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平成２７年度事業
平成２７年度事業計画
事業計画

平成２７年度事業計画
平成２７年度事業計画

（H27.3.10／
H27.3.10／H26 年度第 4 回理事会承認）

１．ユースリーダー育成事業
（１）ＡＳＥＡＮ事業
①「ＡＪＡＦＡ－２１」（ＡＳＥＡＮ諸国との交流促進）
②「グローバル・エデュケーション・ツアー（ＧＥＴ)
（ＧＥＴ)」（短期海外研修）
③「ＪＩＣＡ受託プログラム」
「ＪＩＣＡ受託プログラム」（
ＩＣＡ受託プログラム」（大学生ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｽﾀﾃﾞｨ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
大学生ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｽﾀﾃﾞｨ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）
ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｽﾀﾃﾞｨ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）
④「調査研究」（ＡＳＥＡＮと日本の若者行動
（ＡＳＥＡＮと日本の若者行動定点観測→調査
行動定点観測→調査設計
定点観測→調査設計）
設計）
（２）国内研修事業
①「異業種交流研修会」（中堅幹部社員向け研修）
「異業種交流研修会」（中堅幹部社員向け研修）
②「若手研修会」（若手社員向け研修）
③「親子体験学習」（小学生向け親子体験学習）
「親子体験学習」（小学生向け親子体験学習）
④「アジアの会（大阪）
④「アジアの会（大阪）」（一般向けアジア情報セミナー）
２．ユースリーダー支援事業
（１）アジアユースチャレンジ支援
（１）アジアユースチャレンジ支援（支援ファンド検討）
アジアユースチャレンジ支援（支援ファンド検討）
（２）友好団体支援活動（忘れない３．１１）
（２）友好団体支援活動（忘れない３．１１）
３．社会啓発活動
（１）大賞事業（第７回「若者力大賞」選考・表彰）
（１）大賞事業（第７回「若者力大賞」選考・表彰）
（２）広報活動（会報誌・Ｈ／Ｐ）
（２）広報活動（会報誌・Ｈ／Ｐ）
４．ネットワーク事業
（１）ＡＳＥＡＮ諸国と
（１）ＡＳＥＡＮ諸国との交流促進
（２）近隣諸国（中国・韓国）との交流活動（植林交流の再検討）
（２）近隣諸国（中国・韓国）との交流活動（植林交流の再検討）
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平成２７
平成２７年度事業結果総括
年度事業結果総括

Ⅰ．継続
Ⅰ．継続して
継続して実施
して実施したこと
実施したこと
【１】当協会の活動方針に基づき、アジア圏（とりわけ ASEAN）における研修プログ
ラムを実施。また国内研修、表彰事業も例年通り、継続して実施いたしました。
①「グローバル・エデュケーション・ツアー（ＧＥＴ）」 実施
②「ＡＪＡＦＡ－２１」と 交流活動
交流活動（ＲＬＦ・ＥＣＭ・ＴＶ
活動（ＲＬＦ・ＥＣＭ・ＴＶ会議）
（ＲＬＦ・ＥＣＭ・ＴＶ会議）に継続
会議）に継続参加
に継続参加
③「異業種交流研修会」「若手研修会」「親子体験学習」「アジア
異業種交流研修会」「若手研修会」「親子体験学習」「アジア 会」 実施
④「第７
「第７回若者力大賞」 選考・表彰 実施
⑤「会長サロン（会員代表者懇談会）
「会長サロン（会員代表者懇談会）」
（会員代表者懇談会）」 実施

Ⅱ．できなかった（一休みした）
Ⅱ．できなかった（一休みした）こと
できなかった（一休みした）こと
【２】当協会の最大の事業予算を占める中国植林事業は、今年度（Ｈ２７）は参加を
見送りました。また、ＪＩＣＡ大学生スタディプログラムについては、公開入
札の結果、今年度は採用に至りませんでした。
①「中国植林事業」（日中緑化交流基金助成事業） 参加見送り
②「ＪＩＣＡ大学生スタディプログラム」 入札敗退

Ⅲ．新たな取り組み
Ⅲ．新たな取り組み
【３】不祥事（不正送金）の処理は一段落しましたが、一方で中国植林事業の参加を
見送ったため、今年度（H27）の事業規模は大幅に縮小となりました。
この間に、現行の事業（とりわけＧＥＴ）への公的資金援助を模索して、外務
省アジア大洋州局アジア青少年交流室（JENESYS 担当室）との面談、さらには
公益財団法人ＪＫＡ（競輪補助資金）への補助金申請などを試みましたが、成
果は得られませんでした。
一方で、文科省所管の国立研究開発法人ＪＳＴ（科学技術振興機構）における
「さくらサイエンスプラン（日本・アジア青少年ｻｲｴﾝｽ交流事業）」での研修生
の受け入れ事業への参画を進めることとし、Ｈ２８年度の研修受入実施に向け
て準備を進めました。Ｈ２８年度の初回は中国からの受入を実施します。
また、役員の皆様からの発意によって、協会活動への支援体制を強化する目的
で、個人会員の拡大策に着手しました。資金的な面だけでなく、むしろ諸活動
の共鳴者を増やす意義は大きく、大きな成果を上げることができました。
①「さくらサイエンスプラン（ＪＳＴ）」へ 参画準備 → H28 から実施予定
②「個人会員増加プロジェクト」 推進
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平成２７
平成２７年度事業報告

