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    私たちの理念 

GPFとは（団体概要） 
 グローバル・ピース・ファウンデーション (Global Peace Foundation: 略GPF)は人種、宗教、国籍、文化の壁を越

えた共通のアイデンティティ“One Family Under God (ワンファミリーアンダーゴッド)”のビジョンを掲げ、平和構築

のプログラムを推進しています。アメリカのワシントンDCに国際本部(2009年設立)があり、世界15カ国の支部が各

地域におけるプログラムとパートナーシップを展開しています。 

 GPFのプログラムは文化や宗教を超えた協力関係の構築、家庭とコミュニティの強化、平和と奉仕の文化の拡大を

目指し、その成果を祝賀するフェスティバルを開催します。 また、グローバル・ピース・リーダーシップ・カンフェ

レンス(GPLC)やグローバル・ピース・コンベンション(GPC)では、各界リーダーが平和に向けて討議し、成功 事例

を共有する場を提供しています。 

 

ビジョン（私たちの目指す社会） 
 私たちは、人種、国籍、宗教、文化の違いを超えた、”ワンファミリーアンダーゴッド”の世界を創造します。 

 

ミッション（私たちの使命） 

 私たちは、いかなる宗派・党派にも属さない、非営利団体であり、”ワンファミリーアンダーゴッド”のビジョンの

もと、革新的で価値に基づいた平和構築のアプローチを推進します。 そして、倫理的で一貫性のある社会の基盤とな

る、コミュニティ、国家、地域の平和構築モデルを開発する指導者たちの世界的なネットワークを組織することに寄

与します。 



 

一般社団法人グローバル・ピース・ファウンデーション・ジャパン 

事務局長 飯田 和広 

  ごあいさつ 

 イギリスのEU離脱、アメリカのトランプ政権誕生をはじめ、2016年はこれまでの常識では考えにくい、多くの出

来事がありました。国際協調や普遍的な人権尊重といった戦後の大きな歴史の流れが変わった年として、2016年は記

憶されるかもしれません。 

 

 EUなどの連合体はもちろんのこと、一つひとつの国にも、理念やビジョンがあります。理念やビジョンは国や集

団・組織が、まとまりを持って永続するために必要なものです。しかし、それが真に価値のあるものとなるために

は、具現化するための実践がなくてはなりません。Global Peace Foundationは、”One Family under God”のビジョ

ンのもと、それを具現化していくためのプログラムを実施しています。 

 

 その中でも特に、”道徳的・革新的なリーダーシップ”が重要です。 

 政治・経済をはじめあらゆる分野で、”道徳的である”という前提が、組織や集団が繁栄し、持続的に存続にするた

めには必要です。また、常識では捉えられない社会の変化に直面した時に、その状況を打破するため”革新的である”

ということが求められています。 

 昨年は、第8回目となるGlobal Peace Conventionをフィリピンで開催。政治・経済・宗教など各界の指導者が集ま

り、このテーマを各分野で実践的な活動に落とし込むための施策が話し合われました。 

アメリカで開催された、International Young Leaders Assemblyでは、120カ国、1,500名以上の学生が参加。テーマ

を具現化するためのフォーラムを国連と協働して実施。持続・発展可能な社会づくりのための具体案とネットワーク

を共有しました。 

 また、朝鮮半島統一のための市民団体であるAction for Korea Unitedは、One Kグローバルキャンペーンをスター

トさせ、朝鮮半島の分断の課題に対して、民間レベルのアクションを促しています。 

 

 日本においては、2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて、日本にいる様々な文化的バックグランドを

持った人たちが共に「おもてなし」の文化を発信していくために、「多文化おもてなしフェスティバル」を実施。

フェスティバルの準備過程を通して、国や文化、世代を超えたコミュニティの繋がりを形成しています。 

 また、One Kグローバルキャンペーンのサポートのため、統一コリアに対するビジョンを在日朝鮮人の方々に拡大

するため、地域レベルでの奉仕活動や勉強会を開催しています。 

 “Think Globally, Act Locally”という言葉にあるように、常にビジョンに立ち返りながら、これからも地道な活動を

続けてまいります。皆様のご支援、ご協力のほど、宜しくお願い致します。 



 

