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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
2014 年 1 月 1 日～2014 年 12 月 31 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
42 名

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。文字数制限（半角
英数 100 文字まで）があります。
例：〇〇市ボランティア団体等
JCI 大阪メンバー757 名

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
NONE

Profit / Loss

利益／損失

説明：基金を集めること以外は、NONE にしてください
NONE

In Which UN MDG best fit (if Apply)?
説明：UN MDGS の該当項目（もしあれば）
NONE

Who is benefited?

誰の為に？

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人

大阪のまちに住み暮らす人びと 約 267 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
①JCI 大阪メンバーが切磋琢磨し、お互いに能力を高める環境を作る事で、より多くの
メンバーが積極的に事業に参加し、 POSITIVE CHANGE する事を促す
②市民や地元企業に対し地域社会の資質を向上させていく一員として働きかけ、とも
に事業を行っていく事で YOUNG ACTIVE CITIZEN を増やす
③それらの事業や JCI 大阪の事をより多く知ってもらう事で、POSITIVE CHANGE の
NETWORK をより大きく拡大させていく事

Overview

概要

説明：小学生でも事業内容・運動が理解できるように,
簡単な単語のみで事業の大まかな説明をして下さい。
①年初から積極的にメンバー拡大のための説明会の開催に取り組み、16 回の説明会や
異業種交流会を開催した。
②大阪青年会議所メンバーに対し積極的な事業の実施と参加を働きかけ、100 回を超え
る事業に、率先して活動を行った。
③それらのＪＣＩ大阪の運動を市民に知ってもらうため積極的に広報を実施した。

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
①年初から 6 月までの間に 16 回の説明会や異業種交流会を開催した結果、例年以上の
255 名の会員拡大に成功した。
②理事長自ら率先して行動する事で、結果、2013 年度の JCI 大阪では、子どもの育成
事業を 66 回、市民の意識を変える事業を 13 回、世界の平和を実現しようとする事業
を 6 回、メンバーの資質を向上させるための事業を 15 回実施する事が出来た。
③理事長自ら積極的な広報を実施する事で、1 年間に 25 回（前年比 277％）新聞やメ
ディアに掲載される結果となった。

Actions Taken 行動
説明：大まかに、事業の調査、立案、会議の流れ、実施活動、事業後の活動について
書いて下さい。日付も入れて下さい。箇条書きでも構いません。
理事長、山本樹育は 1 月～12 月 日本 JC 理事会へのオブザーブとしてすべて参加し
た。
1/17～1/20 京都会議 参加
3/8～3/11 復興創造フォーラム 参加
3/20 以降 7 回 淀川に花を咲かせるプロジェクト 参加
6/13～6/16 アスパック光州大会 参加
7/13 近畿地区会員大会 参加
7/20～7/21 サマーコンファレンス 参加
10/3～10/6 全国大会 参加
10/12～10/13 OSAKA キャッスル✩ハッスル参加
11/4～11/9 世界会議 参加

Recommendations

考察や推奨

説明：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？

・255 名の新入会員の拡充に成功した。
・JCI 大阪 63 年の歴史の中で、最も大きな LOM の成長と発展とすることができた。
・新聞、テレビ、インターネット、ツイッター、
フェイスブックを活用し、大阪市民に対して地域社会の問題点に関心を抱かせ、意識
を変えることに成功した。
・OSAKA キャッスル✩ハッスル事業では約 4 万名の市民が参加し、市民が地域の未来
を進化させる自覚を持つという、意識変革に成功した。
①例年以上に多くの新人を拡充する事で、既存のメンバーは新鮮な気付きを取戻し、
互いの成長に向け切磋琢磨できるきっかけとなった。
②市民を巻き込んだ大規模なイベントと年間を通じた継続的な事業をバランスよく行
い、地域の活性化とそこに住む市民の資質向上の両方を目指した。
③理事長自身、日本 JC への出向経験もあり国際的事業への NETWORK の繋がりが強く、
翌年度のＪＣＩ１００周年記念事業委員会の委員にも立候補し、選任された。
その為、JCI 大阪の事業だけではなく日本 JC で行われている諸事業や他国で行われる
JCI の会議にも積極的に参加し、JCI 大阪から JCI 日本へ出向しているメンバーへの
支援および連絡調整も積極的に行った。

