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CARE+ACTIVE Strengthening Program 

目的  Purpose 

目的： 
1.2016 年から 2018 年までの 3 年間の戦略計画の継続 
今年は、経験豊富なメンバーから ACTIVE CITIZEN の精神を受け継
ぎ、香港コミュニティに積極的に参加するように、2017 テーマ
「Pass the Torch and Light Up Hong Kong」と 2018 Theme
「Love Love」を完全に展示します。 2016 年の驚異的な成果を拡大
するために、我々は革新的で不可欠な 6 つの「ACTIVE ステップ」に
従って、「CARE + ACTIVE Strengthening Program」を実践してい
ます。 2016 年の計画と戦略の進捗状況を踏まえ、メンバーと Apex
の関係に重点を置くだけでなく、彼らの発展にも注力しています - 自
分を強化し、ACTIONS に参加してすべてをアクティブな市民にする 
 
参加： 
2.ACTIVE 手順システム - CARE プログラムの 2 年計画： 
ACTIVE は、アナリシス/コミュニケート/テイラーメイク/実装/評価/
エクスプレストを表します。 
 
#ACTIVE ステップ - システム化された 6 ステッププログラム 
- 第 1 ステップ：メンバーの潜在能力と才能を客観的に分析する。 
- 第二段階：より良い理解と維持の関係のために、それぞれのメンバ
ーと彼/彼女の目標、必要性および懸念についてコミュニケートする。 
- 第 3 段階：以前の客観的分析と深いコミュニケーションを組み合わ
せたいと思うものを達成するための実践的な計画を立てる。 
- 第 4 ステップ：私たちのビタミン ABC によってサポートされている
彼/彼女と一緒にオーダーメイドの計画を実装します。 
- 第 5 段階：各目標の達成後に達成度を評価し、計画どおりに最高の
結果を達成するための適切な調整を行う。 
- 第六段階：会員が望む他の側面にさらに探求する。 
 
3.会員のためのシステムの継続と結合関係と参加 
効果的かつ効率的に作業するには、常にマルチコンポーネントが望ま
しい。 CARE + ACTIVE 強化プログラムのコンビネーション効果以外
に、我々は以下の協力関係のある委員会/プログラム/プラットフォー
ムを持っています。 
- 会員増強委員会/上級委員/トレーニング開発/資産成長/長期開発 
- 会員月間ミッション 
- 会員月間ニュースレター 
- Apex Stars プログラム 
- 4 インタレストグループ 
- メンバー - メンバーシップスキーム 
- トーチ合格メンターシッププログラム 
- 見込みのあるメンバーE ラーニングプラットフォーム 
- 持続可能な品質のプロジェクト 
 
メンバーの関係と参加を強化することにより、良質で質の高い会員を
増やし、維持するという 2 年目の明確な目標を設定しました。 2017 
CARE + ACTIVE Strengthening Program に従って、以下の目標を
設定します。 
 
メンバーの数（募集と保持） 
中規模の地方の章に自分自身を高めるためには、メンバーシップの回
転率をバランスさせること（約 45％から 83 に増加）。目標は非常に
難しいようですが、人材とチャプター開発の持続可能性について最も
重要な問題を考えることができます。これは、「赤ちゃんの配達は難
しいことではないが、赤ちゃんを持ち上げて自分の成長のためのより
良い状態を提供する方法」のような、レクリエーションは募集よりも
難しいということを誰もが理解している革新的な行動である！これは
実際に計画し、実行する上で最も重要で困難な問題ですが、我々はコ
ミットしました。 
 
メンバーの品質（アクティベーション＆トレーニング） 
- 90％以上のメンバーの活性化率を達成する 
- 経験豊かなメンバーに、新メンバーやプロジェクトの指導やアドバ
イスを促す 
- 積極的な考え方とコミュニティへの対応態勢で会員を養成する 
- さまざまなスキルと知識を強化するための継続的なトレーニング 

 Objective:  
1.Continuity of 3-Year Strategic Plan from 2016 to 2018  
In this year, we fully exhibit our 2017 Theme “Pass The Torch 
and Light Up Hong Kong” and 2018 Theme “Embrace Love”, 
through encouraging members to inherit the ACTIVE CITIZEN 
spirit from experienced members and actively participate in 
Hong Kong COMMUNITY. To extend the remarkable results of 
2016, we practice our “CARE+ACTIVE Strengthening Program” 
in accordance with innovative and essential six “ACTIVE Steps”. 
Taking progress of 2016 year plan and strategies, we not only 
emphasis on relationship between members and Apex, but also 
focus on their developments - Strengthening themselves and 
bring into ACTIONS to make ALL of them to be a ACTIVE 
CITIZEN. 
 
Participation:  
2.ACTIVE Steps System - the 2nd year plan of CARE Program:  
ACTIVE represents ANALYZE / COMMUNICATE / TAILOR-MAKE / 
IMPLEMENT / VALUATE / EXPLORE. 
 
#ACTIVE Steps – Systemized 6-Step Program  
- 1st Step: ANALYZE the potential and talent of each of our 
members objectively;  
- 2nd Step: COMMUNICATE with each member on his/her 
target, need and concern for better understanding and upkeep 
relationship;  
- 3rd Step: TAILOR-MAKE his/her practical plan to achieve what 
he/she want combining our previous objective analysis and in-
depth communication;  
- 4th Step: IMPLEMENT the tailor-made plan with him/her 
supported by our Vitamins ABC;  
- 5th Step: VALUATE his achievement after each milestone and 
make suitable adjustment to achieve the best result as we 
planned;  
- 6th Step: EXPLORE further to other aspects that the members 
want. 
 
3.Continuing and Combining Systems for Members Relationship 
and Participation  
A multi-component is always desirable to work effectively and 
efficiently. Other than the combination effect of CARE+ACTIVE 
Strengthening Program, we have also the following allied 
committees / programs / platforms to work with: 
- Committees of Membership Affairs / Senior Members / Training 
and Development / Asset Growth / Long Range Development  
- Membership Monthly Missions  
- Membership Monthly Newsletter  
- Apex Stars Program  
- 4 Interest Groups  
- Member-Get-Member Scheme  
- Torch Passing Mentorship Program  
- Prospective members E-learning Platform  
- Sustainable quality projects 
 
We set our 2nd year clear goal for all to grow and maintain 
members with good quality and quantity through strengthening 
members relationship and participation. We follow 2017 
CARE+ACTIVE Strengthening Program and set the below 
targets: 
 
Quantity of members (Recruitment & Retention)  
To enhance ourselves into a mid-sized local chapter, that is to 
make balance the turnover rate of membership (increase around 
45% number to 83). The target seems very challenging, but it 
allows us to think the most important issue about sustainability 
of manpower and Chapter Development. This is a revolutionary 
action as everybody understands that RETENTION is more 
difficult than RECRUITMENT, like the idea about “to delivery 
baby is not a difficult thing but how to bring the baby up and 
provide better conditions for his or her growth is more difficult”! 
This is really the most important and difficult issue to plan and 
implement but we committed. 
 