   1.日本国内の多文化共生の推進 

多文化おもてなしフェスティバル2016を実施しました。 

 東京都、12の大使館、その他団体の後援を受け、10月10日（月・祝）にすみだリバーサイドホール（墨田区）にて

「多文化おもてなしフェスティバル2016」が開催されました。今回は昨年に引き続き、2回目の開催であり、

GPFJapanは実行委員会の事務局を担当しました。 

 本フェスティバルは、日本国内の多文化共生を推進するポジティブな文化創造を目指し、その準備過程を通して、

外国人と日本人、そして国を超えた外国人同士の協働ネットワークを強化し、2020年東京オリンピック・パラリン

ピックに向けた「おもてなし」力の向上に貢献することを目的としています。 

 本フェスティバルは、午前中に実行委員長挨拶、来賓挨拶、基調講演、パネルディスカッションが行われ、午後に

は様々な国の文化パフォーマンスが催されました。 

 

①パネルディスカッション 

テーマ「多文化ユースの意見が反映されやすい社会を創るために」 

コーディネーター：石綿 晃氏（公益財団法人 目黒国際交流協会 事務局長） 

パネリスト：ヴェレナ・ホップ氏（一般社団法人 Global Internship Association 代表理事） 

      グエン・ビエット・チン氏（TOKYO CS合同会社 代表社員） 

      サンドラ・ヘフェリン氏（コラムニスト） 

      鄭優希氏（国際基督教大学 メディア・コミュニケーション・文化専攻4年） 

      デレク・ケンジ・ピニロス・マツダ氏（上智大学大学院 総合人間科学研究科 教育学専攻 博士後期課程） 

      松本清志郎氏(一般社団法人 グローバル・ピース・ファウンデーション・ジャパン ユース代表) 

②文化パフォーマンス 

メインホール 

● 紫派藤間流 師範名取 藤間微乃咲 （日本伝統舞踊） 

● 一般社団法人 東京北京国際文化協会 （中国伝統舞踊） 

● インターンシップジャパン （プレゼンテーション） 

● 日本ラテンアメリカ友好協会 （ラテンアメリカ民族舞踊） 

● 墨田プンムルぺウリト （韓国伝統舞踊） 

● ヌサンタラインドネシアグループ （インドネシア民族舞踊） 

● ショロリピカルチュラルアカデミー （バングラデシュ民族舞

踊） 

● Jay & TNC Brightness Singers （ゴスペル） 

シアターホール 

● Yolanda Tasico & Oops:)!! （フィリピン＆日本コラボバン

ド） 

● Spring Road （フィリピン、ブラジル、日本コラボバンド） 

● 東京最前線 （和風インストゥルメンタルユニット） 

③エキシビション 

● フェイスフクシマファンクション（福島県の人々の元気を伝え

るブース） 

● 多文化おもてなしフェスティバル2016実行委員会ユース

（フェスティバルボランティアによる企画） 

● 一般社団法人伝統美養食育推進支援協会（日本の伝統食紹介） 

● グアテマラ共和国大使館（グアテマラ文化紹介） 

● インターンシップジャパン（欧米のインターンシップ制度の紹

介） 

● 明コリア（南北コリア文化展示） 

● フィリピン文化紹介ブース 

● ショブドオルンカル（バングラデシュ文化紹介） 

● トルコ共和国 ユヌス・エムレ・インスティトゥート（トルコ

文化紹介） 



 



 

   2.東アジアにおける平和の文化の創造 

Global Peace Leadership Conference Seoul 2016が開催されました 

「大転換期、統一に関する国際的な共感を造成するための新たな模索」をテーマに

「グローバル・ピース・リーダーシップ会議・ソウル（Global Peace Leadership 

Conference Seoul 2016）が12月7日、汝矣島の国会議員会館で開催されました。 

国会議員のイ・ジュヨン、キム・ヨンテ、ユン・ヨウンソク、ファン・ヒ、Action 

for Korea United、韓国グローバル・ピース財団、OneKグローバルキャンペーンの

組織委員会が共催し、統一部、大統領直属統一準備委員会、民主平和統一諮問会議

が後援しました。 

 行事には、世界的なミュージシャンであるジミー・ジャム＆テリー・ルイス、

ピーボ・ブライソンをはじめ、エマニュエル・パストリッチ（慶煕大国際大学アジ

アインスターチュード所長）、マダブ・ナラパット（インドのサンデーガーディア

ンの編集者）、デビッド・カプララ（アメリカのブルッキングス研究所客員研究

員）などの国際的な専門家たちが参加しました。 

事務所で交流会・勉強会などを実施しました 

 7月14日に渋谷のGPFJapan事務所で、「東北アジアの平和と安定には朝鮮半島の

平和的統一が鍵」をテーマとして講演会を企画・実施。当日は9名が参加し、脱北者

の講演から「北朝鮮の現実」を学ぶとともに、古朝鮮の建国理念である「弘益人

間」についても学びを深めました。 

 

