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Basic Information / 基本情報（ページ２）
Duration / 開催期間
説明：～年～月 から ～年～月まで
２０１３年１０月から２０１４年８月まで

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
１９人

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
・地元大学生ボランティア

Budget 予算
説明：ドルで表示してください。
例：１万円なら one hundred dollar
４，５００

Profit / Loss

ＵＳＤ（４５万円）

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
ＮＯＮＥ（０円）

In Which UN MDG best fit (if Apply)?
説明：
ＮＯＮＥ（特になし）

UN MDGs の該当項目（もしあれば）
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Who is benefited?

誰の為に？

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人
活動エリアに住み暮らす人々、世界７０億人の人々

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
JCI 広島は、恒久的な世界平和の実現には一人一人の思いやりのこころが必要だと考え
る。
その為、JCI 広島は、世界の人々が、思いやりのこころをもって、世界平和へ向けて積
極的に行動することを目的とした。
①平和の実現には、一人ひとりの思いやりが重要であると意識変革をする。
（ POSITIVE
CHANGE の機会）
② 意 識 を 変 え た 人 々 が 、 世 界 平 和 に 向 け て 行 動 す る 。（ 平 和 を 目 指 す ACTIVE
CITIZEN）
③ そ の 行 動 す る 人 が 世 界 中 に 溢 れ る こ と で 平 和 に な っ て い く 。（ そ の ACTIVE
CITIZEN が、世界全体へ、平和への POSITIVE

CHANGE を創造する）

以上のことに、JCI 広島が積極的に関わった。

Overview

概要

説明：必ず結果と合致しているはず
JCI 広島は、世界中の人々が、思いやりのこころを醸成し、世界平和へ向けて積極的
に行動する為に、以下のことを実施した。
世界中から約５万人が集まる 8 月 6 日（原爆投下の日）の広島平和記念公園にて、以
下の事業を行った。
※広島平和記念公園には、多くの原爆の犠牲者が眠っている。
① PEACE ROAD
原爆からの復興時の人々の思いやりをテーマにした３０枚のパネル展示を行った。
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・展示パネルの大きさは１１９２ｍｍ×８４１ｍｍ
② PEACE MONUMENT
世界中から広島に届けられた折り鶴を用いて、世界中から来た人々とともに直径 2
メートルの地球儀のモニュメントを作成した。
・折り鶴とは、世界平和の象徴である。
・小さな紙（１５ｃｍ×１５ｃｍ）を使って、鶴の形を模した物である。
・折り鶴には、恒久的平和への願いが込められている。
・ 広島平和記念公園には平和を願い、年間１０トンの折り鶴が届けられる。
③ PEACE LANTERN
手作りの１ M 角の６９個のランタンを平和記念公園の木々に吊り上げ、点灯した。
点灯式を行い、広島の市民合唱団による本事業のオリジナルソングの合唱に合わせ、
点灯した。
④ PEACE MESSEGE
市民や来訪者が平和への自身の行動目標を短冊に記して、ランタンに灯した。

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
ＪＣＩ広島は、市民に世界平和実現に向けた活動のできる機会を提供した。
その結果、世界平和を目指す Active Citizen を増やすことができた。
①PEACE ROAD
パネル展示を通して、先人たちの温かい人間性に触れることで、思いやりのこころ
を醸成することが出来た。
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当日会場では、平和記念公園を訪れた人々が熱心にパネルに見入る姿が見受けられ
た。歴史には出てこない先人たちの人間性に焦点を当てた展示は人々を引きつけた。
当日は４８,９３０人が平和記念公園を訪れ、約１０,０００人が展示を見た。
参加者コメント①：被爆からの復興の陰には、人々の思いやりがあったことがわか
った
参加者コメント②：広島のまちを形成する様々なものにそれぞれ歴史的にストーリ
ーがあることがわかった。

