
※以下は、豊橋青年会議所様が愛知ブロック褒賞事業申請（Award of AICHI 2011）において提出

されました申請書の全文です。

２０１１年度 褒賞審査基本計画 褒賞申請書

【褒賞申請書】

記載事項 記入欄

事業名称
とよはしの恵み再発見 ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ ＰＲＯＪＥＣＴ

～始めよう！ 未来のための生活 ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ～

カテゴリー
まちづくり部門

申請 LOM 東海地区 愛知ブロック協議会 社団法人 豊橋青年会議所

LOM の人数
１３１名

理事長名
大場 雅之

担当者名
携帯番号

中神 秀一
090-4307-7595

E-mail nakagami@marunaka-kk.co.jp

事務局

住所 豊橋市花田町石塚４２-１ 豊橋商工会議所内

0532-52-9980

0532-54-1566

電話番号

FAX 番号

本事業の

参加者

会員数 ９５名

３９名

２，８６６名

関係者数

一般参加者数

事業の背景

現在の私達は、便利で快適な生活を手に入れ、各々の価値観は多様化していま

す。その反面、環境の破壊や気候の急激な変動等様々な問題が急速に表面化して

きています。また、大都市への人口集中による地方経済の疲弊は地方都市共通の

問題であり、地域の活力は徐々に失われています。

そんな今、子供や孫の世代に亘って私達のまち「とよはし」を豊かなまちとす

るには、その特色である自然や住みよい環境を意識しつつ、地域経済を活かしな

がら、人の繋がりを高めることによって実現する持続可能なまちづくりを今から

目指すことが必要と考えます。当委員会ではそれらのキーワードを意識したライ

フスタイルを「ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ（ＧＲｅｅｎ、Ｅｃｏｌｏｇｙ、Ｅｃｏｎｏｍｙ、

Ｎｅｔｗｏｒｋ） ＬＩＦＥ」とし、市民一人一人が自然、環境、地域経済、人

と人の繋がりを意識した生活を送るまち「ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ ＣＩＴＹ」

の実現を目指します。

事業の目的

これからのまちづくりのキーワードを自然（ＧＲｅｅｎ）、環境（Ｅｃｏｌｏｇ

ｙ）、地域経済（Ｅｃｏｎｏｍｙ）、人と人の繋がり（Ｎｅｔｗｏｒｋ）と考え、

それら４つのキーワードを体感できる事業を開催することで、参加者にとよはし

の恵みを再発見していただき、その恵みを大切にする生活「ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ（ＧＲ

