics 2020 in 2019 
- He contributed to establish partnerships with over 30 

embassies who wished to promote their countries in Tokyo 
Olympics 

- The project provided collaborative opportunities to 
embassies and local organizations and established a system 
where college students can act as leaders 

- Over 10 thousand citizens and students from 8 universities 
attended the event 

- Since then, the residents proactively host events together 
with Embassies and non-Japanese in the community   

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  

①経済・イノベーションに関するプロジェクト 2016 年 
・ ６００人以上の若い経営者、起業家がイノベーションに向けた活
動を行った。地域経済の活性化につながった。 
 
②多文化共生に関するプロジェクト 2017 年 
・ 区長は、このプロジェクトの提案をうけて、地域の活動に貢献し
た外国人留学生を表彰した。行政によって、外国人と地域住民とが協
働することを支援する組織が地域につくられた。 
・ そのエリアにおいて、地域住民が、留学生を地域イベントの企
画、実施に招いたり、留学生が地域団体に参加したりするようになっ
た。 
 
③オリンピックをいかして、多文化共生と国際平和に関するプロジェ
クト 2019 年 
・ ３０以上の大使館と JCI Tokyo の間で係属するパートナーシップ
ができただけでなく、大使館と地域団体が協働する機会を作ったこと
により、両者の間にパートナーシップが生まれた。 
・ 2019 年は、5 以上の地域団体と大使館や地域に住む外国人との間
で協働プロジェクトが行われ、2020 年には、23 のエリアで地域団体
と大使館等との協働プロジェクトが行われる予定になっている。 
・ これらの自発的に行われたプロジェクトは、地域の多文化共生や
多様性への理解を進めた。偏見や差別を減少させた。それだけでな
く、これらのプロジェクトに、つなぎ役・潤滑油としてかかわる大学
生、これからかかわる大学生には、リーダーシップを伸ばすととも
に、グローバルな視点をもつための機会が提供された。 
 

 1: Project related to Economy and Innovation in 2016 
- Over 600 young businesses and entrepreneurs attended the 

seminar to promote innovation. The event activated the 
local economy 
 

2: Project for diversity and multicultural symbiotic societies in 
2017 
- After receiving proposals from the project, the Ward-Mayor 

awarded foreign students who contributed to the local 
activities. The ward then established an organization to 
support collaboration of Japanese and non-Japanese 
residents in the ward. 

- In the ward, Japanese residents started to invite non-
Japanese students to events, meetings, etc. 
 

3: Project for diversity and multicultural symbiotic societies as 
well as global peace using Tokyo Olympics 2020 in 2019 
- JCI Tokyo not only established partnerships with over 30 

Embassies in Japan but also provided opportunities for such 
embassies and local organizations outside of JCI to work 
together 

- In 2019, more than 5 local organizations worked on 
collaborative projects with embassies and non-Japanese 
residents. In 2020, 23 areas plan to do the same. 

- These projects initiated by the local residents / 
governments / organizations helped understanding of 
importance of diversity 

- In addition, college students who helped communication 
among the parties gained opportunities to learn about 
leadership and global partnership 

   

③ JCI の事業への参加 
 

Participation in JCI Events 
LOM メンバーの LOM イベント参加率を記述してください 

 
Describe the member's participation in events and projects 
of his or her Local Organization. ※200 単語まで 

2016-2020 
-すべての Local Organization Assembly 
-すべての例会 
-10 以上の JCI program 
その他、JCI Tokyo が毎年 20 以上行うプロジェクトの多くに参加し
た。 

 
Throughout his time in JCI Tokyo from 2016-2020, he attended  
- ALL (100%) Local Organization Assemblies 
- ALL (100%) Regular Meetingg 
- More than 10 JCI programs 
- Over 20 projects annually which JCI Tokyo hosted 

LOM メンバーの他 LOM・NOM・国際イベントやプロジェクトへの参
加率を記述してください 

 
Describe the member's participation in events and projects 
of other Local Organizations, the National Organization and 
the international organization. ※200 単語まで  



2018、2019 
JCI World Conference 
JCI Asia Pacific Area Conference 
 
2016-2019 
National Conference 
JCI Kanazawa conference 
 
2019 
JCI academy 
 

 
- JCI World Conference (2018 and 2019) 
- JCI Asia Pacific Area Conference (2018 and 2019) 
- National Conference (2016 to 2019) 
- JCI Kanazawa Conference (2016 to 2019) 
- JCI Academy (2019) 

④ 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 

● That the brotherhood of man transcends the sovereignty of 
nations; 

That earth's great treasure lies in human personality; 
 
 日本では、他の国籍、多様性への理解が十分ではない。差別や偏見
が強く残る。さまざま国、バッググラウンドを持つ人々のパワーを、
いかせておらず、また地域に取り込めていない。 
 彼がリーダーとして JCI Tokyo が行った多数のプロジェクトによっ
て、さまざまな地域で日本人と外国人がともに働く機会が提供され
た。それがきっかけとなり、地域住民は、自発的に、外国人との協働
事業を行い、多文化共生が推進された。 
 