②PEACE MONUMENT
PEACE ROAD でパネル展示を見た人々が折り鶴に平和への思いを込めて、地球儀に
貼った。世界中の人々とこころを寄せ合って地球儀をつくることで、世界は一つとい
うことを認識した。約６０００人が折り鶴をモニュメントに貼った。
参加者コメント③：他国の人と交流しながら地球儀に折り鶴を貼る事で、平和を願
う気持ちは一緒だと感じた。
参加者コメント④：世界の恒久平和のため、広島市民として、できることをしてい
かなくてはならないと思った。
※広島平和記念公園には平和を願い、世界から年間１０トンの折り鶴が届けられる。
③ PEACE LANTERN
色とりどりの美しいランタンは、人々のこころに平和への思いを灯した。
④ 過去を思うのではなく、未来へ向かってのランタンは、8 月 6 日の平和公園の新し
い風景を創造した。約２０,０００人が PEACE LANTERN を見た。
参加者コメント⑤：多くの人々の平和への思いが灯されたランタンを見て、平和を願
う気持ちが強くなった。
参加者コメント⑥：ランタンに灯された他の人の思いを見て、自分と同じようにみん
なも思いやりを行動していくことで、世界が平和になっていくと感じた。
⑤ PEACE MESSEGE
人々は一連の事業で感じた平和への思いをメッセージに書き、ランタンに灯すことで、
先人たちに誓った。ここでの誓いは、人々が今後平和のために行動するきっかけとな
った。１０１２人がメッセージを記入し、ランタンに灯した。
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参加者コメント⑦：自分ができることから行動しようと思った。
参加者コメント⑧：世界中の人がみんな平和のために行動することで平和になると思
った。

Actions Taken 行動
説明：
２０１３年
１０月

事業に向けての協議開始

２０１４年
５月

事業の具体的な検討の開始

６月

展示パネルの写真選定開始

７月

ＬＯＭ理事会審議可決
広島市から折り鶴の配布を受ける
折り鶴をばらし、色毎に分ける作業を開始
ランタンの制作、LED 照明の制作、モニュメントの制作
パネル制作

８月６日

事業実施

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？
ＪＣＩ広島は、市民と来訪者に世界平和実現に向けた活動のできる機会を提供するこ
とにより、延べ約５００００名の市民、来訪者が参加し、思いやりのこころを醸成し、
平和への思いを行動に移すきっかけをつくることができた。そして、世界平和を目指
す Active Citizen を増やすことができた。
なぜならば、参加者の市民より以下のコメントをいただいた。
参加者コメント①：被爆からの復興の陰には、人々の思いやりがあったことがわか
った
参加者コメント②：広島のまちを形成する様々なものにそれぞれ歴史的にストーリ
ーがあることがわかった。
参加者コメント③：他国の人と交流しながら地球儀に折り鶴を貼る事で、平和を願
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う気持ちは一緒だと感じた。
参加者コメント④：世界の恒久平和のため、広島市民として、できることをしてい
かなくてはならないと思った。
参加者コメント⑤：多くの人々の平和への思いが灯されたランタンを見て、平和を
願う気持ちが強くなった。
参加者コメント⑥：ランタンに灯された他の人の思いを見て、自分と同じようにみ
んなも思いやりを行動していくことで、世界が平和になっていくと感じた。
参加者コメント⑦：自分ができることから行動しようと思った。
参加者コメント⑧：世界中の人がみんな平和のために行動することで平和になると
思った。
そして PEACE MESSEGE 参加者のメッセージとして以下のメッセージがあった
・みんながいつまでもえがおでいられますように （７歳 男性／８歳 女性）
・Change before you have to ! 平和を望むのなら、まずあなたが行動を起こすべき（１
０代 男性）
・一人の思いやりが皆に届き、笑顔が溢れるといいな。誰かから始まった思いやり巡り巡
って違う誰かの所まで。笑顔は一番身近な平和。
（１０代 女性）
・何にもなくなってしまった広島の街を復興してくれた先人たちに感謝。世界中が希望で
あふれますように。
（２０代

女性）

・世界中のみんなが楽しく元気に過ごせる日が来ますように 心と心をつなげて目と目を
合わせて手と手が合わさりますように（２０代 女性）
・LOVE＆PEACE 世界平和の為に自分ができることを一歩ずつ（３０代 女性）
・全てに人が平和に過ごせる世の中を創っていきます（４０代 男性）
・青い空は青いままで・・・これからも平和な時代が続きますように・・・次の世代へ受
け継がれるよう、がんばります！（５０代 女性）
・ Peace 全 世 界 に 広 が り ま す よ う に ！