ｅｅｎ、Ｅｃｏｌｏｇｙ、Ｅｃｏｎｏｍｙ、Ｎｅｔｗｏｒｋ） ＬＩＦＥ」を日々



実践していただく事を目的とします。本事業は持続可能な「未来のとよはし」実

現への一助となると考えます。

事業の概要

開催の形式 体験活動等

事業形態 地域活性化事業

対象者 豊橋市民

名称使用方法 看板、新聞、ＰＲチラシ、ＰＲポスター、ホームページ

発信方法

・中日新聞社、東海日日新聞社、東愛知新聞社に対するプレス発表及び当日の取材記

事

・ＬＯＭホームページからの告知

・幼稚園、保育園、小中学校へのＰＲポスター及びＰＲチラシの配布

・公民館、地区市民館等公共施設へのＰＲポスター及びＰＲチラシの配布

・地元商店街へのＰＲポスター及びＰＲチラシの配布

・地域のフリーペーパー情報マガジン「はなまる」への掲載

・豊橋ケーブルネットワーク「ティーズ」への出演

・ＦＭ豊橋への出演

組織への貢献度

多くの市民団体、ＮＰＯが存在する現在、蓄積されたノウハウやしっかりとした組織

力を活かした大規模な事業を行うことで、市民の皆様に「ＪＣの行うまちづくり」を

周知します。

【申請概要書(案)】

記載事項 記入欄

事業名称
とよはしの恵み再発見 ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ ＰＲＯＪＥＣＴ

～始めよう！ 未来のための生活 ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ～

カテゴリー まちづくり部門

申請 LOM 東海地区 愛知ブロック協議会 社団法人 豊橋青年会議所

開催期間・タイムスケジ

ュール

２０１０年９月１８日（日） １１：００開場 １１：３０開会 １７：００閉会

時間 所要時間 全体スケジュール・内容

11:30 0:02 オープニングアナウンス

11:32 0:03 理事長挨拶

11:35 0:05

バルーンリリース、「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ ＰＲＯ

ＪＥＣＴ」始動宣言

11:40 0:22

オープニング演奏：豊橋ジュニア吹奏楽団と豊橋ウインドア

ンサンブルによる生演奏、各ブース受付開始

12:02 1:03

林正道先生の水中ロボット教室（１回目）、各ブース運営中、

熱気球整理券配布開始

13:05 1:40 各ブースＰＲ、各ブース運営中

14:45 0:00 各ブース運営中

14:45 1:05 林正道先生の水中ロボット教室（２回目）、各ブース運営中

15:50 1:05 各ブース運営中

16:55 0:05 各ブース運営終了、委員長お礼の挨拶、閉会アナウンス



開催場所 豊橋公園芝生広場

事業区分 新規

公益・共益区分
・地球環境の保全又は地域環境の保護及び整備を目的とする事業（第１６項）

・地域社会の健全な発展を目的とする事業（第１９項）

協力団体

共催 なし

協賛 なし

後援
豊橋市、豊橋市教育委員会、中日新聞社、東海日日新聞社、東愛知新聞社、

豊橋ケーブルネットワーク(株)、(株)エフエム豊橋、ＪＡ豊橋

その他 愛知県立豊橋商業高等学校

事業対象者 豊橋市民

行動（ACTION）

事前準備豊橋子育てネットゆずり葉、非営利団体 虹のとびら（表浜ブル

未来のとよはし絵画コンクール募集

【目的】

次の時代を担う子供達をはじめとする市民に、各々が思い描く未来のとよはしを絵

で表現してもらうことで、未来への想像力を養います。

【応募資格】

参加対象を市内の小学生以上とします。

【募集期間】

小中学生：平成２２年８月２日（月）～平成２２年９月１０日（金）とします。

高校生・一般：平成２２年８月２日（月）～平成２２年９月１７日（金）とします。

【応募方法】

１．テーマ

２０年後のとよはしのまち

２．規格

小、中学生：

用紙サイズは画用紙八つ切りサイズとし、用紙の下側に学校名、学年、組、名

前を記入していただきます。使用する画材は色鉛筆、クレヨン、絵の具のいず

れかとします。

高校生、一般の方：

用紙の下側に町名、年齢、お名前をご記入いただき、連絡先を裏面にご記入い

ただきます。用紙の材質や大きさ、使用する画材は問いません。

３．出品方法

小中学生：

学校単位で締切日までに連絡先までご連絡いただければ、当方で受け取りに伺

います。

高校生、一般の方：

作品は（社）豊橋青年会議所まで郵送又は直接持参又はメールにて受け付けま

す。郵送の場合は当日必着とします。

【展示】

出展作品は例会当日会場に展示致します。

【審査】

１．当日来場者による投票にて決定します。審査基準は「私の望む未来のとよはし」



とします。

２．授賞

小学生部門、中学生部門、一般部門（高校生以上）ごとに

各、市長賞１点、理事長賞１点、未来のとよはしまちづくり委員会賞２点

３．賞品

市長賞：賞状、図書カード ５，０００円分

理事長賞：賞状、図書カード ４，０００円分

未来のとよはしまちづくり委員会賞：賞状、図書カード ３，０００円分

例会当日

１．ステージ

①オープニングセレモニー（１１：３０～１２：００）

【目的】

「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」発信のスタートとして、来場者に「ＧＲ・Ｅ・

Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」を説明すると共に、キーワードの一つである「繋がり」を

感じていただきます。

【内容】

オープニングアナウンス（１分）

理事長挨拶（３分）

「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ ＰＲＯＪＥＣＴ 始動」宣言（６分）

上空の熱気球より「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ ＰＲＯＪＥＣＴ 始動」と

書かれた懸垂幕を降ろすと同時に、来場者がバルーンをリリースしオープニン

グを宣言します。バルーンは２００個用意致します。

オープニング演奏（２０分）

豊橋ジュニア吹奏楽団と豊橋ウインドアンサンブルの皆様に「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・