Ⅰ．ユースリーダー育成事業
【１】ＡＳＥＡＮ事業
【１】ＡＳＥＡＮ事業
①「ＧＥＴ（Global
「ＧＥＴ（Global Education Tour）
Tour）」（短期海外研修）の実施
◆世界のグローバル化が進む中で、日本の若者の内向き志向が心配されています。
そこで、閉じこもりがちな日本の若者を、まずは一度、外へ飛び出させようと
いう目的で、ＧＥＴ（
ＧＥＴ（Global
ＧＥＴ（Global Education Tour）
Tour）プログラムを実施しています。
AJAFA-21 の協力を得て、今年度も、春と夏の 2 回にわたって、合計３ｺｰｽ実施
いたしました。
（ⅰ）「GET（ベトナム・ハノイ 研修ツアー）」実施

（H27.8.20H27.8.20-27）
27）

今回は、高校生・大学生混在の 13 名が参加。
事前研修会を 8/6 に開催し、学生たちは３つのグループに分かれて、ミッシ
ョンに取り組みます。
①友達作り
②現地小学生への授業(日本を伝える)
③世界遺産チャンアンの観光 PR の製作
そして 8/20 から８日間の日程でベトナム・ハノイ
での研修実施。グループごとに、行く前から課題に
取り組み、その中でも小学生への授業に、
夫を凝らして臨みました。
・日本の四季を紹介したチーム
・和の食文化をゲームを通して紹介したチーム
◆小学校で 授業
・ドラえもんで日本の観光地を紹介したチーム。
ツアーでは、ホームスティや日本企業の見学、同世代交流も行われました。
帰国後の 9/27 に事後報告会が行われ、協会役員や教師、保護者の方々を
前に、それぞれのグループごとに課題の発表を行い、評価をいただきました。
緊張の中にも、全員、行く前とは見違えるような、自信に満ちた表情にあ
ふれていました。
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（ⅱ）「GET（ベトナム・ダナン 研修ツアー）」実施

（H27
H27.8.20-27）

ベトナム・ハノイコースと同じ時期に、ベトナム・ダナンで 研修を実施しました。
今回は、高校生・大学生混在の 11 名が参加して、
事前研修会を 8/6 に、ハノイコース終了後に開催。
学生たちは３つのグループに分かれて、
下記のミッションに取り組みました。
①友達作り
②現地小学生への授業(日本を伝える)
③世界遺産ホイアンの観光 PR の製作
そして 8/20 から８日間の日程で、
ベトナム・ダナンでの研修実施。
◆事前研修
グループごとに、行く前から課題に取り組み、
その中でも小学生への授業に、
工夫を凝らして臨みました。
・うちわを使って日本文化を紹介したチーム
・「福笑い」で日本の正月を紹介したチーム
・四季折々の日本の伝統行事を紹介したチームなど。
ツアーでは、ハノイコースと同様に、ホームスティや企業見学、そして同世
代交流も行われました。
帰国後の 9/27 に、ハノイコースと合同で事後報告会が行われ、全員、修了
証を授与されて晴れ晴れとした笑顔に包まれました。

◆事後研修会
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（ⅲ）「GET（
GET（カンボジア 研修ツアー）」実施

（H28.
H28.3
8.3.2424-31）
31）

今年度３回目・第 4 回目の「GET」は、インドネシアのジャカルタコースと、
カンボジア・プノンペンコースの２コースで、3 月の春休みに実施を計画
しました。しかしながら、1 月に発生したジャカルタでのテロ事件を受け
て、インドネシアでの研修は中止を決断し、カンボジアでの研修のみ、予
定通り実施いたしました。
3/24～31 の 8 日間、大学生 17 名・高校生 8 名が参加。
海外は初めてという参加者が、今回も約半数を数え、仲間たちに助けられ
ながら飛び出しました。
渡航前の 3/6 の事前研修で、みんな初めて顔を合わせ、いつものように３
つのミッションに、５つのグループに分かれて取り組みました。
①友達作り
②現地小学生への授業(日本を伝える)
③世界遺産アンコールワットの観光 PR の製作
そして 3/24 から 31 日までの８日間の日程で、カンボジア・プノンペン－シ
ェムリアップでの研修実施。
日系企業訪問（住友電装）や、現地学生との交流、ホームステイで一夜過ご
した後、いよいよループごとに小学生への授業に臨みました。
・ 日本の名所を写真や音で紹介したチーム
・ 七夕の短冊に夢を書かせたチーム
・ 輪ゴムや割り箸鉄砲で射的を紹介したチームなど。
今回は、25 名という人数の多いツアーでしたが、皆んな元気で、自信あふ
れた表情で帰国しました。その後、4/24 に事後研修会を実施しました。
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◆ＧＥＴ
ＧＥＴのこれまでの実績
ＧＥＴのこれまでの実績
■GET開催実績