 7月28日、国を越えた文化体験をテーマとして、北朝鮮のビビンバを脱北者と共

に作って食べるイベントを行いました。家族的な雰囲気の中、在日韓国人2世である

参加者の一人は「元々はひとつだった民族、文化を通し一つになる草の根運動が非

常に重要だと思う」と感想を述べました。イベント後は、GPFのビジョンと活動に

ついてシェアし、朝鮮半島の統一が世界の平和につながるという認識を深める時間

になりました。 

 



 

  3.グローバル・シティズンの育成 

留学生と定例ミーティングとワークショップを実施しました 

 GPFJapanは毎週火曜日の18時〜、学生、社会人、留学生の交流の場として、事

務所を解放し、ミーティングを開催しています。 

 ミーティングでは、様々なプロジェクトの企画・運営に学生が主体的に取り組む

ことによって、リーダーシップ・マネジメント能力の向上の場を提供しています。 

 

 具体的には、英語を用いたディスカッションで語学のスキルアップ、また、年一

度開催される多文化おもてなしフェスティバルの企画・運営についてや、4ヶ月に一

回程度行う、地方ワークショップのための話し合いがなされています。 

 

 ミーティングごとの議題は学生によって主体的に決定され、企画の進捗を共有し

たり、プロジェクトの実践などが行われます。 

 

 また、リーダーシップの具体的なあり方を学ぶため、社会で活躍される職業人を

招いての講演会も数回開催しました。 

 専門職業人からの話は、学生にとって最大の関心事の一つである就職について、

豊かな見識を提供し、さらに、将来の夢、職業を考える上で必要な人脈構築にも役

立っています。 

 

 地方ワークショップでは、留学生と共に、７月に福島県大玉村、11月に静岡県静

岡市を訪問し、田舎文化を体験。本ワークショップは、ほぼ全ての企画・運営をボ

ランティアの学生たちが行いました。 

 現地では、地元の方々との交流のほか、留学生の視点から、地域活性のための提

案のプレゼン等も行いました。また、街中での奉仕活動や、お楽しみ船釣り体験を

通して、企画を実現化する楽しみを共有しました。 

 

 今後は活動の場を広げていくため、他のNPOとも協働し、活動を行って行きま

す。 



 

   4.その他の事業 

熊本地震復興のためのチャリティコンサートを実施しました 

 8月3日、恵比寿What the dickensで「熊本復興支援チャリティコンサート」を開

催しました。これは4月17日に起きた熊本大地震に対し、国籍、文化の違いを超え

て協力しあうことを目的に企画され、日本、フィリピン、台湾などのパフォーマー

が参加し、延べ約80名が来場しました。 

 マジック、ズンバダンス、三味線、アカペラ、コーラス、バンドなど色とりどり

のパフォーマンスに会場は終始熱気に包まれました。イベントの最後には、フィリ

ピン人歌手ヨランダ・タシコさんが、復興のための義援金を呼びかけ、多くの方々

の協力を頂きました。 

田植えカップ・稲刈りカップを共催しました 

 気仙沼市と南三陸町で5月14日、15日に“田植えカップ”が、10月7日、8日に“稲刈

りカップ”が開催されました。これは東日本大震災当時に気仙沼消防署の指揮隊長を

務められた佐藤誠悦氏が主催され、GPFJapanが共催しています。 

 5月の“田植えカップ”は、東京からGPFJapanスタッフ、東京都目黒区倫理法人会

から8人、社会人など計17人が参加。地元の方々との交流のための田植え経験、

フィリピン人歌手ヨランダ・タシコさんと和太鼓千代組による音楽会、ソフトバ

レー大会、親睦会、被災地視察などのプログラムがありました。  

 10月の“稲刈りカップ”は、東京から5名、地元の参加者を含め延べ116人が参加し

ました。野外ステージでのコンサートや田んぼバレー教室、気仙沼本吉ジュニアバ

レーの皆さんとのソフトバレー交流会、南三陸町の被災地視察などのプログラムが

ありました。 

 東日本大震災5年半が過ぎた今でも主催者の佐藤誠悦氏は、東日本大震災活動記録

「いのちを守る」の講演を通じ、「命の大切さ」を語り続けています。地域の活性

化と復興に向けて、被災地の方々の「思い」を共有する貴重な機会を持つことがで

きました。  



 