Ｎ」の４つのキーワード（自然、環境、地域の経済、繋がり）に関係する曲を

演奏していただきながら、「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」の説明を行います。

②林正道先生の水中ロボット教室一回目（１２：００～１３：００）

二回目（１４：４５～１５：４５）

【目的】

とよはしの海を中心に生息しているが、普段見ることの無い海洋動物の生態を

楽しく学ぶことで、身近な海洋動物に興味をもっていただき、その生態系を守

ってゆく必要性を理解し、「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」のキーワードの一つ

である「自然」の大切さを認識していただきます。そして、美しい海を大切に

する行動を普段から心掛けていただきます。

【内容】

地元豊橋にある海洋楽研究所所長の林正道先生による地元の海に生息する海洋

動物をリアルに再現したロボットを使用し、実際に見ることの困難な水中での

動きを観察します。また、とよはしの海の環境や生態系をロボットの海洋生物

を使い分かり易く講演していただきます。



講師 林 正道先生 特設プール

・海洋生物ロボット

１．スナメリ

２．ホオジロザメ

３．シュモクザメ

４．イトマキエイ

５．アオウミガメ

【開催場所】

特設プール

特設プールを設置し、その周りに参加者が集まって講演を聞いていただきます。

③各ブースＰＲ（１３：１５～１３：４５）

【目的】

「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」を体感できる各ブースのＰＲを行うことで、「Ｇ

Ｒ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」の各キーワード（自然、環境、地域の経済、繋が

り）を認識していただきます。

【内容】

各エリア（ＧＲｅｅｎエリア、Ｅｃｏｌｏｇｙエリア、Ｅｃｏｎｏｍｙエリア、

Ｎｅｔｗｏｒｋエリア）毎に各ブースのＰＲを来場者に分かりやすく行うと共

に、地域の繋がりの大切さを表現します。各ブースの持ち時間は３分とします。

２．ブース出展（１１：３０～１７：００）

スタンプラリー

【目的】

特典付きスタンプラリーを達成することで、我々の発信したい「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・