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

海外研修
２０１２．８．２６－９．１
（６泊７日）
２０１３．３．２３－２９
（６泊７日）
２０１３．８．２３－２９
（６泊７日）
２０１４．３．２８－４．３
（６泊７日）
２０１４．８．７－１４
（７泊８日）
２０１４．８．２２－２８
（６泊７日）
２０１５．３．２７－４．２
（６泊７日）
２０１５．８．２０－２７
（７泊８日）
２０１５．８．２０－２７
（７泊８日）
２０１６．３．２４－３１
（７泊８日）

研修先
中国
（北京－ダラト旗）
ベトナム
（ハノイ－ダナン）
ベトナム
（ハノイ－ダナン）
ベトナム
（ハノイ－ダナン）
ベトナム
（ダナン）
インドネシア
（ジャカルターバンドゥン）
インドネシア

参加学生
8
大学生
23
19
23
20
9
15

（ジャカルタージョグジャカルタ）

ベトナム
（ダナン）
ベトナム
(ハノイ）
カンボジア
(プノンペン－シェムリアップ）

11
13
25

１６６名

内訳
男

６名

女

２名

大学生
高校生
大学生
高校生
大学生
高校生
大学生
高校生
大学生
高校生
大学生
高校生
大学生
高校生
大学生
高校生
大学生
高校生

男
男
男
男
男
男
男
男
男

１４名
２名
１５名

女
女
女
女
女
女
女
女
女

１名
６名
１名
３名
５名
１２名
２名
７名
１名

男

６名

男
男
男
男
男
男

１０名
１名

女
女
女
女
女
女
女

９名
２名
１名
１名
４名
７名
７名

大学生

男

９０名

女

２２名

高校生

男

５名

女

４９名

４名
２名
１１名
８名

８名
８名

事前研修
事後研修
２０１２．８．１０ ２０１２．９．１４
２０１３．３． ９ ２０１３．４．１３
２０１３．８．１０ ２０１３．９．２１
２０１４．３．１５ ２０１４．４．２６
２０１４．８． ３ ２０１４．９． ７
２０１４．８．１０ ２０１４．９．２８
２０１５．３．１５ ２０１５．４．２６
２０１５．８．６ ２０１５．９．２７
２０１５．８．６ ２０１５．９．２７
２０１６．３．６ ２０１６．４．２４

■主な参加学生所属校：（大学）埼玉工業・武蔵・日本・立教・琉球・中央・青山・湘南工科・
（順不同）
東京学芸・東京経済・東京理科・慶應義塾・法政・早稲田他
（高校）品川女子・都立日野・和光国際・県立草加南・実践・八王子他

②「ＪＩＣＡ／大学生フィールド・スタディ・プログラム
「ＪＩＣＡ／大学生フィールド・スタディ・プログラム」
大学生フィールド・スタディ・プログラム」 企画提案
◆JICA（国際協力機構）で 、海外 途上国で行なっている国際協力 現場視察を
通して、日本 位置づけやそ 役割を考えさせ、グローバル化に対応できる人材
を育成する目的で、国内大学生対象 国際協力フィールドスタディを 2013 年度か
ら実施しています。
毎年、公開入札によって委託先が選考される方式ですが、2013、2014 年度 、企
画コンペ 結果、業務を受託し実施してきました。
今年度も公募が行われ（７月）、企画提案いたしましたが、残念ながら受託に 至り
ませんでした。
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③「AJAFAAJAFA-21」との交流活動
21」との交流活動 （ASEAN とのネットワーク強化
とのネットワーク強化）
強化）
◆かつて日本で研修（JICA 青年研修）を受けた ASEAN からの研修生は、これま
でに２万人を超し、帰国後彼らは、それぞれの国で同窓会を組織して、お互い
の交流と、次に続く若者たちの育成に取り組んでいます。
当協会は、その横断的な連携組織「
「AJAFAAJAFA-21」
21」（ASEAN
（ASEANASEAN-Japan Friendship
st
Association for the 21 Century）
Century）との交流を毎年続け、ASEAN 諸国とのネ
ットワークづくりに取り組んでいます。
昨年（2015.2）には、各国の代表者が一堂に会し、さらには研修生の OB たち
も多数参加して、青年研修３０周年記念事業を JICA との共催で、東京で開催
いたしました。
これまでは、日本はオブザーバーの位置づけでしたが、2016 年 2 月の各国代
表者会議において、私どもは正式メンバーとして参加することが決定されまし
た。今後、このネットワークをさらに活用して、GET プログラムをはじめとす
る海外研修事業の成果につなげて参ります。
「ＡＪＡＦＡ－２１」：ﾌﾞﾙﾈｲ・ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾗｵｽ･ﾏﾚｰｼｱ･ﾐｬﾝﾏｰ・
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・ﾀｲ･ﾍﾞﾄﾅﾑの 10 ヶ国で構成。
設立：１９８８年。