  会計報告 

収入 

会費収入     237,735円 

寄付金収入    3,680,339円 

助成金収入    17,440,185円 

事業収入        289,675円 

雑収入        84,026円 

合計       21,731,960円 

支出 

イベント・キャンペーン等事業費  10,671,648円 

研究調査事業費            4,779,031円 

管理費                7,019,694円 

合計                  22,470,373円 

 

前期繰越金              763,989円 

当期収支差額            ▲738,413円 

次期繰越金                25,576円 

組織概要 

● 設立 

2012年6月2日、東京で開催されたグローバル・ピース・リーダーシップ・カンフェレンス(GPLC)を

契機に、GPF日本支部として設立。 

● 代表者（代表理事） 

後藤 亜也（Global Peace Foundation 本部上級副会長） 

● スタッフ 

2名 

● 会員数 

50名 

● 事務所 

〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-7 O・Hビル401号室 

TEL 03-6416-5435 FAX 03-6416-5436 

E-mail  info@gpf.jp 

● ウェブサイト 

http://gpf.jp/ 



 

International Young Leaders Assembly （IYLA）2016 

 8月8日から8月17日にかけて、International Young Leaders Assembly 2016が開

催されました。27カ国から60名弱が参加し（日本からも2名が参加）、ワシント

ン、フィラデルフィア、ニューヨークを訪問。ワークショップやリーダーシップト

レーニング、文化施設訪問を通して、学びの機会を持ちました。 

 このプログラムは、”道徳的・革新的リーダーシップ〜ビジョン・奉仕・起業家精

神〜”というテーマの下、世界中の青年指導者の価値観を共有し、持続的な発展のた

めに連携を深める機会を提供しています。 

 ワシントンでは、大自然の中でのワークショップ、国会や世界銀行でのリーダー

シップフォーラムや、リンカーンメモリアルやワシントンモニュメントなどの文化

遺産を見学しました。 

 フィラデルフィアでは、米国憲法センター、ペンシルベニア大学を訪問。憲法セ

ンターでは、黒人初のフィラデルフィア市長による講演、ペンシルベニア大学で

は、学生起業家によるパネルディスカッションの後、起業のためのワークショップ

を経験しました。 

 ニューヨークでは、国連本部を訪問。パートナーであるIBMによるリーダーシッ

プトレーニングを受け、国連総会議場でのフォーラムに参加。ここには120カ国

1,500名以上が参加し、国連持続可能な発展目標への取り組みを共有しました。 

 最後に参加者は、プログラムの期間をふり返り、今後に対する決意表明を行いま

した。 

   世界のハイライト 

Global Peace Convention 2017 

 2017年2月28日から3月3日まで、フィリピンのマニラにおいて、Global Peace 

Convention 2017(以下、GPC2017)が開催されました。コンベンションには、延べ

3,500人以上が参加し、2日夜に行われたONE K グローバルピースコンサートと、3

日に行われたグローバルユースサミットには、両日共に1万人以上が参加しました。 

 本イベントのテーマは「道徳的・革新的リーダーシップ〜平和と発展のための新

しいモデル〜」であり、世界平和に向けて、政治、経済、教育などのオピニオン

リーダーが集まり、成功事例を共有し、リーダーシップのネットワークを築くこと

を目的として行われました。 

  「宗教間における協力関係の構築」「朝鮮半島の統一」「教育改革」「平和と

発展のための青年のリーダーシップと奉仕」「女性のリーダーシップ文化」「経

済・ビジネスフォーラム」の6つの分野において、テーマを具体化していくためのア

イデア発表、ディスカッションが行われました。 



 