Quality of members (Activation & Training)  
- To achieve over 90% members' activation rate  
- To motivate experienced members to take lead or advice for 
new members and projects  
- Train up members with positive mindset and attitude of 
serving the community  
- Continuous Training to enhance different skills and knowledge 

開始日※日付で記載  Start date 

  January 01, 2017 

終了日※日付で記載  End date 

  December 30, 2018 

事業対象者  Target 

JCI Apex のメンバー  JCI Apex's members 
SDGs の該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

  Partnerships for the Goals 

発展段階 
Active Citizen Framework「展開」の項目での３項目の発展段階から
選択 ①健康な身体と精神 ②教育と経済力強化 ③平和・繁栄・持続
可能性 

 Development stage 
“Health and Wellness”・“Education and Economic 
Empowerment”・“Peace, Prosperity, and Sustainability”から選択 

  Education and Economic Empowerment 

概要  Overview 

概要： 
私たちは、積極的な市民になるために全力を尽くし、ポジティブな変
化を作り、コミュニティに衝撃を与えるメンバー間の強い結びつきを
成功裏に構築しました。私たちの 3 年戦略計画の進捗状況は、メンバ
ーの関係と参加を強化することに重点を置いた第 2 段階であり、最終
的に ACTIVE CITIZEN に導いています。私たちは、持続可能性の課題
に焦点を当て、今後もメンバーや章に継続的な開発を提供することを
目指しています。 
- 私たちが持っているメンバー 
- 使用するプラットフォーム 
- 私たちが広がったエネルギー 
- 私たちが作った兄弟 
- 私たちが共有している幸福 
- 私たちが残すフットプリント 
- 私たちが構築する未来 
- 私たちが開発した章 
 
私たちは、ACTIVE Steps System を立ち上げました。これは、2016
年以前の CARE +ビタミン ABC プログラムだけでなく、ACTIVE コン
セプト（アナライズ、コミュニケーション、テイラーメイク、実装、
評価、エクスポレ - 私たちは、CARE +ビタミン ABC プログラム＆
ケア+アクティブ強化プログラムの継続的な計画がメンバーとチャプ
ターの発展に有益であると信じています。 
 
積極的な措置は持続可能であり、すべての積極的な変更を可能にし、
会員関係を強化し、参加を促進するのに役立つ実用的なものにする。 
 
ケア+アクティブの理由強化プログラム： 
ステップ 1 - 分析 
各メンバーの潜在能力と才能を分析することで、メンバーは自信と確
信を築き上げることができ、したがって行動に変わります。 
ステップ 2 - コミュニケーション 
効果的なコミュニケーションは、ハーモニックで敬意を表す兄弟関係
を作り出すために、各メンバーの目標、ニーズ、懸念が理解されるよ
うにします。 
ステップ 3 - テイラーメイク 
テイラーメイキングの実践的な計画は、メンバーに重要性を感じさ
せ、その章との関係を強化し、参加率を促進するだろう。 
ステップ 4 - インプリメンテーション 
私たちのビタミンをサポートするオーダーメイドのプランを実施して
ください。ABC は、積極的な市民権を達成し、コミュニティに影響を
与える自信をメンバーに提供します。 
ステップ 5 - VALUATE 
メンバーの業績を評価することで、適切な調整を行い、最良の結果を
達成することができます。 
ステップ 6 - EXPLORE 
メンバーは、スキルをさらに発展させ、参加を促すためにさまざまな
機会を探ることができます。 
 
結果： 
影響を及ぼすもの - D.R.E.A.M および CARE プログラムと合併した化
学元素。これは、高い記録結果、 
 
採用： 
フルメンバーの純成長率 45.61％ 
- 83 人の正会員、1994 年の設立以来最高記録 
- 8 月の募集数：36 PM 
- 1 人の PMO が開催され、約 60 人の出席者と 50％以上のコンバージ
ョン率 
- JCIHK Networker を 6 名獲得（21 のうち第 1 章） 

 Overview:  
We have successfully built a strong bonding between members, 
who devote to become ACTIVE CITIZEN and create POSITIVE 
CHANGE and IMPACT the community. Making progress of our 3-
year strategy plan, 2017 is our 2nd phase to emphasis on 
strengthening members relationship and participation and finally 
lead them to be ACTIVE CITIZEN. We focus on sustainability 
challenge and aim to provide continuing development both to 
members and the Chapter beyond year ahead.  
- The MEMBER we have  
- The PLATFORM we use  
- The ENERGY we spread  
- The BROTHERHOOD we build  
- The HAPPINESS we share  
- The FOOTPRINT we leave  
- The FUTURE we build  
- The CHAPTER we develop 
 
We launched ACTIVE Steps System which is an integrated and 
systematic program not only included previous 2016 
CARE+Vitamins ABC Program but also have our ACTIVE concept 
as well (ANALYZE, COMMUNICATE, TAILOR-MAKE, IMPLEMENT, 
VALUATE and EXPLORE). We believe that our consecutive year 
plan of CARE+Vitamins ABC Program & CARE+ACTIVE 
Strengthening Program, that could benefit to members and 
Chapter’s development. 
 
ACTIVE steps are sustainable and make all positive change 
possible and practical that helps strengthen members 
relationship as well as promote participation. 
 
Reasons for CARE+ACTIVE Strengthening Program:  
Step 1 – ANALYZE  
Analyzing the potential and talents of each member ensure 
members receive all rounded development, which can build 
confidence and belief, and thus turn into ACTIONS.  
Step 2 – COMMUNICATE  
Effective communication ensures each member’s targets, needs 
and concerns are understood to create a harmonic and 
respectful brotherhood.  
Step 3 – TAILOR-MAKE  
TAILOR-MAKING practical plan for members would let members 
feel their importance, hence strengthen their relationships with 
the chapter and promote the participation rate.  
Step 4 – IMPLEMENT  
Implement the tailor-made plan with support of our Vitamins 
ABC gives members the confidence to achieve active citizenship 
and impact the community.  
Step 5 – VALUATE  
Valuate a member’s achievement allows the chapter to make 
suitable adjustments and achieve the best results.  
Step 6 – EXPLORE  
Members may explore different opportunities to further develop 
their skills and encourage participation.  
   