そうした中で、今年度も、下記の交流活動に参加いたしました。
（ⅰ）「ＲＬＦ（Ｒｅｇｉｏｎａｌ
（ⅰ）「ＲＬＦ（Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｌｅａｄｅｒｓ Ｆｏｒｕｍ）」（フィリピン
Ｆｏｒｕｍ）」（フィリピン）へ
フィリピン）へ 参加

（H27.11.20H27.11.20-23）
23）

AJAFA-21 が発足して 2 年後の 1990 年、ASEAN 各国の若者たちが集いあう
初めてのユース・フォーラム（現在：ＲＬＦ）が、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙで開催されま
した。
その後毎年、各国持ち回りで開催。通算 21 回目となる今年は、11/20
11/2011/20-23
の４日間、フィリピンで開催されました。
日本を含め各国から約 100 名の
若者たちが集い、
活動報告や意見交換が
活発に行われ、
お互いの交流を深めあいました。
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（ⅱ）「
（ⅱ）「ECM（
ECM（Executive Council Meeting）
Meeting）」（ラオス
」（ラオス）へ
ラオス）へ 参加

（H28.2.26H28.2.26-29）
29）

AJAFA-21 の各国代表者が集まって毎年開催される代表者会議（ECM）が、
2/26-29 の 4 日間、ラオス・ビエンチャンで行われました。
会議では、発足（1988）当時に定められた定款の見直しなどが議題として
取り上げられ、新たな活動に向けた議論が交わされました。
そして、日本（DAY）を正式メンバーとして迎えることの提案があり、満
場一致で承認され、当協会もこれを受諾いたしました。

（ⅲ）「テレビ会議（ＴＶ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ）」 実施
AJAFA-21 は、2009 年から各国の JICA 施設を利用し、テレビ中継を通して
お互いの活動報告や情報交換を行っています。
今年度は下記の 3 回実施しました。
１）第 25 回「テレビ会議」（H27. 6.25 日本：ＪＩＣＡ本部＋各国ＪＩＣＡ現地事務所）
２）第 26 回「テレビ会議」（H27. 9.17
同上
）
３）第 27 回「テレビ会議」（H27.12.17
同上
）
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【２】国内研修事業
①「異業種交流研修会」の定例開催
①「異業種交流研修会」の定例開催
◆法人会員 中堅幹部クラスを対象として毎年開催している「異業種交流研修会」。
今年度 6 月･10 月・２月 ３回開催いたしました。
毎回 30～40 名 参加を得て、講演 後 、講師を囲んで 懇親が恒例となりまし
た。
（ⅰ）第２１
）第２１回
２１回開催 （６月１５日
１５日）
通算第 21 回目となる今年度最初 研修会 、三村会長に講師をお引き受けい
ただき、会場が満席となる盛況 中で行われました。
会長が座長をお努めになられました「選択する未来委員会」 報告内容をもとに、
５０年後 日本 どうありたいか、そ ためにいま為すべきこと 何か。「未来へ
選択」と題して、ご講演をいただきました。

（ⅱ）第２２
）第２２回
２２回開催 （１０月
１０月５日）
今年度 2 回目、通算第 22 回例会 、日本公認会計士協会元会長 奥山章雄氏
を講師にお迎えして開催いたしました。
企業を取り巻く環境 日々刻々と変化に追われていく中で、あらためて企業にと
って健全な経営と 何かを見つめなおすべき、として、「企業 健全経営と 」と
題してご講演をいただきました。
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（ⅲ）第２３
）第２３回
２３回開催 （２月
（２月２２日
２２日）
通算第２３回例会 、平成２８年２月２２日に開催されました。
今回 、元経済産業審議官 石黒憲彦氏を講師にお迎えいたしました。
安倍政権 経済外交に深く携わって来られた石黒氏から、「日本経済とＴＰＰ」と
題してお話をお伺いいたしました。
バブル崩壊後、長きにわたる日本経済 行き詰まりから、デフレ脱却を目指すア
ベノミクス登場。成長戦略 要として重視される対外経済政策など、日本経済が
抱える課題からＴＰＰをとらえていく、大変わかりやすい解説をいただきました。