Ｎ ＬＩＦＥ」の各キーワード（自然、環境、地域の経済、繋がり）を認識し

ていただきます。

【内容】

ネイチャーゲーム（ＧＲｅｅｎエリア）、自然工芸ブース（Ｅｃｏｌｏｇｙエリ

ア）、地元食材を使用した飲食ブース（Ｅｃｏｎｏｍｙエリア）、未来のとよは

し絵画コンクールへの投票（Ｎｅｔｗｏｒｋエリア）全てに参加した方を対象

に、ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ オリジナルタオルを本部受付にて２００個

配布致します。各ブースを体験すると、スタンプカードにスタンプを押させて



いただき、４つのスタンプが押されたカードを本部に持参した方にお渡ししま

す。また、スタンプラリーに参加されながら未達成であった方には、参加賞と

して花の種を先着５００名様に差し上げます。ただし、スタンプカードの配布

はお一人様一枚に限ります。

ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ ステッカー配布

【目的】

身近に残るステッカーを全ての参加者にお渡しすることで、後日ステッカーを

見るたびに、例会当日の体験やその時に感じた事を思い出していただき、「ＧＲ･

Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ」を継続して実践していただきます。

【内容】

５センチ角の中に直径３センチの円で抜き取れるステッカーに４つのキーワー

ドとメッセージを記載し、来場予定者３，０００名に配布致します。

ブースメッセージ

【目的】

各ブースの看板にそのブースが伝えたいメッセージを書くことで、参加者に分

かりやすくブースの意図を伝えます。

【内容】

各ブースの内容に沿ったメッセージを看板に記載します。

＜ＧＲｅｅｎエリア＞

①ネイチャーゲームブース（ツアー開始時間：１３：１５、１４：３０、１６：００）

【目的】

見る、聞く、触るなどの感覚を使って自然と触れ合い、自然に親しみ、自然へ

の理解を深めることによって、人と自然とのつながりを確かなものにし「ＧＲ・

Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」のキーワードの一つである「自然」の大切さを実感し

ていただきます。もっと身近な自然に目を向けて頂き、自然とふれあう楽しさ

を伝えます。

【内容】

豊橋公園にある自然を利用し、フィールドビンゴを楽しみます。一回のツアー

は約一時間、参加者を６０～７０名とします。三回ツアーを行い、最大で延べ

２００名参加可能です。

②熱気球体験コーナー（１２：１５～１７：００）

【目的】

自分達の住んでいるまちがいかに自然に恵まれているかを体感することで、「Ｇ

Ｒ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」のキーワードの一つである「自然」の大切さを実

感していただきます。そして、より多くの人に違った角度から見た自然多きと

よはしの素晴らしさを知っていただきます。

【内容】

６人乗りの大型熱気球による係留飛行の搭乗体験を行います。

③海洋楽研究所ブース

【目的】

様々な海洋生物ロボットに接することで、「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」のキ

ーワードの一つである「自然」に関心を持っていただきます。



【内容】

地元豊橋にある海洋楽研究所所長の林正道先生による海洋動物をリアルに再現

したロボットを展示します。

＜Ｅｃｏｌｏｇｙエリア＞

①自然工芸ブース

【目的】

木の廃材を使用して、コースターや木のおもちゃを作ることで、リサイクルの

重要性を理解していただき、「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」のキーワードの一

つである「環境」へ配慮する気持ちを高めていただき、物を大切にする生活を

送っていただきます。

【内容】

地元産の木の廃材を用いて、オリジナルコースターや木端細工を製作します。

【製作例】

②サイクルラリー

【目的】

環境に優しい乗り物である自転車を、美しい自然のなかで楽しみながら、いか

に環境に負荷の少ない乗り物であるかを体感していただき、「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ

ＬＩＦＥ」のキーワードの一つである「環境」へ配慮する気持ちを高めていた

だきます。そして、普段より積極的に自転車を利用していただきます。

【内容】

豊橋公園をスタート地点とし、自転車にて豊川沿いを河口へ向かい、港町公園

付近を折り返しに、吉田神社、吉田城を通る周回コース（約３ｋｍ）のコース

とします。折り返し地点、吉田神社、吉田城チェックポイントを設けます。使

用自転車に制限はなく、レンタルサイクルも用意します。また、折り返し地点

には給水ポイント並びに休憩所を設け、自然を感じながらリフレッシュする場

所を用意します。小学生以下の子供にはヘルメット着用を義務とし、道中はス

タッフにより安全走行を徹底します。完走後、同じ距離を自動車で移動した場



合、２リットルペットボトル約１９５本分の二酸化炭素低減になったことを自

動車二酸化炭素排出量説明ボードを用いてお知らせします。

【開催時間】

１１：３０～１７：００（受付終了は１６：３０）

所要時間 約２０分

③未来の企業考察委員会ブース

【目的】

うちエコ（企業が取り組んでいるエコ活動）を展示することによって来場者に、

自分達の会社でも出来る環境への取り組みを持ち帰っていただきます。

【内容】

企業が取り組んでいるエコ活動のパネル展示及び、その活動に対する評価を投票

にて行います。

＜Ｅｃｏｎｏｍｙエリア＞

商業高校生徒様用スタッフＴシャツの配布

【目的】

学生である商業高校生の皆様には、実習授業とはいえ社会人の立場で例会に参加

していただく必要があります。その為にスタッフＴシャツを着用していただき、

各々が責任と自覚を持って行動していただきます。

【内容】

ＪＣメンバーと同じスタッフＴシャツを着用して、例会運営に携わっていただき

ます。

①とよはしブランドマーケット

【目的】

地元豊橋を代表する物産品を販売することで、地元の産業を再認識すると共に、

「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」のキーワードの一つである「地域の経済」を意

識していただきます。そして、より多くの人に地域の特産品の良さを知っていた

だきます。

【内容】

地元豊橋で、特産品を製造、販売している企業、団体にブース出展していただき、

各々のとよはしブランド商品を販売していただきます。

【出展予定】

エキスパートジャパン株式会社（うずらの燻製）

株式会社 ミマス（トマテル、メロンハート）

株式会社 リーフ（低価格小型胡蝶蘭）

②グリーンマーケット

【目的】

地産池消を促すことで、「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」のキーワードの一つであ

る「地域の経済」を活用した生活を意識していただきます。そして、地元で取れ

たものを消費する生活を実践していただきます。

【内容】

ＪＡ豊橋様の協力で地元特産品を販売します。また、地元の学生さんに職業体験

として販売の経験、地元食の理解、思い出作り等を含めて、豊橋ブランドの農作



物等の販売をしていただきます。

【参加団体】

・ＪＡ豊橋

・豊橋商業高等学校

③地元食材を使用した飲食ブース（１１：３０～１７：００）

【目的】

豊橋の食材を使った飲食物を提供する事により、「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」

のキーワードの一つである「地域の経済」を活用した生活を意識していただきま

す。そして、地元で取れたものを消費する生活を実践していただきます。

【内容】

豊橋の特産品である、野菜・果物などを使った料理を地元の飲食店の方達に協力

いただいて調理、販売致します。

【出店予定】

・ とんかつの武蔵グループ（串かつ）

・ 一期家一笑（初恋レモンコロッケ）

・ 豊橋調理師専門学校（２ブース）

・ 鳥善（焼き鳥）

④とよはしまちなかスロータウン映画祭ブース（１１：３０～１７：００）

【目的】

とよはしのまちなか活性化を目的とした同映画祭をＰＲすることで、「ＧＲ・Ｅ・