 開会式では、ヒョンジン・プレストン・ムンGPF理事長の他、グロリア・アロヨ 

フィリピン元大統領、ヴィニシオ・セレッソ元グアテマラ大統領、エドウィン・

フュルナー ヘリテージ財団創設者、キム・ジンピョ大韓民国元副総理などが登壇

し、参加者を歓迎しました。 

 開会式での各人の挨拶を受け、各セッションで、各地のGPFとそのパートナー団

体の活動のベストプラクティスと、そのベストプラクティスの実践についての活発

な議論が行われました。 

 3月1日の夜には、「グローバルピースアワードガラ」が開催され、「宗教間協力

関係の構築」「奉仕活動」など7分野において、モデルとなる活動成果を収めたリー

ダーに対して表彰が行われました。 

 3月2日の夜には、ONE K グローバルピースコンサートが、SMモールオブアジ

ア・アリーナにて開催され、PSY、SHINee、CNblue、AOAなど7組が参加し、キャ

ンペーンソングは、グラミー賞5度受賞の作曲家、ジミー・ジャム氏とテリー・ルイ

ス氏が手がけました。本コンサートの模様はKBS（韓国国営放送）で放送されまし

た。 

 3月3日には、同じくSMモールオブアジア・アリーナにて、グローバルユースサ

ミットが開催され、35カ国185大学からの学生を含む、約１万名が参加。国連で採

択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を達成するため、青年のリー

ダーシップの喚起が呼びかけられました。 

 本イベントは、IBM、エプソン、マリオットホテル、韓半島平和財団、富士水素

感謝などがスポンサーとして協力。また、教育部、高等教育委員会、観光推進局な

どのフィリピン政府機関や、フィリピンアイランド商工会議所、欧州フィリピン商

工会議所などの財界グループの支援のもと行われました。 

Cross Community Engagement (CCE)プログラム 

GPFがアメリカで実施しているCross Community Engage-

ment (CCE)プログラムは、様々なリスクを抱えるラテン系、

アフリカ系、アジア系、白人系、アラブ系の5つのグループの

若者を対象とし、参加者は約1年間に渡りワークショップや

フィールドワーク、文化を超えた関係構築のための交流活動

に参加します。 

 コミュニティーマッピング（地域調査活動）を通し、若者

たちは新たなリーダーシップスキルを実践しながら、コミュ

ニティーのニーズに応える独自のプロジェクトを企画・推進

します。このプロジェクトを通して、若者たちはコミュニ

ティー開発の専門的知識とその実践によって社会起業家経験

を得ることができます。 

 このアプローチは、プロテスタントとカトリックが歴史的

に対立していた北アイルランドのベルファストで、双方の 

若者が相互理解し共に活動を行ってきた30年に渡る成果に基

づき証明されています。 

 GPFは、アイルランドでこのプログラムを展開してきた

コーポレーション・アイルランド、米国厚生省児童家庭局、

ニュージャージー州司法長官事務局、ニュージャージー州児

童家庭局、ジャージーシティー警察局、同市教育局などの関

係団体とともに、18ヶ月をかけてこのプログラムを準備して

きました。 

 このプログラムを通して、GPFはアイデンティティーに基

づく行動姿勢に対する変化を測定し、プログラムの全体評価

はニュージャージー州立・ラトガーズ大学によって行われる

予定です。 

 



 

皆さんのご支援を必要としています 

1. 賛助会員になる 

定期的にGPF Japanの活動をサポートしてくださるメンバーを募集しています。賛助会員の皆さまにはニュースレター

やイベント案内等をお送りし、活動の進捗状況を定期的にご報告します。 

 

■一般会員 

入会金：個人 2,000円、団体 5,000円 

年会費：個人 24,000円、団体 60,000円  

■学生会員 

入会金：1,000円 年会費：12,000円 

 

2. ボランティアとして参加する 

 イベントの運営、事務局のサポート、翻訳…など様々な形であなたの力を発揮してみませんか。 

 

3. 寄付をする 

 GPFJapanのビジョンや各プログラムの趣旨をご理解いただき、皆様のお力添えをいただけますようお願いいたしま

す。 

 

【振込先口座】 

三井住友銀行 恵比寿支店（店番号656） 

（普通）8776703 

一般社団法人 グローバル・ピース・ファウンデーション・ジャパン 

 

ゆうちょ銀行 

振替口座口座番号 00160-3-378158 

（銀行からお振込みの場合：当座0378158） 

口座名称（漢字） （社）ＧＰＦＪ 

口座名称（カナ） シヤ）シ〝ーヒ゜ーエフシ〝ェイ 

加入者払込店 恵比寿駅前 （019） 

編集・発行：一般社団法人グローバル・ピース・ファウンデーション・ジャパン 

〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-7 O・Hビル401号室 

TEL 03-6416-5435 FAX 03-6416-5436 

E-mail  info@gpf.jp 