②「若手研修会」を
「若手研修会」を開催
◆法人会員 若手社員（20～30 代）を対象とした「若手研修会」を、今年度 ２回にわ
たり開催いたしました。
（ⅰ）第６
（ⅰ）第６回開催 （４月
（４月２２日
２２日）
今年度最初 若手研修会 4/22、（株）アテナ様 本社を見学いたしました。
メーリングサービスカンパニーである同社が、年間に取り扱うＤＭ（ダイレクトメー
ル）発送数 ２億通を超えます。そ 作業ラインを見学し、さらに、外務省 儀典
業務に係るフラッグサービスも同社 得意分野で、世界各国 国旗が飾られた展
示室をご案内いただきました。
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（ⅱ）第７
）第７回開催 （９月
（９月１７日
１７日）
通算７回目 例会 9/17、凸版印刷（株） 印刷博物館を見学いたしました。
展示室で印刷技術 進歩を目 あたりにし、バーチャルリアリティ映像によるシス
ティーナ礼拝堂 天井画を鑑賞して、最新技術 技に圧倒されました。

③「親子体験学習」の実施
◆小学生 ちびっ子たちも明日 リーダー 卵です。普段、途絶えがちな親子 触れ
合いと、小さな生き物たちと 触れ合いを通し、親子（家庭）で一緒に学ぶ機会を提
供しています。
（ⅰ）新江ノ島水族館の見学実施
（ⅰ）新江ノ島水族館の見学実施 （１０月
（１０月１８日
１８日）
今年度 親子体験学習 、恒例 「新江ノ島水族館」を見学しました。
小さな海 生き物たちと、直接手で触れ合って新しい発見に出会い、また、
普段 見ることができない水族館 裏側を見学する「バックヤードツアー」を
体験して、ここでも新しい発見と驚きに興奮します。
今回 、4 家族 13 名 ご参加で行いました。
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④「アジアの会
アジアの会」
の会」（大阪）定例開催
◆2004 年から続けているアジアをテーマにした異業種交流会「アジア 会」（大阪）。
今年度も下記 とおり定例開催し、１１月に 、通算 50 回目となる記念例会を開催
いたしました。
回を重 るごとに参加者も増え、毎回、３０～４０名 参加を得て開催しています。
・第 48 回 「アジア 会」 （H27.5.28 ガーデンシティクラブ大阪）
☛ 講師：笛吹明男氏（元関西電力）
「中国人 生活と心」
・第 49 回 「アジア 会」 （H27.8.20 同上）
☛ 講師：岡本幸治氏（大阪国際大学名誉教授）
「躍進するインド 光と影」
・第 50 回 「アジア 会」 （H27.11.26 同上）
☛ 講師：皿木喜久氏（産経新聞前論説委員）
「アメリカ アジア政策」
・第 51 回 「アジア 会」 （H28.2.25 同上）
☛ 講師：西垣敬子氏（宝塚・アフガニスタン友好協会代表）
「Afghanistan（アフガニスタン）」

◆50 回記念例会 ↑

←◆４８回
◆５１回→
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（追記） 中国植林プロジェクト
◆2000 年から日中両政府間で実施している中国植林活動（日中緑化交流基金 助成
事業）。今年度 植林活動へ 参加協力を見送りましたが、過去（2013 年度）に行
われた植林活動 追跡調査を行いました。
「内モンゴル（47ha）」「内モンゴル・バヤンノール市（67ha）」「安徽省安慶市（60ha）」
「新疆莫勅切河流域（50ha）」 ４か所で行った植林 そ 後 生育状況について、
全青連中国国際青年交流センターと 協力で調査を実施いたしました。
2013年度助成終了プロジェクト植林地保護管理状況調査票
公益財団法人日本ユースリーダー協会
団体名 ：
日中青年内モンゴル砂漠化防止モデル林プロジェクト

事業名
年度

２０１３

面積 (ha)
植林
現存
面積
面積

47

47

植栽木

生育状況

生育状況
一部 苗木 風
に地表から吹き出
され、また 高温
干ばつにより枯死
したが、活着した
苗木 成長状態
が良好。

事業名

２０１３

保存率

保育保護管理 状況
病虫害等
林地
管理
発生
使用権者
責任機関

71

なし

ダラト旗
青年連合会

保護管理
実施状況

専門 保育管理チームを結成
し、毎年5～7月に天候により適
時に灌水作業を行う。6月に病
虫害防除を実施し、注意標識を
ダラト旗
設置し、放牧を厳禁する。8月に
青年連合会
雑草が苗木 水分と養分を奪う
ことを防ぐため除草を行う。10月
以降、防火に重点を入れ、雑草
や枯れ枝を除去。

日中青年内蒙古バヤンノール市生態防護林

67

67

苗木が旺盛に生
長しており、樹冠
密度が高い

90

なし

中日青年母
なる河を守
る生態防護
林事業団体

中日青年母
なる河を守
る生態防護
林事業団体

専門 保育管理チームを結成
し、3-4月に剪定・施肥を実施；
5-7月に除草、灌水を実施；6-8
月に1～2回病虫害防除を実
施;11～12月、防火に重点を入
れ、雑草や枯れ枝を除去。