Results:  
UNITE TO IMPACT – Chemical elements merged with D.R.E.A.M 
and CARE Programs, these break our HIGH RECORD RESULTS, 
that are: 
 



- JCIHK Networker 受賞（中級編） 
 
保持 
APEX での成果 
- 維持率 80％に近づく 
- 上級メンバーの 100％の維持率 
- APEX のプロジェクトに 91.2％のメンバーが参加 
- 100％のメンバーが会員増強月間ミッションに参加 
- BA、CD、国連プロジェクトの出席率が高い（100 以上） 
- 4 つの利益団体の中で Food Paradise Group で 100 人を超える著し
いメンバー数 
 
JCIHK での成果 
- JCIHK で 12 名の非理事が就任 
- 過去 30％以上の社長が JCIHK プロジェクトに貢献 
- 116％効率指標（21 章のうち 3 番目） 
- すべての JCIHK プロジェクトの参加率 100％に近づく 
- JCIHK の就任式、チェンジメーカーフォーラム、COC スポーツデ
ー、第 27 回 5 スタートレーニングキャンプでの参加者数が最も多い 
- JCI ASPAC 2017 に 14 名が参加（21 のうち第 3 章） 
- JCIHK Public Speaking を共催し、オープンクラスで初優勝を果た
しました 
 
行った活動： 
私たちは 2017 年の JCI アクティブ・シチズン・フレームワークと
UNSDG 目標を徹底的に反映し、2017 年には何ヶ月も一貫して行動を
続ける予定です。 
- 可能性を分析する 
- 実践的な計画を立てる 
- EXECUTE テーラーメイドプラン 
- 効果と適合性のレビュー 
 
私たちは 3 年間の長期目標を掲げ、メンバーを協力して協力し、より
強固なつながりを構築し、コミュニティで多くの活発な市民プロジェ
クトを推進し、グローバルイニシアチブを支援し、持続可能な解決策
を創出することによって、 
 
アクション - 分析/開発/実行/レビュー 
1）2016 CARE +ビタミン ABC の継続性。さらに 2017 CARE + 
ACTIVE Strengthening Program にも拡張されています。私たちは、
会員が今年信念を築いて行動に変えるのを助けるために、既存の活動
を強化するための ACTIVE ステップを設計します。 
 
関与 
すべてのメンバーは、上級メンバーと予定メンバーを含め、参加資格
があります。 
1.APEX スターズプログラム 
挑戦の大部分は、APEX とメンバーに真新しく、基本的で相互に有益
です。 
- プロジェクト・チェアマンなどの管理シリーズ 
- APEX の様々な APEX の BA、IA、LD、CD、会員イベントに参加す
るなど、シリーズを活性化させる 
- 会員になる友達を紹介するなど、会員獲得シリーズ 
- JCIHK は、JCIHK やその他の LOM のイベントに参加するなど、シ
リーズを活性化させる 
2016 年 12 月 MFG、導入とプロモーション（キックオフ） 
（レポート＆プロモーション）会員月間ニュースレターで隔月発表 
 
2.メンバーシップ月間ミッション 
ミッションは、すべてのメンバーが自分の快適ゾーンから抜け出し、
慣れていない人と一緒に探検するよう勧めます。このプログラムは、
私たちのメンバーが地域社会のさまざまな人々と会い、彼らにアクテ
ィブな市民になるように指示します 
 
3.接合効果のための委員会との調整 
- 会員増強委員会 
フェローシップ集会を組織するための会員増強を支援する。メンバー
とチャプターの利益を釣り合わせるのに役立ちます。 
- トーチ合格メンターシッププログラム 
若い経験豊かなメンバーを奮い立たせ、グリーンとシニアの両方のメ
ンバーに相互の努力の機会を与える。 
- 4 グループによるケアのねじ 
メンバーシップオフィサー以外のメンバーとの密接なつながりを保
つ。 
- 同窓会 
シニアメンバーが関与を続け、JC の精神を広め、人生を楽しむことを
奨励する。 
- トレーニング開発委員会 
トレーナーにトレーナーの機会を与え、メンバーと章に長距離開発を
提供する 
 
4.ネットワークの拡張 - E マーケティング 
JCI Apex をウェブサイト、フェイスブックのファンページ、チャプタ
ープロモーションビデオ、youtube チャンネル、weibo、pinterest、

Recruitment:  
- 45.61% net growth on full members  
- 83 full members, record high since establishment in 1994  
- Recruited 36 PMs as of August  
- 1 PMOs held, with almost 60 attendance and over 50% 
conversion rate  
- 6 members won JCIHK Networker (1st among 21 chapters)  
- Winner of JCIHK Networker (Medium-sized chapters) 
 
Retention  
Achievements in APEX  
- Approaching 80% retention rate  
- 100% retention rate for senior members  
- 91.2% members participated in APEX’s Projects  
- 100% members joined Membership Monthly Missions  
- BA, CD and UN projects had the high rate of attendance (Over 
100)  
- Remarkably number of members, over 100 in Food Paradise 
Group, among 4 interest groups 
 
Achievements in JCIHK  
- 12 non-board members are titled in JCIHK  
- Over 30% Past Presidents contributed in JCIHK projects  
- 116% Efficiency Index (3rd among 21 chapters)  
- Approaching 100% participation rate for all JCIHK projects  
- The highest number of attendance in JCIHK’s Inaugural 
Ceremony, Change Maker Forum, COC Sport Day and 27th 5-
Star Training Camps  
- 14 members participated in JCI ASPAC 2017 (3rd among 21 
chapters)  
- Co-host JCIHK Public Speaking, our Member won the first 
runner-up in open class  
   
Actions Taken:  
We planned of action thoroughly echo 2017 JCI Active Citizen 
Framework and UNSDG Goals, remain consistent throughout 
months in 2017.  
- ANALYZE potential  
- Develop practical plan  
- EXECUTE tailor-made plan  
- REVIEW of effectiveness and suitability 
 
We have invested our 3-year long-term goals, collaborate 
members together, to build a stronger connection, increase our 
impact by motivating and conducting a lot of active citizen 
projects in the community while support global initiatives and 
create sustainable solutions. 
 
ACTION – Analyze / Develop / Execute / Review  
1) Continuity of 2016 CARE+Vitamins ABC and further extend to 
2017 CARE+ACTIVE Strengthening Program. We design ACTIVE 
Steps to enhance existing activities to help members build on 
their belief and transform into actions this year. 
 