Most Outstanding Local President

個別項目

ページ３

Leadership, Motivation, Inspiration of Members
メンバーへの、指揮、動機づけ、インスピレーション
Please give an example of how this Local President acted as a leader
この LOM 理事長がどのようにリーダーの役をしたかという例をいくつか挙げてくだ
さい（使用英単語 200 語）
①「良心の循環」をスローガンに、1000 人を超える大阪青年会議所メンバーに対し積
極的な事業の実施と参加を働きかけ、率先して行動した。
結果、2013 年度の JCI 大阪では、子どもの育成事業を 66 回、市民の意識を変える事
業を 13 回、世界の平和を実現しようとする事業を 6 回、メンバーの資質を向上させる
ための事業を 15 回実施する事が出来た。
そして、それらのＪＣＩ大阪の運動を市民に知ってもらうため積極的に広報を実施し、
1 年間に 25 回（前年比 277％）掲載されるなど、理事長自ら新聞・テレビへの働きか
けを行った。

Please give an example of how this Local President motivated and inspired
members この LOM 理事長がどのようにメンバーに動機づけして、奮起させたかとい
ういくつか例を挙げてください（使用英単語 200 語）
年初から積極的にメンバー拡大のための説明会の開催に取り組み、16 回の説明会や異
業種交流会を開催した。
結果、例年以上の 255 名の会員拡大に成功し、理事長を先頭に、より多くの新人メン
バーが率先して事業に取り組む環境を作ることで、YOUNG ACTIVE CITIZEN の NETWORK
を拡げる事に大いに役立った。
同時に、多くの新人が積極的に事業に取り組む姿を目の当たりにする事で 2 年目以降
の既存のメンバーには新鮮な気付きを取戻すきっかけとなり、互いの成長に向け切磋
琢磨し、自らが変化の原動力として力強く牽引するメンバーを多数生み出した。
画像データ四つ必要

ページ４
Community Impact
地域社会への影響
What work has this person done in the community?
地域社会でどのような行動・貢献を行いましたか？（使用英単語 200 語）
大阪市内外から約 55 万人の人々が集まった淀川花火や、約 4 万人が参加し大阪市民の
飲食業会の活気付けの場となったキャッスル・ハッスルなど、地域に根差した大規模
な集客イベントにも積極的に主催・協力し、市民や地域への活性化に繋がると共に、
JCI 大阪の存在感をアピールした。
また、同時に、不法投棄や不法農作で荒れた場所をきれいにし、四季折々の花を咲か
せた「淀川「花は咲く」プロジェクト」をはじめとして、地元の人々や企業も巻き込
んだ継続的な事業も、一年間にわたり数多く行った。

How has this work benefited the community?
この行動・貢献はどんな利益を地域社会へ与えましたか？（使用英単語 200 語）
市民を巻き込んだ大規模なイベントでは、多数の人々が参加する事で、地元の企業を
はじめとする地域のコミュニティに大きな経済効果と宣伝効果をもたらし、大阪のま
ちに経済効果と豊かな心をもたらした。
また、年間通じて行っていた継続的な事業においては、市民や地元企業に対し、共に
地域社会の資質を向上させていく一員として、意識の POSITIVE CHANGE に貢献した。

画像データ四つ必要

ページ５

Impact on Local Organization
LOM への影響
What responsibilities did this person take on as a JCI member?
この人は、JCI メンバーとしてどんな責任を引き受けましたか？（理事長になる前の過
去の役職と内容を列挙して下さい）（使用英単語 200 語）
1000 人を超える大阪青年会議所メンバーに対し、彼らを集約する為に、自らがリーダ
ーになると言う責任を強くもって貰った。
積極的に LOM メンバーに対しても事業への参加を推奨し、自身が先頭になってほぼ全
ての事業への監修、参加を行った。
そして、それらのＪＣＩ大阪の運動を市民に知ってもらうため理事長自らが働きかけて
広報を実施し、1 年間に計 25 回（前年比 277％）新聞・テレビなどに掲載された。

How did this member's contributions benefit their Local Organization?
どのように、このメンバーの貢献は、LOM のためになりましたか？（LOM の利益、
知名度認知度の向上、財政改善、メンバー数向上、メンバーの資質向上、協力他団体数・
質の向上です）（使用英単語 200 語）

積極的な拡充を行い延べ 1000 人以上のメンバーを集める事で、JCI 大阪メンバーが切
磋琢磨しお互いに能力を高める環境を作る事が出来た。
また、LOM 間での交流の推進を強力に行い、JCI 大阪が一体となって行動する機会を
多数提供する事で、メンバーそれぞれが、自身の属する委員会での事業参加だけでは
なく、他の委員会事業にも積極的に参加できるような環境を作り出した。