Ⅱ.ユースリーダー支援事業
【１】「
【１】「友好団体支援活動」
友好団体支援活動」
①被災地
被災地支援活動：
支援活動：「忘れない 3.11 Vol.5･･･
Vol.5･･･被災地の今を、自ら感じ
･･･被災地の今を、自ら感じ
て･･･イ
･･･イベント」
ベント」の後援
◆２０１１年３月１１日に起きた東日本大震災から５年。
復興 まだ道半ば。周り みんなが
こ 日を忘れて いけない。
そ 思いと明日へ 一歩を踏み出したい
と 願いから、翌日 ３月１２日にできる
範囲 継続的な被災地復興支援活動を、
東京で催してきました。
(主催：幸福（しあわせ） 黄色いバンダナ
会/後援：日本ユースリーダー協会）
５年目 節目となる今年 、有志２５名が
３月１１日ー１２日 １泊２日間で、釜石・宝来館、大船渡、陸前高田・一本松等に足
を運び、現地 視察 もとより、できる範囲 経済(消費)活動と、支援活動を行って
いる団体と 交流などを行いました。
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Ⅲ.社会啓発事業
社会啓発事業
【１】「第７
【１】「第７回若者力大賞」表彰実施
◆今年度で第 7 回目を数える「若者力大賞」。今回も 70 名を超す多く 候補者 推薦
が寄せられ、そ 中から、6 名（組） 受賞者を決定いたしました。
そ 栄えある表彰式が 2 月 16 日、東京・六本木 「ハリウッド・プラザ」で行われ、
会員企業関係者 じめ多く 学生にも参加を呼びかけ、約 300 名におよぶ出席者
で会場 満席となりました。
受賞者からお一人ずつコメントがあり、活動 きっかけ、途中 苦労話、そしてそ
手ごたえや社会へ 問題提起など、情熱あふれるお話に会場 感動に包まれまし
た。
今回 マスコミ 参加も多く得られ、毎日新聞など プレス関係 ほかに、NTV や
CX 取材が入り、夜 ニュース番組や、ネットニュースでも受賞者 出演とあわせ
て放映されました。

＜若者力大賞＞

倉木 麻衣

（歌手）
歌手） 33 歳

＜ユースリーダー賞＞

高桑 早生
松中 権

（陸上選手）
陸上選手） 23 歳
（ｸﾞｯﾄﾞｴｲｼﾞﾝｸﾞｴｰﾙｽﾞ代表）
ｸﾞｯﾄﾞｴｲｼﾞﾝｸﾞｴｰﾙｽﾞ代表） 39 歳

＜ユースリーダー支援賞（個人
＜ユースリーダー支援賞（個人）＞
個人）＞
池本 修悟
原田 謙介
＜ユースリーダー支援賞（団体
＜ユースリーダー支援賞（団体）＞
団体）＞
TUDY FO

※

審査委員長
審査委員
〃
〃
〃

（社会創発塾 代表） 37 歳
（Youth Create 代表） 29 歳

TWO

（代表 石橋孝太郎）
石橋孝太郎）

三村 明夫 （新日鐵住金相談役名誉会長）
西尾 進路 （ＪＸホールディングス相談役）
山中 祥弘 （メイ・ウシヤマ学園理事長）
橋本久美子 （橋本龍太郎元首相令夫人）
蛭田 史郎 （旭化成常任相談役）
（敬称略）
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「第７回若者力大賞」
第７回若者力大賞」表彰式

若者力大賞：倉木麻衣さん

受賞者・審査委員

みなさん

【２】「広報活動」
◆協会活動 、会報誌およびホームページを通して広く情報発信を行っています。
＜会報誌(YOUTHLEADE
＜会報誌(YOUTHLEADE ) 発行＞
○発行：（No.138）H27 年 5 月
○発行：（No.139）H27 年 11 月
＜案内リーフレット（和・英）
＜案内リーフレット（和・英） 制作＞
○発行：H27 年 6 月

◆H/P ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ
http://www.youthleader.or.jp
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Ⅳ.ネットワーク事業
【１】A
【１】A EAN 諸国と 交流促進
①「AJAFAAJAFA-21」と
21」と 交流活動

★７－８ページ参照

【２】近隣諸国と 交流促進
①「日本・アジア青少年ｻｲｴﾝｽ交流事業」（さくらサイエンスプラン）
◆「国立研究開発法人 科学技術振興機構」（J T） 中国総合研究交流センター
（C CC）が主催する「さくらサイエンスプラン」。
中国を じめとするアジア諸国 青少年を日本に招聘し、科学技術 分野を通して
人材育成と相互 交流を深めることを目的として、２０１４年より開始した交流事業。
こ 事業へ 参画 準備を始めました。
H27.12.17。中華人民共和国科学技術部 中国科学技術交流センターを訪問し、
さくらサイエンスプランを活用した青少年交流 実施協力を提案。H28 年度 実施
に向けて準備を進めました。
また、H28.2 ヴィエンチャン（ラオス）で AJAFA-21 代表者会議で、当プラン
紹介を行って、各国に日本へ 学生層 派遣へ 検討を勧めました。そ 中で、
ベトナム・ホーチミン共産青年同盟（CYDECO）（※AJAFA-21 関連組織）などから
関心を寄せられています。