Involvement  
All members are eligible to participate, including senior and 
prospective members.  
1.APEX Stars Program  
Most of challenges are brand new, fundamental & mutually 
beneficial to APEX and our MEMBERS:  
- Administration Series, such as being project Chairman  
- APEX’s Activates Series such as participating in various APEX’s 
BA, IA, LD, CD and membership events  
- Members-Get-Members Series such as referring friends who 
become members  
- JCIHK’s Activates Series such as participating in JCIHK’s and 
other LOM’s events  
(Kick Off) in Dec 2016 MFG, introduction and promotion  
(Report & Promotion) Bi-monthly announcement in Membership 
Monthly Newsletter 
 
2.Membership Monthly Missions  
The Missions encourage ALL members to walk out from their 
comfort zone and explore with guys they are unfamiliar with. 
The Program is to arrange our members to MEET and CONNECT 
with different groups of people in our community to lead them 
to be ACTIVE CITIZENS 
 
3.Working Align with Committees for Bonding Effects  
- Membership Affairs Committee  
Assist Membership to organize fellowship gatherings. Help to 
balance the benefits to members and the Chapter.  
- Torch Passing Mentorship Program  
To stir up young and experienced members, giving opportunities 
to both green and senior members for mutual endeavor.  



   

① 戦略計画 
 

Strategic Plan 
このプログラムの主な目的を記述してください。 

 
What were the main objectives of the program? ※200 単語
まで 

昨年の CARE +ビタミン ABC プログラムでは、メンバー間の関係を強
化し、メンバーが正の変化を強い意志で受け入れる力を与えるための
栄養素を提供しています。昨年度の取り組みの成果を高めるため、3
年計画の 2 年目の計画は、ケア+アクティブ・プログラムの強化で
す。メンバーと APEX との関係をより深く掘り下げて、以前に
ACTIONS に吸収された強力な信念と豊かな栄養素を体系化された手
順で変換し、彼らを本当にアクティブな市民にするよう動機付けま
す。 
 
私たちの体系化された活動的なステップは持続可能であり、すべての
肯定的な変化を可能にし、 
第 1 ステップ：各メンバーの潜在能力と才能を客観的に分析する。 
第 2 ステップ：より良い理解と維持の関係のために、それぞれのメン
バーと彼/彼女の目標、必要性および懸念についてコミュニケートす
る。 
第 3 段階：前回の客観的分析と深いコミュニケーションを組み合わせ
たいと思うものを達成するための実践的な計画を立てる。 
第 4 ステップ：私たちのビタミン ABC によってサポートされている彼
/彼女と一緒にオーダーメイドの計画を実装します。 
第 5 ステップ：各マイルストーン後に彼の業績を評価し、私たちが計
画した最高の成果を達成するための適切な調整を行います。 
第 6 ステップ：メンバーが望む他の側面をさらに探そう。 

 
Under our last-year CARE+Vitamins ABC Program, we 
strengthen our relationship between members, and we are 
providing nutrients to empower our members to embrace with 
strong belief in making positive change. To enhance our 
achievement of our last year’s effort, the 2nd year plan of our 3-
year plan is CARE+ACTIVE Strengthening Program. We dig 
deeper into the relationship between each member and APEX to 
motivate members to convert their strong belief and rich 
nutrients previously absorbed into ACTIONS by systemized steps 
and make them a really ACTIVE citizen. 
 
Our systemized ACTIVE steps are sustainable and make all 
positive change possible and practical:  
1st Step: ANALYZE the potential and talent of each of our 
members objectively;  
2nd Step: COMMUNICATE with each member on his/her target, 
need and concern for better understanding and upkeep 
relationship;  
3rd Step: TAILOR-MAKE his/her practical plan to achieve what 
he/she want combining our previous objective analysis and in 
depth communication;  
4th Step: IMPLEMENT the tailor-made plan with him/her 
supported by our Vitamins ABC;  
5th Step: VALUATE his achievement after each milestone and 
make suitable adjustment to achieve the best result as we 
planned;  
6th Step: EXPLORE further to other aspects that the members 
want. 

このプログラムはどのように LOM の活動計画を推進しましたか？ 
 

How does this program advance the plan of action of the 
Local Organization? ※200 単語まで 

youku などで一般向けに展開し、採用やブランディングを行う一方、
私たちの有意義な活動によって、地域社会への影響を強化する。 
Facebook の i.7,240 好き 
Flickr の写真 ii.54,452 
 
5.質問表 - 分析/記録/改善 
人々を管理する上での重要な仕組みは、供給と需要の間によくマッチ
しています。私たちは、この問題に取り組み、適切な措置を講じるた
めに会員のアンケートを実施しました。 
 
推奨事項： 
1.CONTINUING DEVELOPMENT - これは、CARE +ビタミン ABC
および ACTIVE 強化プログラムの成功のモデルによる終わりではあり
ません。メンバーのスキルを強化し、JC のライフサイクルを延長する
ために、CARE プログラムを積極的に発展させて、十分に開発された
システムにする。 
2.コミュニティへの参加 - 地域社会のさまざまな社会的集団に到達す
るための月間メンバーシップを拡大する。私たちはまた、他の章も共
同開催することを奨励します。これは、メンバーが JC および非 JC パ
ートナーでネットワークを拡大するための非常に効果的な方法となる
ためです。 
3.参加者の参加 - 強い JC のバックグラウンドを共有ゲストに招待
し、感情の大きさをもっと分かち合う。 
4.刷新する - 会員に可能性のある機会を共有し、探求するよう促す 
5.ゴールデンキーは、メンバー間で長期間持続し、望ましい未来を達
成するためにつながります。 

- Screw on Caring by 4-Group  
Keep closer connection with members other than membership 
officers.  
- Alumni Club  
Encourage senior members keep on involvement, to spread JC 
spirit and enjoy life.  
- Training Development Committee  
Giving train the trainer opportunities and provide long range 
development to members and the Chapter 
 
4.Network Expansion – E-Marketing  
To expand JCI Apex to the public via website, facebook fans 
page, chapter promotion video, youtube channel, weibo, 
pinterest, youku, etc for recruitment and branding. On the other 
hand, enhance impact to the community by our meaningful 
activities held.  
i.7,240 Likes in Facebook  
ii.54,452 photos in Flickr 
 
5.Questionnaire - Analysis / Record / Improvement  
The key mechanism in managing people is well-matched of the 
supply and demands. We conducted Members’ Questionnaire to 
address this issue and for our appropriate actions.  
   
