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~Show the world what your soul desires!  

To transform the world from one of conflict and competition into the one full of cooperative and 

creative energy.  

 

見出し・吹き出し用 志の存在を発信し、広く知らしめる 

 

 To Spread Knowledge of Kokorozashi Into the World お互いの志を分かち合う  

To Share and Understand One Another’s Kokorozashi メキキ全体を広くアピールする  

Spread the Benefits of Mekiki –no-kai into the world  

 

次回 2018年 Next Event 2018 使命 無知が偏見につながり、悲しい状況を招く今の世界の現状を、
お互いの思いや志をビジネスを通してシェアすることで変えていく、それがこのフォーラムの使命で
す。 

 Purpose This Forum is tasked with fighting the tragedies occurring in the world due to 

ignorance and bias through sharing our dedication, commitment and kokorozashi through 

business. 志とは？ 志は漢字でムライの心と書きます。サムライの心は自己犠牲を問わず社会に
貢献することですが、現在は夢と同義語で使われます。ただし、違いがあります。例えば「私の夢は
ポルシェに乗ることです」とは言っても「私の志はポルシェに乗ることです、」とは言いません。また
「夢は医者になることです」という言い方に対し、志という語を使うと「志は医者になって病気の人を
救うことです」というほうがしっくりきます。志は個人の希望に加え、社会貢献性が強調されるのです。
英訳すると will power, samurai spiritなど状況に応じて30以上の語が当てはまります。KBMでは
志を”higher life mission for public purpose cross generation と説明しています。 この誰の心の底
にもある貴い思いが志です。  

 

What is a Kokorozashi? Kokorozashi is the Spirit of the Samurai. It is one dedicating to 

contributing to society regardless of cost, but in modern parlance “kokorozashi” is used as a 

synonym for a dream or goal. There are, however, differences. For example, “My dream is to 

become a doctor” is not nearly as expressive of your reasons behind your dream as saying 

“My kokorozashi is to become a doctor and save lives.” Kokorozashi in essence, describes 

the hopes and aspirations of an individual, but emphasizes the social contributions and your 

purpose in society. When translating “Kokorozashi” into English, anything ranging from will 

power to samurai spirit can apply depending on the specific context. At KBM we emphasize 

that Kokorozashi as “a higher purpose making lasting contributions to society across 

generations”. The desire to lead a purposeful life and make a difference in the world – 

something every person has at the bottom of their heart – is one’s Kokorozashi. 発起人メッ
セージ  今世界の状況は刻々と変化しています。 2020年東京オリンピックを控え、日本を訪れる観
光客の数は過去最大、日本国内の色々な分野で活躍する外国生まれの方も増えています。 一方
で、悲しい事件、恐ろしい出来事が毎日メディアを騒がせ、不安になる方も多いのではないでしょう
か？ 本当のことを知りたい、そう思っている方は多いと思います。いまこそ魂の想いを伝えあい、異
なる環境にいる人たちと真に分かち合う時間を共有する機会が必要です！ それがこのGlobal 
Kokorozashi Business Forum です！ あなたの情熱、志、専門性を英語で本気で伝えてみません
か！ そして世界中の志ある人の想いを受け取り、繋がりませんか！ 世界への扉を開き新しいス
テージに行きませんか！ 本気のプレゼンテーションで言葉の壁、自分の壁を越えましょう！ 

Message from the Organizer We live in a rapidly changing world. With the 2020 Tokyo 

Olympics right around the corner, the number of tourists visiting Japan is at a historic high. 

Further, there is an increasingly larger number of fields and areas of society where foreign 

born people are making an impact. Yet, even with these positive develops, images of 

tragedies and new dangers fill our TV and smartphone screens. It’s hard to live your life 

today without feeling some anxiety about the world. How should we base our understanding of 

the world? How do we distinguish between truth and exaggeration? I know that many people 

are struggling to answer those vital questions. Only through opportunities to interact and truly 

connect heart-to-heart with people from other cultures and locations can we really understand 

what they experience in their daily lives. The Global Kokorozashi Business Forum exists to 

provide these vital opportunities. Why not express the passion, purpose, and kokorozashi that 

burns in your heart through the world’s lingua franca, English? Connect with others who 

share your kokorozashi, and make lasting relationships with people around the world! It’s 

time to open the door to a new of your life stage: the global stage. Break through the walls of 

language and your limits by expressing your Kokorozashi! Global藩紹介  志からビジネスを伝
え合い繋がっていく朝活、志ビジネスミーティングを英語で行っているグループです。月に一度最終
木曜日7時から8時半、駒込のオーガニックバルなーりっしゅで美味しい自然食のお食事をいただき
ながら、志を語り合っています。 KBMグロ＾バル藩は世界と繋がる場です！ 設立当初から、情報や
志が言語を変えても伝わる場を意図し、日本語の話せないゲストとも積極的に交流しています。是
非、いらしてください！ About the Global Han Global Han is a group dedicated to fostering 

connections through Morning Activities and Kokorozashi Business Meetings in English. The 

Global Han meets on the final Thursday of each month from 7:00pm to 8:30pm at Organic 

Nourish in Komagome to discuss our kokorozashi over delicious natural foods. KBM Global 

Han is a place to connect to the world. From its founding, the Global Han has worked to 

establish a setting where kokorozashi and information can be communicated regardless of 

language and location. We actively work to share our ideas and kokorozashi by interacting 

with people who do not speak Japanese. Please, come join us! 
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