★H28 年度事業計画で 、海外研修事業としてスタートする予定。
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Ⅴ．協会運営
【１】評議員会・理事会・
評議員会・理事会・運営幹事会
理事会・運営幹事会 開催
＜平成 27 年度 役員会開催記録＞
役員会開催記録＞
（1）第 1 回評議員会
日時：平成 27 年 5 月 12 日(火)
場所：芝パークホテル（以下同じ）
議題：H26 年度事業・決算承認
（2）第 1 回理事会
日時：平成 27 年 5 月 12 日(火)
◆評議員会会長挨拶
議題：H26 年度事業・決算承認 件
（3）第 2 回理事会
日時：平成 27 年 11 月 4 日(水)
議題：固定資産減損処理 件
（4）第 3 回理事会
日時：平成 28 年 3 月 14 日(月)
議題：H28 年度事業計画・予算・委員会承認、規程改訂 件

＜平成 26 年度 運営幹事会開催記録
運営幹事会開催記録＞
開催記録＞
★運営幹事会委員：井上理事長・中山副理事長・吉田常務理事・加藤常務理事
野村理事・坂元理事・小笠原理事・沖監事
（1）第 1 回運営幹事会
日時：平成 27 年 4 月 14 日(火)
場所：協会事務局（以下同じ）
議題：資金繰り、委員会報告、評議員会招集・議題 件
（2）第 2 回運営幹事会
日時：平成 27 年 5 月 26 日(火)
議題：資金繰り、評議員会議事録（内閣府へ）、委員会報告、業務委託 件
（3）第 3 回運営幹事会
日時：平成 27 年 6 月 23 日(火)
議題：資金繰り、委員会報告、個人会員 Proj 件
（4）第 4 回運営幹事会
日時：平成 27 年 7 月 22 日(水)
議題：資金繰り、委員会報告、個人会員 Proj、固定資産 取り扱い 件
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（5）第 5 回運営幹事会
日時：平成 27 年 9 月 11 日(水)
議題：資金繰り、新規入会承認、危機管理契約承認、委員会報告 件
（6）第 6 回運営幹事会
日時：平成 27 年 10 月 14 日(水)
議題：上半期収支、委員会報告、大賞最終候補者報告、3 回理事会日程 件
（7）第 7 回運営幹事会
日時：平成 27 年 11 月 30 日(月)
議題：資金繰り、さくらプラン検討、個人増加Ｐｒｏｊ、28 年度評議員会日程 件
（8）第 8 回運営幹事会
日時：平成 27 年 12 月 25 日(金)
議題：資金繰り、委員会報告、Ｈ２８年度計画・予算・体制（改選） 件
（9）第 9 回運営幹事会
日時：平成 28 年 1 月 20 日(水)
議題：資金繰り、3 回理事会議案承認、ＧＥＴ中止検討、委員会報告 件
（10）第 10 回運営幹事会
日時：平成 28 年 2 月 24 日(水)
議題：資金繰り、3/14 理事会議案確認、委員会報告 件
（11）第 11 回運営幹事会
日時：平成 27 年 3 月 25 日(火)
議題：年間収支見込、運営幹事会委員選任、特別寄附金、委員会報告 件

【２】会長サロン 開催
＜第 4 回 （平成 27 年度）
年度）会長サロン＞
法人会員 代表者 皆様方と、三村会長、西尾副会長を囲む懇談会：「会長サロン」
を、11 月 17 日（火）、丸 内 銀行倶楽部において開催いたしました。
第 4 回目となる今年度 、19 社 代表者 方々にご参加いただき、昼食を さみなが
ら、協会活動へ ご理解を深めていただきました。
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【３】役員 変更
１．新任理事 村岡伸彦氏 （平成 27 年度評議員会（5/12）において選任）

【４】
【４】会員 拡大
＜個人会員増加プロジェクト＞
個人会員増加プロジェクト＞
当協会 活動 、法人会員と個人会員 会費（寄付）によって支えられています。
そ 中で、個人会員について 、資金的支援に加えて、ともに若い世代 育成に取り
組んでいただける協力者として 支援力でもあり、こ 力をもっと広げていく目的で、
「個人会員増加プロジェクト」を組織し、7/24 に第 1 回会合を開催しました。
木全評議員、吉田常務理事、久世理事、釜堀前評議員に井上理事長を加えてスター
トし、全役員を じめとして、同時に会員候補者もご推薦いただき、さらに セミナー等
へ 参加者にも幅広く呼びかけた結果、106 名 方々にご賛同いただき、あわせて、
１，２３５，０００円 会費（寄付）をいただくことができました。

【５】会員動向（入会・退会）
◆Ｈ２７．４．１現在
（１）正会員・・・・・・・・・・・・・ ４8 社
（２）維持会員・・・・・・・・・・・ １8 社
（３）個人会員・・・・・・・・・・・ 31 名