画像データ四つ必要

ページ６
Participation in JCI Events
JCI の事業への参加
Describe the member's participation in events and projects of their own Local
Organization
事業への LOM メンバーの参加率と、彼自身の LOM 事業を記述してください。（使用
英単語 200 語）
2013 年度の JCI 大阪では、子どもの育成事業を 66 回、市民の意識を変える事業を 13
回、世界の平和を実現しようとする事業を 6 回、メンバーの資質を向上させるための
事業を 15 回実施した。
その中でも、様々な分野で活躍している講師を招聘し、メンバーに講演して貰う毎月
の月例会では、年間で合計すると 5303 名（1 月～11 月平均 52.3％）名のメンバーが
参加し、メンバーの意識を POSITIVE CHANGE させる事に大いに役立った。
結果、他の地域に向けた事業においても、淀川「花は咲く」プロジェクト事業の 846
名（84.6％）をはじめとして、積極的なメンバーの事業への参加が見られた。

Describe the member's participation in events and projects of other Local
Organizations, the National Organization and Internationally. 各種事業への LOM
メンバーの参加と他の LOM、NOM と JCI の事業への参加を記述してください。
（使用
英単語 200 語）

理事長自らが JCI 大阪の事業だけではなく日本 JC で行われている理事会のオブザー
ブや諸事業にも積極的に参加し、同時に、JCI 大阪から JCI 日本へ出向しているメン
バーへの支援および連絡調整を積極的に行った。
結果、大阪から日本・世界中へより多くの YOUNG ACTIVE CITIZEN の NETWORK を繋げ
ようと、29 名のメンバーが大阪ブロックに、44 名のメンバーが近畿地区に、102 名の
メンバーが JCI 日本へ出向し、ブラジル・リオで行われた世界会議には 80 名が大阪か
らは参加した。
画像データ四つ必要

ページ 7
Exemplification of JCI Values in Personal Life
JCI 活動における JCIValues の実践
How does this member exemplify the JCI Values in JCI activities?
どのように、このメンバーは、JCI 活動で JCI VALUES を実行しましたか？（使用英単
語 200 語）
他者や公を思って行動する心（良心）が、まちの人びとに循環し、自らの発した想い
が他の誰かから返ってくる。
その結果、皆が自分たちの属する地域や、遠くの人、未来を思い支えあい行動できる
ようになるという、「良心の循環」という概念を 2013 年のスローガンとした。
そして、それを実現するために、自らが率先してその良心の循環の起点となるべく意
識して行動し、あらゆる事業を通じて人びとに他者や公を思って行動することの大切
さを感じてもらい、良心を育んだ。

Which JCI Value does this member exemplify most in his or her JCI activities?
このメンバーは、彼または彼女の JCI 活動でどの JCI VALUE を最も実践しましたか？
（使用英単語 150 語）
"BROTHEHOOD OF MAN TRANSCENDS THE SOVEREIGNITY OF NATIONS"の理念を体現す
るため、様々な国際の機会を通じて、世界中のメンバーとの交流を深めた。
自信の価値観との違いを受け止め、共に目指すべき目標に向かって行動することがよ
り良い世界に繋がることを実感した。
また、若い世代に世界学生平和会議（PCY）や、KIDS チャレンジ（子供たちの海外で
の国際交流事業）などの事業を通じてこの部分を経験させ、世界との友情を深めさせ
た。

画像データ四つ必要

ページ８

・Exemplification of JCI Values in JCI Activities
JCI 活動以外における JCIValues の実践
How does this member exemplify the JCI Values in his or her personal life?
どのように、このメンバーは、彼または彼女の私生活で JCI VALUES を実行しました
か？（使用英単語 200 語）
「人によって作り出された全てのものには、形の有無に関わらず、その人の「心」が
表れている。 公を想って作り出されたものは、作り手がいなくなった後も、ずっとま
ちや人々の心に残り続ける」
という信念に基づき、彼は、私生活においても人類への奉仕、
「公」への貢献を強く意
識した。
その最も身近な単位でもあり関係が目に見える「公」である家族、会社に、そして目
には見えない関係である社会に対して、「公」に貢献する心（＝良心）を育んだ。

Which JCI Value does this member exemplify most in his or her personal life?
このメンバーは、彼または彼女の私生活でどの JCI VALUE を最も実践しましたか？
（使用英単語 150 語）
彼が専務取締役を務める企業においては、メイン事業の貴金属の精錬や加工以外に、
歯科用貴金属やセラミック・レジンなどの開発・製造も行っている。
歯科医療においてデジタル化という技術革新が進む中、医療技術を承継し、メーカー
としての利益ではなく、患者や医療に従事するメンバーや地域医療のことを第一に考
え、メーカーとして果たすべき役割を果たしている。

画像データ四つ必要