Ｅ・Ｎ ＬＩＦＥ」のキーワードの一つである「地域の経済」を活用した生活を

意識していただきます。

【内容】

同映画祭のＰＲ及びチケット販売

＜Ｎｅｔｗｏｒｋエリア＞

①未来のとよはし絵画コンクール作品展示及び休憩スペース

【目的】

絵画コンクールに出展していただいた作品を展示する事で、子供達をはじめとす

る市民がどの様な未来のとよはしを想像しているかを来場者に認識していただき

ます。また、家族で出展作品を見ながら休息を取ることで、家族の絆を深めます。

【内容】

組足場で組んだ展示コーナーに応募作品をパネル展示します。テーブルセットを

配置し、飲食を取りながら休憩できるスペースを設けます。

行動（ACTION TAKEN）

事前準備

未来のとよはし絵画コンクール募集

各小中学校へは、市の学校教育課を通して募集要項を配布しましたが、夏休みは数

多くの絵画コンクールが実施されており、新しい企画の絵画コンクールへの参加は

なかなか難しいと市の担当者から言われました、そこで市中心部の小中学校を個別

に訪問し、お願いして参りました。その様な中で、絵画教室を紹介して下さる先生

もいらっしゃり、結果的に小学生部門２５１点、中学生部門１６点、高校生、一般

部門１２点、計２７９点の応募をいただきました。



各部門入賞者は下記の通り。

小学生部門（有効投票数３４４票）

市長賞 ：山本款之君（石巻小学校５年）：１７票

理事長賞：山本晟也君（石巻小学校１年）：１６票

委員会賞：鈴木陽覚君（汐田小学校３年）：１１票

朝倉幹就君（吉田方小学校６年）：１１票

中学生部門（有効投票数３１６票）

市長賞 ：堀田理花子さん（羽田中学校１年）：４７票

理事長賞：田中美妃さん（五並中学校１年）：４１票

委員会賞：西川聖夜君（二川中学校１年）：３２票

鈴木佑弥君（羽田中学校１年）：３２票

高校生・一般部門（有効投票数３１６票）

市長賞 ：夏目実歩様（豊橋市雲谷町）：８０票

理事長賞：今井由美子様（豊橋市羽根井町）：５７票

委員会賞：荒田笑美様（豊橋市花中町）：５５票

山本志津絵様（豊橋市向山東町）：４７票

例会当日

１．ステージ

①オープニングセレモニー

当日は強風の為熱気球が上げられず、司会の渡辺さん（ＦＮ豊橋パーソナリティ

ー）の合図で演奏スタートと同時にバルーンリリースを行いました。バルーンリ

リースは子供を中心に行われ、合図と共に一斉に行うことによって会場の一体感

が得られ、参加者に「繋がり」を感じていただきました。

②林正道先生の水中ロボット教室

林先生の楽しく分かり易い説明と共に動く水中ロボットの実演により、大人から

子供まで楽しく地元に生息する海洋動物の生態を学ぶことができました。

③各ブースＰＲ

司会の渡辺さんが、各ブースを廻って担当者へのインタビュー形式でＰＲを行う

ことで、より分かり易く各ブースのＰＲが行えました。

２．ブース出展

スタンプラリー

８００名程の方がスタンプラリーに参加されました。参加された方々は、積極的

に各ブースを廻っていただけた為、ブースを体験していただく為の手法としては、

改めてスタンプラリーは有効であると感じました。４つの該当ブース全てを廻ら

れ、「ＧＲ・Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ オリジナルタオル」をお渡しした方が１４８名

いらっしゃいました。

ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ ステッカー配布

例会当日、本部受付や各ブースにて配布し、広く「ＧＲ・Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ」

を発信しました。「ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ」を発信する手法として、スタンプ

ラリーを始めとする各ブースでの体験やブースメッセージ、司会の渡辺さんや各



ブース担当者からのアナウンスに加えて、参加者全員を対象に「ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ

ＬＩＦＥ ステッカー」を配布することで、本例会の主旨を形に残るもので発信

すること出来ました。

＜ＧＲｅｅｎエリア＞

① ネイチャーゲーム

三回のツアーで、計１８０名程度の方にご参加いただきました。身近にある公園

の中にこのような自然があることを、参加者に再認識していただけたと思います。

② 熱気球体験コーナー

当日午前中はコンディションがよかったのですが、１１時頃から風が出始め、結

局熱気球を上げることはできませんでした。自然に左右される乗り物とはいえ、

楽しみに来ていただいた参加者には大変申し訳なく感じております。

③ 海洋楽研究所ブース

水中ロボット教室の間の時間帯も、林先生の周りは多くの来場者が集まり、先生

の楽しい説明を聞きながら、終日賑わいを見せておりました。先生との会話から

も来場者には海洋動物の素晴らしさと、彼らを守るために自然を大切にする気持

ちの大切さを伝えることが出来たと考えます。

＜Ｅｃｏｌｏｇｙエリア＞

① 自然工芸ブース

当初端材は余裕をもって１０００セット以上用意しましたが、予想以上の参加者

にほぼ使い切るほど盛況でした。また、あらかじめ見本を用意しておいたので、

それに似せて製作する方が多いと予想しておりましたが、子供達は、思い思いの

オリジナルクラフトを作成しており、改めて子供たちの創造力の豊かさを教えら

れました。

② サイクルラリー

約１２０名と予想以上に多くの方が参加され、市民の方の自転車への関心の高さ

が伺えました。家族で楽しく参加される様子から、レジャーとしても移動手段と

しても自転車はこれから更に注目されるツールになると感じました。

③ 未来の企業考察委員会ブース

普段知る機会の少ない地元の企業が取り組んでいるエコ活動を来場者に発信する

ことで、身近なことからできるエコ活動を持ち帰り、実践していただく一助とな

りました。

＜Ｅｃｏｎｏｍｙエリア＞

① とよはしブランドマーケット

まだまだ知られていない地元の特産品を市民の皆様に知っていただく一助となっ

たかと思います。

② グリーンマーケット

当初は返品することも想定して多めに品物を用意しましたが、実習授業として参

加していただいた商業高校の生徒さんが、積極的に販売してくれたことで完売致

しました。特に当日は猛暑であった為、冷やしてその場で食べることが出来る様

にした野菜が好評でした。購入者には地元の特産品である豊橋の農作物の良さを

改めて実感していただいたと思います。

③ 地元食材を使用した飲食ブース



一部のデザート以外は、用意した品を完売しました。当日の豊橋公園では、多く

のスポーツイベントが開催されており、その参加者が多く来場され購入されまし

た。また、商業高校の生徒さんが積極的に販売に協力してくれたことも大きかっ

たと思います。食材に地元の物を使用していることを販売員となった生徒の皆さ

んには積極的にＰＲしていただき、地産地消の促進に繋がったと考えます。

④ とよはしまちなかスロータウン映画祭ブース

来場者が比較的若い世代が多かった為、新しいファン層の獲得から、まちなか活

性化の一助となったかと思います。

⑤ ＬＯＶＥ ＰＯＲＴ ＴＯＷＮ ブース

より多くの方へ、「地域の経済」発展の重要な要素である豊橋港の魅力を発信する

同事業のお手伝いが出来たかと思います。

＜Ｎｅｔｗｏｒｋエリア＞

① 未来のとよはし絵画コンクール作品展示及び休憩スペース

絵画コンクールのパネル展示は多くの来場者にご覧いただけ、子供達をはじめと

する市民の皆様が思い描く「未来のとよはし」を知っていただく事が出来ました。

絵の内容としては、自然と共生する町の姿を描いた物が多く、昨今のトレンドを

反映していると感じました。また、休憩スペースでは多くのご家族が思い思いの

時間を過ごされ、家族の絆を深める一助となったかと思います。

結果（RESULTS）

当日はスタンプラリーを始め、各ブースを楽しみながら体感していただくことで、

「ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ」の発信を行いました。コンディションの関係で熱気球を

上げることはできませんでしたが、ＧＲｅｅｎエリアやＥｃｏｌｏｇｙエリアの参加

体験型ブースでは、多くのご家族が楽しく参加されており、Ｅｃｏｎｏｍｙエリアの

各物販ブースも商業高校の生徒さんの協力もあり、大変盛況に運営することができま

した。また、Ｎｅｔｗｏｒｋエリアの未来のとよはし絵画コンクールにおいては、多

くの作品の応募を頂き、子供たちを始めとする市民の皆様がどのような「未来のとよ

はし」を思い描いているかを知ることができました。事業を通して、我々の伝えたか

った「ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ」を参加された皆様にお伝えする事が出来たのではな

いかと考えます。

地域社会への貢献度