Recommendations:  
1.CONTINUING DEVELOPMENT - This is not the end through the 
model of successful of CARE+Vitamins ABC and ACTIVE 
Strengthening Program. We shall actively advance our CARE 
Program to become a well-developed system to strengthen 
members’ skills and prolong their JC life cycle.  
2.IMPACT TO COMMUNITY - Extend Membership Monthly 
Missions to reach different social groups on the community. We 
would also encourage other chapters to co-host the events, as 
this will be a very effective way for members to expand their 
network in JC and non-JC partners.  
3.ENHANCE PARTICIPATION – To invite sharing guest with 
strong JC background and share more on the emotional size.  
4.INNOVATE – encourage members to share and explore 
possible opportunities  
5.GOLDEN KEY for long lasting among members and lead to 
achieve the desirable future. 



私たちは JCI であるため、6 つのステップすべてで全員と緊密な関係
を築き、才能とリソースに応じてさまざまな計画を立案します。私た
ちの 6 つのステップは、（1）JCI アクティブ・シチズン・フレームワ
ーク、すなわち分析、開発、実行、およびレビューのステップを参照
します。私たちは、十分に確立された計画によって、チャレンジャー
に直面するよう会員を動かす方法を知っています。メンバーは強力な
バックアップがあり、サポートは常に利用可能であり、計画どおりで
あることを知っているので、JUST ACT を簡単に、より魅力的に、よ
り達成可能にします。 （2）行動計画、（3）JCI 戦略計画、（4）
UNSDG 目標に従って、これは、機会均等とのアスファットリング環
境を作り出し、より同情のある人々を協働させることができる。より
アクティブなメンバーが SUSTAINABLE プロジェクトに貢献し、参加
することで、JC プロジェクトはすべてのメンバーに影響を与え、最終
的にはコミュニティに影響を与える可能性があります。同時に、APEX
をより大きな組織に変えることができ、私たちの計画は質と量の両面
で進歩することができました。 
 
ACTIVE CITIZENS に対するメンバーの積極的な変化は、プログラム
の下でより持続可能であり、JCI のミッション、ビジョンを達成し、
その後コミュニティにプラスのインパクトをもたらすために、地元組
織も同様です。 

 
As WE ARE JCI, We have close CONNECTION with all the 
members at all the 6 steps and arrange them in various plans to 
contribute according to their talent and resources. Our 6 steps 
make reference to the steps of the (1) JCI Active Citizen 
Framework, namely ANALYZE, DEVELOP, EXECUTE & REVIEW. 
We know how to MOTIVATE members to face CHALLENGES by 
well-established plans. It makes JUST ACT easier, more 
attractive and more achievable as members know they have 
strong back-up and supports are always available and as 
planned. In accordance to (2) Plan of Action, (3) JCI Strategy 
Plan and (4) UNSDG Goals, this could create an ASPIRING 
environment with EQUAL OPPORTUNITIES and COLLABORATE 
more like-minded people. With more ACTIVE members in 
contributing and participating in our SUSTAINABLE projects, our 
JC projects could IMPACT all of our members and finally to our 
community. At the same time, APEX could be transformed to a 
larger organization and our plans could be advanced both in 
quality & quantity. 
 
The positive change of members to ACTIVE CITIZENS is more 
sustainable under the program and so does our local 
organization, to accomplish JCI Mission, Vision and subsequently 
make positive IMPACT to community. 

このプロジェクトはどのように JCI ミッションとヴィジョンを推進し
ましたか？ 
ミッションとヴィジョンに分けて記載 
ミッション：より良い変化をもたらす力を青年に与えるために、発
展・成長の機会を提供すること 
ヴィジョン：若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークに
なること  

 
How does this project advance the JCI Mission and Vision? 
※200 単語まで 
【参考】 
JCI Mission：To provide development opportunities that 
empower young people to create positive change 
JCI Vision：To be the leading global network of young active 
citizens 

2018 APEX の年テーマは「愛を抱きしめよ」です。メンバーは、積極
的な市民としてのポジティブな変化とコミュニティへの影響を感じる
経験豊かなメンバーから継承し、私たちの栄養素ビタミン ABC とのつ
ながりを保つプロジェクトに参加することを奨励します。 2018 年の
JCIHK のスローガン「THE BEST WORK OF LIFE」に加えて、私たち
はメンバーの人生のために JUST ACT BEST に昇進し、JCI ミッショ
ンとビジョンのために努力するすべてのメンバーを持続的に活性化し
ます。 EMPOWER の若者が積極的な変化を創出する機会を提供する
ために、安定したプラットフォームを構築する一連の関連プロジェク
トと活動を共に積極的に実施しています。その後、明らかに活動的な
雰囲気で、より多くの人々が参加してより多くの投資を誘致すること
ができます。より多くのツールと機会があれば、若い積極的な市民の
有力なグローバルネットワークとしての JCI ビジョンの達成はもはや
夢ではありません。 2017 年中期の調査では、現在の 95％以上のメン
バーが友人を APEX に連れて来なければなりませんでした。つまり、
彼らは JC の価値観を持ち、友人たちに参加して IMPACT を世界に広
げようと熱望します。 

 
2018 APEX’s year theme is “Embrace Love”, we encourage 
members to inherit from experienced members who have the 
spirit of being ACTIVE CITIZENS to CREATE POSITIVE CHANGES 
and IMPACT to community, and participate in projects to stay 
CONNECTED to our nutrients Vitamins ABC. Further to 2018 
JCIHK slogan “THE BEST WORK OF LIFE”, we boost our 
members to JUST ACT BEST for their Life and thus sustainably 
activate all members in striving for JCI Mission and Vision. Both 
members and new members co-actively conduct series of 
relevant projects and activities that construct a steady & 
committed platform to provide opportunities that EMPOWER 
young people to create POSITIVE CHANGES. Subsequently with 
obviously ACTIVE atmosphere, more people can be MOTIVATED 
to join and attract more INVESTMENT. With more tools and 
opportunities, achieving JCI Vision as a LEADING GLOBAL 
NETWORK of young active citizens is no longer a dream. From 
our 2017 mid-year survey, over 95% current members had to 
bring their friends to APEX, and that means they have a sense 
of JC values and eager to refer friends to join to amplify our 
IMPACT to the world. 