◆Ｈ２８．３．３１現在
（１）正会員・・・・・・・・・・・・・ ４８社 （入会１社・退会１社）
（２）維持会員・・・・・・・・・・・ １8 社
（３）個人会員・・・・・・・・・・・ 106 名
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◆年間活動記録（４－９月）
◆年間活動記録（４－９月）

月

4

5

6

7

8

9

日

事業関係
2 「ＧＥＴ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）」帰国
7
14
16 若者力大賞委員会
22 「第6回若手研修会」（アテナ見学）
26 「ＧＥＴ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）」事後研修会
7 研修委員会
12
21
25 AＳＥＡＮ委員会
26 若者力大賞委員会
28 「第48回アジア 会」(大阪）
1 ＡＳＥＡＮ委員会
2 若者力大賞委員会
12 ＡＪＡＦＡ・ＴＶ会議事前会議
15 「第21回異業種交流研修会」（三村会長）
23
25 「第25回AJAFA-21」ＴＶ会議（JICA本部）
6 ＡＳＥＡＮ委員会
13 ＪＩＣＡ大学生プログラム提案
16 若者力大賞委員会
22
24
3 ＡＳＥＡＮ委員会
4
6 「ＧＥＴ（ﾊﾉｲ･ﾀﾞﾅﾝ）」事前研修会
6 ＪＩＣＡ大学生プログラム入札
20 「第49回アジア 会」(大阪）
20 「ＧＥＴ（ﾊﾉｲ･ﾀﾞﾅﾝ）」海外現地研修（～27日）
27 「ＧＥＴ（ﾊﾉｲ･ﾀﾞﾅﾝ）」帰国
27 若者力大賞委員会
7 ＡＳＥＡＮ委員会
8
11
17 「第26回AJAFA-21」ＴＶ会議（JICA本部）
17 「第7回若手研修会」（凸版博物館見学）
18 若者力大賞委員会
27 「ＧＥＴ（ﾊﾉｲ･ﾀﾞﾅﾝ）」事後研修会
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運営関係
月次監査（3月分）
運営幹事会（4月度）

H27年度評議員会・第1回理事会
月次監査（4月分）
運営幹事会（5月度）

月次監査（5月分）
運営幹事会（6月度）
月次監査（6月分）

運営幹事会（7月度）
個人会員増加Ｐ会議
月次監査（7月分）

月次監査（8月分）
運営幹事会（9月度）
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◆年間活動記録（１０－３月）
◆年間活動記録（１０－３月）
月

10

11

12

1

2

3

日
5
5
6
7
14
18
29
2
4
10
17
20
26
27
30
4
7
17
17
18
25
6
7
13
20
21
1
2
10
16
22
24
25
2
6
7
10
14
22
24
30
31

事業関係
ＡＳＥＡＮ委員会
「第22回異業種交流研修会」（奥山先生）

運営関係

個人会員増加Ｐ会議
月次監査（9月分）
運営幹事会（10月度）
「親子体験学習」（新江ノ島水族館）実施
若者力大賞委員会
ＡＳＥＡＮ委員会
H27年度第2回理事会
月次監査（10月分）
「第4回会長サロン」（銀行協会）
「AJAFA-21・第21回 LF（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ）」（～23日）
「第50回アジア 会」(大阪）
若者力大賞委員会
運営幹事会（11月度）
月次監査（11月分）
ＡＳＥＡＮ委員会
「第27回AJAFA-21」ＴＶ会議（JICA本部）
中国科学技術交流センター訪問（さくらﾌﾟﾗﾝ）
若者力大賞委員会
運営幹事会（12月度）
ＡＳＥＡＮ委員会
月次監査（12月分）
若者力大賞委員会
運営幹事会（1月度）
ＡＳＥＡＮ委員会
ＡＳＥＡＮ委員会
若者力大賞委員会
月次監査（1月分）
「第7回若者力大賞表彰式」（ﾊﾘｳｯﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ）
「第23回異業種交流研修会」（石黒先生）
運営幹事会（2月度）
「第51回アジア 会」(大阪）
若者力大賞委員会
「ＧＥＴ（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ）」事前研修会
ＡＳＥＡＮ委員会
月次監査（2月分）
H27年度第3回理事会
運営幹事会（3月度）
「ＧＥＴ（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ）」海外現地研修（～31日）
内閣府提出（H28事業計画・予算）
「ＧＥＴ（ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ）」帰国
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事業報告における附属明細書
平成 27 年度事業報告においては、「一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律施行規則」第 34 条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を捕捉
する重要な事項」が存在しないため作成しない。
平成 28 年 3 月

公益財団法人日本ユースリーダー協会

東京都港区赤坂１－１－１４

ＮＯＦ溜池ビル

公益財団法人日本ユースリーダー協会
ＴＥＬ：０３－６４４１－０５８１
Email：day@youthleader.or.jp
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