参加者には、本事業を通してとよはしの恵みを体感していただき「ＧＲ・Ｅ・Ｅ・

Ｎ ＬＩＦＥ」を各々の生活の中で実践していただくと共に、身近に出来る自らの行

動がまちづくりに繋がる事を認識していただき、自主的にまちづくりに参加する人を

増やす一助となりました。

事業総予算・収支
事業総予算：￥2,400,000

決算 ：￥2,336,880

計画

実施日 曜日 全体スケジュール・内容

5/6 木 第１４回委員会 会議

5/13 木 第１５回委員会 会議

5/20 木 第１６回委員会 会議

5/26 水 議案上程表提出

5/27 木 第１７回委員会 会議

5/29 土 第１８回委員会 会議



6/2 水 第１１回正副スタッフ会議 事業計画書 協議

6/10 木 第１９回委員会 会議

6/15 火 第１２回正副スタッフ会議 事業計画書 協議

6/17 木 第２０回委員会 会議

6/22 火 第７回理事会 事業計画書 協議

6/24 木 第２１回委員会 会議

7/1 木 第２２回委員会 会議

7/6 火 第１３回正副スタッフ会議 事業計画書 協議

7/8 木 第２３回委員会 会議

7/12 月 事業ホームページ設置依頼

7/13 火 第１４回正副スタッフ会議 事業計画書 協議

7/14 水 事業ホームページ作成開始

7/15 木 第２４回委員会 会議

7/22 木 第２５回委員会 会議

7/23 金 事業ホームページ作成完了

7/27 火 第８回理事会 事業計画書 協議・審議

7/28 水

事業ホームページ公開開始、後援依頼開始、ＰＲチラシ校正

依頼、看板発注

7/29 木 第２６回委員会 会議

8/2 月 未来のとよはし絵画コンクール募集開始

8/5 木 第２７回委員会 会議

8/16 月 ＰＲチラシ完成、配布開始

8/12 木 第２８回委員会 会議

8/19 木 第２９回委員会 会議

8/25 水 はなまる記事掲載

8/26 木 第３０回委員会 会議

8/27 金 校長役員会

8/29 日 とよはしネイチャーゲームの会と現地打ち合わせ

8/30 月 豊橋ケイブルネットワークティーズ収録

9/13 月 保健所書類提出

9/2 木 第３１回委員会 会議

9/3 金 プレスリリース

9/4 土 講師打ち合わせ

9/9 木 第３２回委員会 会議

9/17 金 未来のとよはし絵画コンクール募集締め切り（小中学生）

9/16 木 第３３回委員会 会議 備品最終確認

9/17 金 未来のとよはし絵画コンクール募集締め切り（高校生・一般）

9/18 土 ＦＭ豊橋出演

9/18 土 事前準備

9/19 日 事業実施

調査



分析

・後日ですが、参加者から自然工芸ブースで使用した廃材の余りをいただきたいとの

連絡がありお渡ししました。その際、おっしゃっていたのが、最近の小学校ではゆ

とり教育の影響で授業時間が少なくなり、この様な体験をする機会がほとんど無い

とおっしゃっていました。体験することの少なくなりつつあるこのような企画は、

楽しみながら環境へ配慮する気持ちを持っていただくには有効であると考えます。

・例会後に絵画コンクールの出展作品を返却した際、「ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ ス

テッカー」を鞄に貼った子供たちを見かけました。「ＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ ス

テッカー」を見る度に、例会当日の記憶が思い出され、「ＧＲ・Ｅ･Ｅ･Ｎ ＬＩＦＥ」

を実践する一助となったと考えます。

評価

・ネイチャーゲームツアーを手伝っていただいたネイチャーゲーム協会の方からは、

「ＪＣさんの事業は、学校の依頼で行う場合に比べて自由度が大きく、我々として

も伝えたいことが伝えやすかったです」とおっしゃっていただきました。

・実習事業としてご参加いただいた商業高校の引率された先生からは、非常に多くの参加

希望者があり、今後も同様の事業を開催される際はぜひ協力したいとのお言葉を頂きま

した。

・飲食ブースにご出店いただいた飲食店の方からは、当初集客の面で不安はあったが、結

果としてほぼ完売できたことへの感謝と、次年度以降の協力の申し出を頂きました。

考察や推奨

今回事業にて提案したＧＲ･Ｅ･Ｅ･Ｎ（ＧＲｅｅｎ、Ｅｃｏｌｏｇｙ、Ｅｃｏｎｏｍｙ、

Ｎｅｔｗｏｒｋ）の４つのキーワードは、これからのまちづくりに必要不可欠な要素

であり、ＬＯＭの活動方針にも一定の影響を与えることが出来たと考えます。

その他

ＪＣの対外事業は、明るい豊かな社会を築くための発信実践の場です。今回の事業では「奉

仕」の精神で事業を行い、この過程で「修練」と「友情」を得ることが出来ました。参加

された市民の皆様のみでなく、設営した青年会議所メンバーにとっても得るものの大きい

事業を行えたと考えます。