   

② LOM 理事とメンバーの参加 
 

Involvement of Local Board of Directors and Members 
LOM メンバーの事業参加人数を記述してください。（数字で記載）  By number, how many members were involved? ※2 単語ま

で 
121  121 

LOM メンバーの参加率を記述してください（％で記載）  By percentage, how many members were involved in the 
program? ※1 単語まで 

97.8%  97.8% 

LOM の理事の参加人数は？（数字で記載）  How many Local Board members were involved in the 
project? ※1 単語まで 

32 
 

32 

   

③ 実施方法 
 

Methods of Implementation 
LOM の成長と発展のために、どのような手法を用い、どのような活動
を行いましたか？ 

 
What methods and/or activities were used to grow and 
develop the Local Organization? ※300 単語まで 

1. APEX STARS プログラム： 
私たちのインセンティブ・スキームは、会員が ACTIVE の役割を果た
し、好感度を高めることを奨励します。私たちは積極的に参加者を目
指すために積極的に行動します。 「プログラム」は、APEX とメンバ
ーに、彼らが望むものを理解し、APEX がプログラムを通してどのよ
うに利益を享受しているかを理解することができるので、相互に有益
です。その結果、彼らは APEX を促進し、彼らの素晴らしい業績を友
人に分かち合うことに自信を持っています。 
 
2.インタレストグループ： 
ワークライフバランスと持続可能な関係を促進するために、できるだ
け多くの趣味をカバーし、以下を固め、 
- フードパラダイスグループ：食べ物の共有を探求する 
- APEX ボールグループ：健全でチームを組む 
- 仮想ゲームグループ：Apps で幸福を共有する 
- 世界のグループでのハイキング：リラックスして自然を探索する 
 
3.会員月間ミッション： 

 
1. APEX STARS Program:  
Our incentive scheme encourages members to take ACTIVE 
roles and increase SENSE OF BELONGINGS; we take proactive 
steps to explore our members to wake up their eager in FULL 
PARTICIPATION. The Program is mutually beneficial to APEX 
and our MEMBERS as they could understand what they desire 
and see how APEX benefits them through the Program. As a 
result, they would be more confident in promoting APEX and 
sharing their brilliant achievement to their friends. 
 
2. Interest Groups:  
To promote WORK-LIFE BALANCE and SUSTAINABLE 
relationship, four interest groups covering as many hobbies as 
possible to either cohere following and attract or retain 
members:  
- Food Paradise Group: To explore food sharing  
- APEX Ball Group: Stay healthy and for team building  
- Virtual Game Group: To share happiness in Apps  



それは、すべてのメンバーが彼らの快適ゾーンから歩き回って、彼ら
が慣れ親しんでいる人で探検するよう促す素晴らしい新しいプログラ
ムです。このプログラムは、私たちのメンバーが私たちのコミュニテ
ィにいる人々の異なるグループと会い、彼らの意見を表明するように
メンバーを調整することです。 
 
4.会員月間ニュースレター： 
今月の毎月 1 日に各メンバーに月刊会員ニュースレターが送られまし
た。ニュースレターは APEX が情報、レポート、メンバーのニュー
ス、メンバーによって書かれた記事や写真を共有するための多目的で
インタラクティブなコミュニケーション・プラットフォームです。 。
それは Apex にメンバーの自己認識と落ち着き感を構築しました。同
様に、それは彼らの友人に APEX を促進するすべてのメンバーのため
の最高の材料の一つです。 

- Hiking in The World Group: To relax and explore the nature 
 
3. Membership Monthly Missions:  
It is a BRAND NEW Program to encourage ALL members to walk 
out from their comfort zone and explore with guys they are 
unfamiliar with. The Program is to arrange our members to 
MEET and CONNECT with different groups of people in our 
community to board their view. 
 
4. Membership Monthly Newsletter:  
Monthly Membership Newsletter had been send to every 
member on 1st of each month this year, the Newsletter is a 
MULTI-TASKED and INTERACTIVE communication platform for 
APEX to share the information, reports, members’ news, and 
even some articles or photos wrote by members. It built up 
member’s SELF-RECOGNITION and SENSE OF BELONGINGS in 
Apex. Similarly, it is one of the best materials for every member 
to PROMOTE APEX to their friends. 

どのような手法や活動が、新入会員獲得のために最も効果的でした
か？ 

 
Which method/activity was the most effective in recruiting 
new members? Why? ※150 単語まで 

2017 年には、潜在的な候補メンバー25 名が参考になり、全員が正式
メンバーになった。 100％の成功率は紹介によって決定され、それは
すべての誘導率の 92％です。 APEX には今年 6 人の NETWORKERS
（Gold x 1 and Bronze x 5）があります。 さらに、APEX は、会員
募集プログラムを代表する募集の優秀な章（グループ B）が会員募集
で驚異的な成果を上げたことで授与されました。 
 
メンバーシップ月間ミッションは、当初のメンバーにインスピレーシ
ョンを与える全く新しいプログラムですが、将来の潜在的なメンバー
を参考にする効果的な方法です。 このプログラムは、地域社会のさま
ざまな人々と会うために参加者を調整することです。 多くの出席者は
非常に感動的であり、私たちのコミュニティへの気づきを感じまし
た。 新しいメンバーは、コミュニティーの CARING の PASSION と
ACTION によって引き付けられました。 これらの活動は、JCI となる
姿勢を示し、より質の高いメンバーを引き付けることができます。 

 
In 2017, 25 potential prospective members are REFERRED and 
we got all become full members. 100% SUCCESS RATE by 
referral and it is 92% of all induction rates. APEX has 6 
NETWORKERS (Gold x 1 and Bronze x 5) this year. Moreover, 
APEX is awarded as Outstanding Chapter in Recruitment (Group 
B) that represents our MEMBERS-GET-MEMBERS Program has 
achieved a incredible results in membership recruitment. 
 
Although Membership Monthly Missions is a brand new Program 
to inspire current members originally, it is contributed an 
effective way for REFERRING potential prospective members. 
The Program is to arrange participants to meet with different 
groups of people in our local community. Many attendants felt 
very IMPRESSIVE and woke up their sense of CARE to our 
community. New members were attracted by our PASSION and 
ACTION of CARING the community. These activities show our 
attitude of BEING A JCI and could attract more QUALITY 
members. 