’ ひろしま’ のこころをつなげよう

（６０代 男性）
・
JCI 広島は、恒久的な平和には、市民一人ひとりの意識を変えることが一番大事だと
再確認することができた。
JCI 広島のメンバー内にも、世界平和への運動することへの Positive Change が起き
た。
以下、JCI 広島メンバーのコメントである。
①広島市民のみならず、多くの来訪者に広島のこころを伝えることが出来たことで、
多くの地域市民に意識の変革を与えることができた
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②世界中から集まった参加者がそれぞれの地域に持ち帰り、恒久平和を希求する運動
に繋がって欲しい
③慰霊を目的に集まった人々に新しい未来への希望を感じさせる事業であった
今後も JCI 広島は、国際平和文化都市として、恒久的世界平和の実現に向けて率先し
て行動していく。
JCI 広島は、運営にも積極的に関わるボランティアを募集した結果、地元の大学等か
ら５０名が集まった。彼らは積極的に世界中の人々と交流し、広島のこころを伝え
た。そして、今年もＪＣＩ広島の運動に参加することを表明してくれた。
このことは、更なる Active Citizen の創造である。
JCI 広島の行った本事業は、メディアにも評価され、世界平和へ向けた運動が、地元
地域に発信された。
・地元の広島テレビに事前のランタン制作風景と、事業当日の様子を生放送された。
ページ３
部門 Best Local OMOIYARI Project
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？
JCI 広島は、恒久的な世界平和を実現する。
その為、JCI 広島は、広島のこころを醸成した広島市民、世界中の人々が、世界平和
へ向けて積極的に行動することで、大きなムーブメント（a Bigger Impact）を起こす
こと目的とした。
JCI 広島は以下のことに積極的に関わった。
①平和の実現には、一人ひとりの思いやりのこころが重要であると意識変革をする。
（POSITIVE CHANGE の機会）
② 意 識 を 変 え た 人 々 が 、 世 界 平 和 に 向 け て 行 動 す る 。（ 平 和 を 目 指 す ACTIVE
CITIZEN）
③その行動が連鎖していくことで、世界平和に近づいていく。
（ その ACTIVE CITIZEN
が、世界全体へ、平和への POSITIVE

CHANGE を創造する）
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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？
ＪＣＩ広島は、市民に世界平和実現に向けた活動のできる機会を提供した。
その結果、世界平和を目指す Active Citizen を増やすことができた。
このことは、JCI の活動計画の、
「既存の会員のみならず、JCI の活動によって影響をうけるであろう将来会員になる可能
性がある人々、パートナー、および利害関係者に、JCI ミッション、ビジョン、バリュー
に関する更なる理解を浸透させること。
」
に合致する。

Was the budget an effective guide for the financial management of the project?
予算計画は事業の財務管理の為の効果的なガイドになりましたか？
予算外の支出は無かった。
内訳は以下の通りである。
会場設営費
企画・演出費
広報費

３,９００ＵＳＤ
３００ＵＳＤ

１８０ＵＳＤ

資料作成費
報告書作成費

３３ＵＳＤ
１９ＵＳＤ

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？
【JCI ミッションの推進】
JCI 広島は、以下により JCI ミッションを推進した。
①参加者に、広島の先人たちの成し遂げた復興の原動力となった思いやりのこころを
感じてもらうことで、平和のためには思いやりが大事であるという意識変革を起こし、
Positive Change の機会を与えた。
②Positive Change した市民が、世界平和へ思いやりを行動する Active Citizen となっ
た。
【JCI ヴィジョンの推進】
JCI 広島は以下により JCI ヴィジョンを推進した。
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①我々は、本事業を通じて地域社会に世界平和を目指す Active Citizen を増やした。
このことで、グローバルネットワークの基礎となるローカルネットワークの拡大を行
った。
②我々は、地域社会のリーダーとして、参加者に世界平和の実現には、一人ひとりの
行動が重要であることを理解させた。
そして、我々自身は、市民が積極的に世界平和の実現を実践できるように率先して行
動した。
※画像４つ必要

Cooperation for the Sake of World Peace 世界平和のための協力

How did this project extend the presence of peace in your community?
どのように、このプロジェクトは、あなたのコミュニティで平和の存在を広げ
ましたか？
JCI 広島は、以下のことで地域に平和の存在を広げました。
①8 月 6 日の平和記念公園という広島の最も重要な日時、場所において、新しい平和
観を発信し、未来に向けて自分たちで平和をつくっていくという考え方を広げること
が出来た

21H-06H-1-15

添付資料①

②地域市民が、平和の象徴である折り鶴で地球のモニュメントを制作することで、平
和への想いを持ち帰り、地域に広めた。
③思いやりを行動する地域市民が増え、それが連鎖していくことで、平和の存在が広
がった

