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Basic Information / 基本情報 
 
Duration / 開催期間 
説明：～年～月 から ～年～月まで 
2013 年 9 月 23 日 

Staff / スタッフ 
説明：青年会議所メンバーの参加人数 
例：何人 ○○member 
54MEMBER 

Sponsors / 支援者 
説明：青年会議所以外のメンバーがいる場合のみ記載してください 
例：〇〇市ボランティア団体等 
練馬区、一般社団法人練馬区観光協会、東京商工会議所練馬支部、小学校 PTA 連合協

議会、東京あおば農業協同組合、日本ボーイスカウト東京連盟練馬地区 
Budget 予算 
説明：ドルで表示してください。 
例：１万円なら one hundored dollar 
10,653$ 

Profit / Loss 利益／損失 
説明：基金を集めること以外は、０にしてください 
0 

In Which UN MDG best fit (if Apply)? UN MDGs の該当項目（もしあれば） 
説明： 
なし 

Who is benefited? 誰の為に？ 
説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 
練馬区のまちに住み、暮らす人々 約 70 万人 

Objective 目的 
説明：（例 1）子ども対象の事業をベースにして、参加者とメンバーの 
意識を変革を促し、前向きな変化を創りだすため 



練馬の町に住み、働く人々が能動的に町を発展させ、活性化していく市民となるよう

ポジティブシェンジさせること。 
町のどこが好きかを具体的に回答できるようになること。 
Overview 概要 
説明：必ず結果と合致しているはず 
参加者が練馬の土地で収穫された食材を使った食べ物を食べた。 
参加者が自ら購入し、餃子やアイスクリーム、和菓子などを食べた。 
参加者が練馬の町に関するクイズに挑戦した。 
「ねりねりねりま」という練馬の歌を、練馬に住む親子と一緒に歌って踊った。 
Result 結果 
説明：複数の短い文章になるように注意してください 
   目的がどのくらい達成できたか書いてください 
   上記の結果の想定外の結果を書いてください 
   上記の結果の確認方法を書いてください 
   検証結果を簡潔に書いてください 
参加者が餃子やアイスクリーム、和菓子を食べることで、住んでいる近くにおいしい

食べ物があることを知り、将来に渡り消費者となる可能性を構築した。 
参加者がクイズにより、住んでいる町のことを深く知った。 
参加者の親子が一緒に歌って踊りながら、歌詞に出てくる町のことを知った。 
参加者の親子の笑顔が多かった。 
参加者にアンケートを取ることで確認した。 
事前アンケートでは町の好きなところを回答できた人は 30%だった。参加後のアンケ

ートでは町の好きなところを回答できた人は 60%だった。好きなところを回答できる

人が 2 倍になった。 

  
地元の食材を使用した食べ物。     会場内で購入した食べ物をその場で食べる様子。 



  

クイズ大会に親子で参加した。      優勝者決定戦の様子。 

  
親子で歌って踊っている様子。       舞台から見た会場の様子。 

  
舞台に上がり、歌い踊っている様子。    舞台に上がり、歌い踊っている様子。 
 
Actions Taken 行動 
説明： 
住民へアンケートを実施した。 
結果を基に事業を企画、立案した。 
出店店舗の選出。 
事業を地域企業の HP や LOM の HP で告知した。 
住民へ事業のチラシを配布した。 



当日もチラシを配布して参加を呼び掛けた。 
来場者へアンケートを実施した。 
Recommendations 考察や推奨 
目的のうちどの部分が達成されたのか？ 
達成できなかった部分は、何か？ 
それは、なぜか？その改善策は？ 
練馬に住む人々に、町の好きなところを具体的に回答してもらうこと。 
事前のアンケートでは 30%の人しか回答できなかったが、事業後のアンケートでは

60%の人が回答できるようになった。 
住民自らが能動的に町を発展させ、活性化していく意識変革を促すことはできたが、

行動を起こさせるポジティブチェンジには至っていない。 
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ページ３ 
Objectives Planning Finance and Execution      
目的・計画・財務・実施 
 
What were the objectives of this program  
このプログラムの目的は？基本情報に詳述して下さい 
練馬の町に住み、働く人々が能動的に町を発展させ、活性化していく市民となるよう

ポジティブシェンジさせること。 
町のどこが好きかを具体的に回答できるようになること。 

 
How does this program align to the JCI Plan of Action 
この事業は、どのようにＪＣＩの活動計画と合っていますか？ 



活動計画のどの部分に合致しているのか？合致している部分の詳述してください。 
＊JCI Action plan のシートを参照 
この事業のターゲットである青年へ、能動的に町の発展や活性化を促し、ポジティブ