●JCI Mission・JCI Vision 
 彼がリーダーとして JCI Tokyo が行った多数のプロジェクトによっ
て、いずれのプロジェクトでも、大学生・留学生が、そのプロジェク
トのまとめ役・潤滑油の役割を果たした。あるプロジェクトでは、東
京オリンピック会場である東京国際フォーラムにて、複数の大学生チ
ームが多くの聴衆や大使館関係者を前に、プレゼンテーションする機
会が提供された。地域住民と外国人との間のつなぎ役となった大学生
たちは、ローカルエリアにおけるリーダーとなる経験とともに、グロ
ーバルな視点をもつ機会を得た。 
 
 

 From the Creed, “That the brotherhood of man transcends the 
sovereignty of nations; 

That earth's great treasure lies in human personality;” 
- In Japan, understanding to other culture / background / 

diversity is not yet deep enough. Sadly we still 
see/experience discrimination and prejudice everywhere. 
Japan is yet to work on utilizing diversity in a positive way. 
Kenji showed his leadership in providing many opportunities 
to local residents (both Japanese and non-Japanese) to 
work together. As a result, the residents proactively initiate 
many projects/events to deepen understanding of 
importance of multicultural symbiotic societies. 

 
 
JCI Mission and JCI Vision 
- He demonstrated his leadership in many projects in JCI 

Tokyo, and gave opportunities to college students (both 
Japanese and non-Japanese) to be moderators and leaders. 
These students gave presentations at Tokyo International 
Forum where some of the Tokyo Olympics events will be 
hosted, in front of a wide range of crowds.  

- As a JCI trainer and a member of Member Training 
Committee of National Organization, he provided JCI 
programs at different Local Organizations and at National 
Organization and supported members growth. 

-  
JCI 活動の中でこのメンバーが最も大切にしていた JCI Values を記
述してください 

 Which JCI Value does this member exemplify most in his or 
her JCI activities? ※150 単語まで  

● That the brotherhood of man transcends the sovereignty of 
nations; 
● That earth's great treasure lies in human personality; 
 島国である日本、東京に住む市民は、日常的にさまざまな国の人と
交流、協働する機会が少ない。多くの外国人は差別や偏見を感じてい
る。 
 多くのプロジェクトは、それらを解消するだけでなく、さまざまな
国籍、多様性をもつ人たちとの協働こそ、社会を活性化する、よりよ
くすると考えて行われた。 
 

 Japan being is an island country, Japanese people in Tokyo do 
not have much opportunities to network, connect, or collaborate 
with non-Japanese people. Unfortunately, non-Japanese still feel 
discrimination and prejudice against them. 
 
Many of the projects he was involved in was focused on diversity 
and collaborative network among different cultures/background, 
as he believes it would enhance the social activities and improve 
the daily lives of people. 

   

⑤ 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 



● That the brotherhood of man transcends the sovereignty of 
nations; 
● That earth's great treasure lies in human personality;  
● That service to humanity is the best work of life 
 
 彼は、JCI に入るまで、日本人で、かつ同じようなキャリア・バッ
ググラウンドをもつ人々としか、ほとんど交流の機会がなかった。 

彼は、JCI の様々なプロジェクトで知り合った多様な国、バッググ
ラウンドの人々や、JCI Academy などの様々なプログラムで知り合っ
た各国の JCI メンバーと、自分自身やその妻やこどもを含め、プライ
ベートに交流するようになった。 

多様な交流、多様な価値観が、彼の人生や仕事、弁護士としてのプ
ロボノ活動、彼の家族の人生や生き方に大きな良い影響をあたえた。 

 
  

 
Before joining JCI, he didn’t have much opportunities to network 
with people with different backgrounds. In JCI, he was able to 
open his mind and started networking with people from different 
countries & backgrounds through JCI projects. He also made 
many friends globally by attending events like JCI, sharing 
stories about families, etc.  
Diversified networking opportunities gave understanding of 
different cultures and values, which enriched his career as a 
lawyer, and active citizen, and improved his relationship with his 
family.  

このメンバーが自身の生活の中で、最も大切にしていた JCI Values
を記述してください 

 
Which JCI Value does this member exemplify most in his or 
her personal life? ※150 単語まで 

● That earth's great treasure lies in human personality;  
 
 多様性への理解、他者との協働は、社会の安定や平和につながるも
のである。しかし、それだけでなく、さまざまなバッググラウンドを
もつ人々が協働することは、大きな成果や深刻な課題の解決につなが
るものである。 
 彼は、JCI のプロジェクトやプログラムを通じてそれを実感し、仕
事においても、弁護士として行うプロボノ活動においても、多様なメ
ンバーを受け入れること、率先してチームにいれることを重視してい
る。 

 
Understanding of diversity and collaboration with others will give 
stability of the society and the world peace. Also, partnership of 
people with different background will bring big positive impacts 
and solutions to the society.  
Kenji experienced the importance of diversity and collaboration 
through JCI projects. He has become a true leader and 
welcomes members with different backgrounds and utilize such 
difference to impact projects positively. 
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