How was cooperation used to promote peace?
どのように、協力は平和を進めるのに用いられましたか？
・世界中の人々が協力しながら折り鶴を貼り、地球儀のモニュメントを作ったことで、
例え一人ひとりが出来ることは小さくとも、皆が協力しあうことで大きなムーブメン
トにまで発展できることを理解した。

z
Community Impact 地域社会への影響

What was the intended community impact?
事業実施によって、意図されたコミュニティへの影響は、何でしたか？
・参加者は、思いやりのこころを醸成し、それを行動に移すことで平和への決意を新
たにすること
・地域市民は、国際平和文化都市という広島のあり方を認識し、世界の平和へ寄与す
る決意を新たにすること
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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コミュニティへの影響を記述して
ください
JCI 広島が行った本事業にて以下のようなことがコミュニティへの影響を与えた。
・地方行政とＪＣＩ広島との接点が強化された。
行政は、年間１０トンにも及ぶ折り鶴の保管場所等に問題意識を持っており、平和へ
祈りのこもった折り鶴を昇華させる方法を探している。ＪＣＩ広島は折り鶴に込めら
れた想いを受け止めたうえで折り鶴を使用した。行政の問題解決への一助となったこ
とで、行政との信頼関係を向上させた。また、世界平和への運動として、「思いやり」
という新たな切り口を提案したことで、行政からも賛同を得ることが出来た。
・地域市民へのＪＣＩ広島の認知度が向上した。
ＪＣＩ広島は、８月６日の平和記念公園という最も発信力のある日時、場所で事業を
行い、またテレビで取り上げられたことで、普段接点のない一般市民に対して認知度
を向上させることができた。
・地域住民が、思いやりを行動することで、恒久平和へより一層意識を高めた。
参加者コメント
思いやりの大切さを実感することができた。思いやりを行動することで、みんなが
笑顔になり、これが世界中に広がって平和になって欲しい。
・地域市民は、国際平和文化都市広島の住人であることに誇りに感じた。
参加者コメント
毎年祈りを捧げに平和記念公園に足を運んでいるが、このように平和な未来への希
望を感じることはなかった。世界中の人たちへの、広島らしい平和の思いの発信であ
ると思う。

添付資料①

21H-06H-1-15

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、このプロジェクトを運営することから利益を得ましたか？
ＪＣＩ広島が行った本プロジェクトは、地域や世界に対し、平和を祈るだけではな
く、自分たちで作り上げていくものであるという意識を発信し、恒久平和へ向けての
大きなインパクトを与えたと同時に、地域や世界に対してＪＣＩ広島の運動を発信す
ることとなった。それは、我々ＪＣＩ広島の地域での存在価値を増し、ＪＣＩ広島の
運動を理解した新たな会員の拡大へと繋がるものである。そして、更にはＪＣＩ広島
の運動の拡大への繋がるものである。

How did the program advance the JCI Mission?
どのように、この事業は JCI ミッションを促進しましたか？
JCI 広島は、以下により JCI ミッションを促進した。
JCI 広島は、参加者に広島の先人たちの成し遂げた復興の原動力となった思いやりの
こころを感じてもらうことで、平和のためには思いやりが大事であるという、Positive
Change を起こし、世界平和へ行動する Active Citizen を増やすことができた。
そして、Active Citizen が、地域に世界平和の運動を発信することで、さらに多くの世
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界平和への Active Citizen を生み出した。
そして、我々の地域に多くの世界平和への Positive change をもたらした。
※画像４つ必要

ページ７
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の影響は、何ですか？
・このプロジェクトの参加者が、感じた思いやりを地域に持ち帰って、行動に移し、
その行動が伝播し、世界中で平和に向けて思いやりの行動で溢れていくこと。
・地域市民や行政の意識を、祈る平和からつくる平和へと変革することで、未来へ向
けた希望に溢れた平和へのムーブメントを起こすことができる。
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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？
・ＪＣＩ広島は、マスメディアとの関係をより密にし、より多くの地域市民に本プロ
ジェクトを知ってもらうことができる。
・ＪＣＩ広島は、プロジェクトの活動期間の延長することで、より多くの賛同・協力
を得ることができ、より多くの人へ発信することができる。
・ＪＣＩ広島が、より地方自治体と連携することで、８月６日の平和記念公園という
日時・場所を使って世界へメッセージを発信することを、地域市民を巻き込み、継続
的に行うことができる。