どの手法や活動が、既存メンバーの成長のために最も効果的でした
か？ 

 
Which method/activity was the most effective in 
developing current members? Why? ※150 単語まで 

会員増強月間ミッションは、現在のメンバーの探索と発展の魅力的な
旅です。 このプログラムは、人材とネットワークが私たちのプラット
フォームで最も貴重なものであるため、各メンバーにとって膨大な投
資です。 私たちのメンバーから現地の組織に本当の CARE がなけれ
ば、私たちはすべてのメンバーをまとめてコミュニティーに貢献する
ことはできません。 基本的に、すべての任務は、私たちのメンバーが
会うように私たちのメンバーを調整し、異なるグループの人々、さら
には私たちのコミュニティのいくつかの "少数派"でさえ、彼らの見解
を立てます。 プログラム（1）は、地域社会にどのように出会って影
響を及ぼすか、（2）異なるメンバーとの交流、APEX での経験共有の
強化、（3）ミッションに応じた具体的なスキルの訓練、 （5）一部の
メンバーは、新しい友人にそのような稀な機会を体験し、将来の活動
に引き付けることを薦めるだろう。 

 Membership Monthly Missions are fascinating journey of 
exploring and developing current members. The Program is a 
huge INVESTMENT to each member as manpower and network 
are the most valuable things in our platform. Without real CARE 
from our members to our local organization, we can't CONNECT 
all the members together and CONTRIBUTE to the community. 
Basically, ALL Missions are to arrange our members to MEET 
and CONNECT with different groups of people, even some 
“minorities” in our community to board their view. The Program 
(1) refreshes members’ mind on how they should MEET and 
IMPACT the community, (2) CONNECT among different 
members and ENHANCE experience sharing in APEX, (3) TRAIN 
up their specific skills in accordance with the missions, (4) 
INSPIRE members to learn UNSDG Goals and (5) some 
members would REFER new friends to experience such rare 
opportunities and attract them to our future activities. 

   

④ 成し遂げられた結果  Results Achieved 
この事業によって何名の新入会員が入会しましたか？（数字で）  By number, how many new members were recruited by 

this program? ※2 単語まで 
  25 

このプログラムによって達成した目的を記述してください。  Which objectives did the program achieve? ※200 単語まで 

採用： 
フルメンバーの純成長率 45.61％ 
- 83 人の正会員、1994 年の設立以来最高記録 
- 8 月の募集数：36 PM 
- 1 人の PMO が開催され、約 60 人の出席者と 50％以上のコンバージ
ョン率 
- JCIHK Networker を 6 名獲得（21 のうち第 1 章） 
- JCIHK Networker 受賞（中級編） 
 
保持 
APEX での成果 
- 維持率 80％に近づく 
- 上級メンバーの 100％の維持率 
- APEX のプロジェクトに 91.2％のメンバーが参加 
- 100％のメンバーが会員増強月間ミッションに参加 
- BA、CD、国連プロジェクトの出席率が高い（100 以上） 
- 4 つの利益団体の中で Food Paradise Group で 100 人を超える著し
いメンバー数 
JCIHK での成果 
- JCIHK で 12 名の非理事が就任 
- 過去 30％以上の社長が JCIHK プロジェクトに貢献 
- 116％効率指標（21 章のうち 3 番目） 

 Recruitment:  
- 45.61% net growth on full members  
- 83 full members, record high since establishment in 1994  
- Recruited 36 PMs as of August  
- 1 PMOs held, with almost 60 attendance and over 50% 
conversion rate  
- 6 members won JCIHK Networker (1st among 21 chapters)  
- Winner of JCIHK Networker (Medium-sized chapters) 
 
Retention  
Achievements in APEX  
- Approaching 80% retention rate  
- 100% retention rate for senior members  
- 91.2% members participated in APEX’s Projects  
- 100% members joined Membership Monthly Missions  
- BA, CD and UN projects had the high rate of attendance (Over 
100)  
- Remarkably number of members, over 100 in Food Paradise 
Group, among 4 interest groups  
Achievements in JCIHK  
- 12 non-board members are titled in JCIHK  
- Over 30% Past Presidents contributed in JCIHK projects  



- すべての JCIHK プロジェクトの参加率 100％に近づく 
- JCIHK の就任式、チェンジメーカーフォーラム、COC スポーツデ
ー、第 27 回 5 スタートレーニングキャンプでの参加者数が最も多い 
- JCI ASPAC 2017 に 14 名が参加（21 のうち第 3 章） 
- JCIHK Public Speaking を共催し、オープンクラスで初優勝を果た
しました 

- 116% Efficiency Index (3rd among 21 chapters)  
- Approaching 100% participation rate for all JCIHK projects  
- The highest number of attendance in JCIHK’s Inaugural 
Ceremony, Change Maker Forum, COC Sport Day and 27th 5-
Star Training Camps  
- 14 members participated in JCI ASPAC 2017 (3rd among 21 
chapters)  
- Co-host JCIHK Public Speaking, our Member won the first 
runner-up in open class 

このプロジェクトから得られた最も重要な結果を記述してください。  What was the most important outcome of this program? ※
150 単語まで 

メンバーに利益をもたらす： 
メンバーは、一連のメンバーシッププログラムを通じて、より多くの
気持ちを感じ、尊重することができます。 彼らは兄弟を育て、ステッ
プバイステップで自分自身を育てることができます。 彼らは、
ACTIVE 市民になるための基盤を築き、その後、ポジティブな変化を
作り、コミュニティに影響を与えることに専心します。 メンバーは、
プログラムの手順に従って、若い指導者であることをより自信にする
ことができます。 最後になりましたが、JCI が信じていることを経験
することができました。「...人類へのサービスは、人生にとって最高
の仕事です。 
 
章に利益をもたらす： 
プログラムは、質と量の観点から、章の持続可能な開発のためのソリ
ッド会員志向の基盤を提供します。 JCI 信条、ミッション、ビジョ
ン、そして今年のテーマ「Pass the Torch and Light Up Hong 
Kong」を主張するために、私たちの現在および将来の候補者全員が、
私たちの地域社会のさまざまな人々と会い、会うことができます。 

 Benefit to members:  
Members can feel more HARMONY and RESPECT through a 
series of Membership Programs. They can build up 
BROTHERHOOD and train-up themselves in a step-by-step 
manner. They devote to build up their foundation to become 
ACTIVE citizens and subsequently create POSITIVE CHANGE and 
IMPACT the community. Members could be more confident to be 
young leaders in accordance with the steps of the Programs. 
Last but not least, they could experience what JCI believes: 
“…And that service to humanity is the best work of life”. 
 
Benefit to Chapter:  
The Programs provides a SOLID members-oriented foundation 
for sustainable development of Chapter in terms of quality and 
quantity. All of our current and potential prospective members 
can MEET and CONNECT with different people in our community 
to advocate JCI Creed, Mission, Vision and our year theme “Pass 
The Torch and Light Up Hong Kong”. 