チェンジさせていくことを目的としているため。 
それぞれが個性を発揮し、各店舗同士がローカルネットワークを構築することで能動

的な変革を促し、青年のリーダー育成へとつながる。 

 
Was the budget an effective guide for the financial management of the project? 
予算は事業の財務管理のための効果的なガイドになりましたか？ 
予算上の工夫と、予算の内訳の概算を記述してください 
より多くの店舗に参加する機会を提供するために、店舗の参加費用をゼロにした。 
会場費は公共施設である公園を使用することで費用を抑えた。 
町の人達が多く集まる公園を会場とすることで、広告費を抑えつつも多くの市民への

参加と伝達する工夫をした。 
無料で HP にて告知をしてくれる企業に事業の PR を掲載してもらった。 
LOM で運営する HP にも掲載し、広く PR することができた。 

  
当日もチラシを配り参加を呼び掛けた。   当日もチラシを配り参加を呼び掛けた。 
 
How does this project advance the JCI Mission and Vision? 
どうやってこの事業は、ＪＣＩのミッションと、ヴィジョンを推進しましたか？ 
ビジョンとミッションに分けて明確に詳述してください 
JCI MISSION の推進 
出店した店舗が地域とのつながりの重要性を再認識することができた。 
店舗の参加費をゼロにすることで、若者が能動的に活動できる機会を提供した。 
 
JCI VISION の推進 
グローバルネットワークの為の、ローカルネットワークの創造を行った。 



普段はあまり交流のない異業種の店舗に出店してもらうことで、お互いのネットワー

ク構築の機会を提供した。 
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By number,how  many members were involved in this program? 
事業のスタッフは、何人？数字で記載してください 
8 人 

 
By percentage how many members of the Local Organization were involved in 
this program? 
LOM メンバーの参加率は、何パーセントですか？％で記載してください 
約 500 名の LOM メンバーのうち、約 50 名が参加した。 
約 10%の参加率だった。 
 
Describe the main roles of the participating members in this program 
このプログラムで参加しているメンバーの主要な役割を簡潔に記述してください 
出店した店舗へ食品の安全な提供や、火器の扱いを指示した。 
会場内にいる多くの参加者の誘導と、子供達の安全を確保するために警備をした。 
会場内で出たごみをまとめ、衛生と安全を確保した。 

  
子供達が落下しないように警備をした。 



  
ごみの集積場を設置した。         ごみを集積して衛生、安全を確保した。 
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Community Impact 社会への影響 
How did the Local Organization measure community inpact for this program 
どのように、ＬＯＭは、このプログラムのために地域社会への影響を測りましたか？ 
参加者にアンケートを書いてもらい、その結果から地域社会への影響を測った。 

Describe the actual community impact produced by this project 
このプロジェクトによって発生される実際の地域社会への影響を記述してください 
今まで知らなかった、気付いていなかった地域の魅力を知った。 
具体的に町の好きなところを回答できる人が増加した。 
これにより練馬に住み、働く人々が地域のことを理解した。 
理解が深まったことにより、地域の組織やイベントを知るようになりその結果、地域

の組織やイベントに参加し、地域活性化を促した。 
 
ページ６ 
Impact on Local Organization LOM への影響 
How did the Local Organization benefit from running this project? 
どのようにＬＯＭは、この事業を運営することから利益を得たか？ 
今まで気づいていなかった魅力に気づくことにより、組織やイベントに参加するよう

になる。 
これにより地域が活性化して、人々が能動的に活動するようになり、明るい豊かな社

会へ近づく。 

How did the program advance the JCI Mission? 
どのようにＪＣＩミッションを推進したのか？ 



JCI MISSION の推進 
出店した店舗が地域とのつながりの重要性を再認識することができた。 
店舗の参加費をゼロにすることで、若者が能動的に活動できる機会を提供した。 

How did the project advance the JCI Vision? 
どのようにしてＪＣＩヴィジョンを推進したのか？ 
JCI VISION の推進 
グローバルネットワークの為の、ローカルネットワークの創造を行った。 
普段はあまり交流のない異業種の店舗に出店してもらうことで、お互いのネットワー

ク構築の機会を提供した。 
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Long-term Impact of the Program プログラムの長期的な影響 
What is the expected long-term impact of this project? 
このプロジェクトの期待される長期的な影響は、なんですか？ 
練馬の町に住み、働く人々が参加した。 
彼らは自分の住む土地で生産した食材を食べることを経験した。 
これにより練馬の生産物の消費増加が期待できる。 
この影響が続くことにより、練馬の町で生産した食材の安定した需要と供給が確立さ

れることで地域の活性化につながり、長期的な発展がなされる。 
What changes Would you make to improve the results of this project? 
このプロジェクトの結果を改善するために、どんな改善策がありますか？ 
出店する店舗を増やし、地域で生産した食材がたくさんあることを広く発信していく。 
参加者を増やすことにより、より多くの住民へ魅力に気づく機会を提供する。 

 