   

⑤ プログラムの長期的な影響 
 

Long-term Impact of the program 
このプロジェクトによって得られると予測される長期的な影響を記述
してください。 

 
What is the expected long-term impact of this project? ※
200 単語まで 

2017 年、「ACTIVE Strengthening」は、去年、2016-2018 年に開
始された CARE メンバーシップ・プログラム・フレームワークの中
で、「CARE +ビタミン ABC」の投資に続く「拡張版」です。これま
での投資の成果を期待しています。幸運なことに、結果は、当社の投
資には、メンバーが ACTIVE になり成長を得るための動機付けに十分
な栄養素が含まれていることがわかります。メンバーが JC の生活を満
足すれば、ACTIVE と成長を維持するという抵抗は少なくなります。
これは、「ACTIVE Strengthening」プログラムの 6 つのステップに
よる長期的な影響が予想されます。さらに、今月は会員月間ミッショ
ンを組織する根拠が確立されました。ミッションはメンバーの情熱を
維持するための NEW PLATFORM になります。 
 
APEX は、現在の「ACTIVE Strengthening」プログラムと昨年の「ビ
タミン ABC」プログラムに基づき、（1）ADVANCE メンバーの態度
と能力を重視します。 （2）学び、分かち合うための正直なシステム
によって、BELONGINGS の感覚を高める。 （3）コラボレーション
と改善のためのコネクションの有効性を伝えるため、CARE の上にさ
まざまな要素を加えて、積極的に JCI のミッションとビジョンを達成
することに注力します。これらの 3 年間の間にサプリメントを加え、
メンバーとチャプターに利益をもたらすように VALUES を定義しまし
た。 

 
In 2017, “ACTIVE Strengthening” is the “Extend version” 
following our investment of “CARE + Vitamins ABC” last year 
within our CARE Membership Program Framework launched 
from 2016-2018. We hope to see some achievements from our 
previous investments. Fortunately, results tell us that our 
investments contains sufficient nutrients for our success in 
motivating our members to become ACTIVE and have growth. 
Once the members satisfy their JC life, the resistance of keeping 
their ACTIVE and growth is less. This is the expected long-term 
impact of 6 steps in “ACTIVE Strengthening” Program. 
Moreover, the basis of organizing Membership Monthly Missions 
was well-established in this year; the Missions will become NEW 
PLATFORM to maintain the passion of members. 
 
Based on current “ACTIVE Strengthening” Program and last 
year’s Program “Vitamins ABC”, APEX will emphasis on (1) 
ADVANCE members’ attitude & competence; (2) increase sense 
of BELONGINGS by honest system to learn and share; and (3) 
communicate with effectiveness to CONNECT for 
COLLABORATION and IMPROVEMENT, we will add variety of 
elements on top of CARE to stay motivated and focused on 
actively accomplishing JCI Mission and Vision. We add 
supplements between these 3-year to stay closely and defined 
VALUES to benefit members & Chapter. 

このプロジェクトの改善点・改善策を記述してください。 
※マイナスな表現はしないでください。前向きな改善点を記載しまし
ょう 

 
What changes would you make to improve the results of 
this project? ※300 単語まで 

- JC で様々なプロジェクトやさまざまな役割を果たしてメンバーのス
キルとドライブを強化するための CARE プログラムを積極的に進めて
ください。 
 
- より多くのカテゴリーのソーシャル・インパクトを集め、経験の共
有を促して励ますために、精進的なメンバーシップ・マンスリー・ミ
ッション。メンバーシップ・マンスリー・ミッションは、メンバーが
JC でネットワークを拡大するための非常に効果的な方法であり、非 JC
パートナーにも紹介しようと考えているため、他の章でも共同主催し
てください。 
 
- 会員候補者オリエンテーションの効果を高めるため、JC の強い背景
を持つゲストを共有することができます。経験から、参加者に JCI の
事実やデータを共有するのではなく、感情的な個人的な共有や特別な
演習が強調されます。同時に、理事会メンバーとメンバーのための前
向き会員オリエンテーションの価値の促進は、会員獲得メカニズムを
強化するために強化されるだろう。 
 
- 持続可能な発展のためには、将来のリーダーであり、十分に訓練さ
れた若い指導者の集まりが、人に影響を与え、章をうまく管理するた
めに必要です。理事会メンバーは、効果的な仕方でそれぞれの地域の
資源をすべて組み合わせる効果的な仕組みを構築することができま

 
- Actively advance our CARE Program to become a well-
developed system in strengthening members’ skills and drives in 
their JC life by performing different projects or being various 
roles in JC, it is especially to current and prospective members 
when they joined us. 
 
- Elaborate Membership Monthly Missions to include more 
categories of social people to meet and encourage experience 
sharing. We would also encourage other chapters to co-host 
Membership Monthly Missions as it is a very effective way for 
members to expand their networks in JC, and even try to 
introduce to Non-JC partners 
 
- To enhance the impact of Prospective Members Orientations, 
we would find sharing guests with strong JC background. From 
experience, emotional personal sharing or ad-hoc exercises 
would be emphasized rather than sharing the JCI’s facts or data 
to the participants. Simultaneously, promotion on the value of 
Prospective Members Orientations to Board and members would 
be strengthened to enhance the Members-get-Member 
mechanism. 
 



す。リソース共有のコンセプトは、今年のメンバーシップ月例ミッシ
ョンの基礎でもあり、会員ミッションのすべての分野の知識を学ぶチ
ャンスをメンバーに与えました。 
 
- ネットワークは多機能です。メンバーに価値観や気持ちを新鮮に保
つためには、ネットワークを有効に活用し、満足感の源を広げてくだ
さい。私たちのリーダーシップを訓練し、兄弟姉妹を築き、地域社会
に貢献すること以外に、メンバーはビジネスや才能のような可能な機
会を共有し、探求するよう勧めます。私たちは、この貴重なグローバ
ルな積極的な市民ネットワークから得られるものをメンバーに提案す
ることにおいて、より革新的でなければなりません。 

- For sustainable development, a pool of well-trained young 
leaders, who are our future leaders, is necessary to influence 
people and manage the chapter well. The board members 
themselves can construct an effective mechanism to combine all 
their different areas’ resources in effective manners. The 
resources sharing concept is also a foundation of Membership 
Monthly Missions this year, it gave members chances to learn all 
areas’ knowledge in membership missions. 
 
- A network is multi-functioning. To keep values and feelings 
fresh to members, we should make good use of our network and 
expand our source of gratification. Other than training our 
leadership, building up our brotherhood and contributing to 
community, we encourage members to share and explore 
possible opportunities, like businesses and talents. We should be 
more innovative in suggesting our members what we can get 
from this valuable Global Network of active citizen. 

 

「戦略計画」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  



  

 

「LOM 理事とメンバーの参加」項目に添付する画像を下部に貼付してください 



  

  



 

「実施方法」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  



  

 

「成し遂げられた結果」項目に添付する画像を下部に貼付してください 



  

  

 

「プログラムの長期的な影響」項目に添付する画像を下部に貼付してください 



  

 

 

 



 

 


