
 

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 
２０１６年１月１日から２０１６年１２月３１日まで 

 
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 
１３３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。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 
広島県 
広島市 

 
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 
５１、８１２、０００円 

 
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  



広島市民  １１９万人 
廿日市市民 １１万人 

 
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 
意識の変革を促し、前向きな変化を創りだすた め 
広島青年会議所は、「百万一心～心ひとつに道を歩む、いつまでも、どこまでも～」

の基本理念の下、以下の事項を目的としました。 
１ 「つよさ」と「やさしさ」を両輪となすまちづくり・ひとづくり 
２ 心ひとつに紡ぐ組織運営 
３ 心ひとつに挑む全国大会 
 

 
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 目的１を達成するため 
① 挑戦を続ける情熱を持った若者を顕彰し、彼らが互いに交流する場を設けまし

た。 
② 地域コミュニティと連携しながら、学校を利用して親子の在り方を探り学びまし

た。 
③ 市民や外国人が事業に参加し、平和についてのディスカッション等を行いまし

た。 
④ 広島のまちの川や空の空間を利用して、ＳＵＰ（スタンドアップパドルボード）

や風船リリースを行いました。 
⑤ 広島青年会議所メンバーをグループ分けし、広島についての知識を深め、魅力を

再発見するロゲイニングを行いました。 
⑥ 広島青年会議所のため、地域の未来のため会員を拡大しました。 
 
２ 目的２を達成するため 
組織運営上のルールやシステムの歴史を知ることでより深くその意味を知り、整然

と実行しました。更に加えて対外的にオープン例会を行ったり、広報活動を拡大しま

した。 
 
３ 目的３を達成するため 
広島青年会議所は、「強く 優しく しなやかに 『心』ある国 日本へ」という大会



テーマのもと、３１年ぶり、全国最多の４度目の全国大会を主管しました。具体的に

は、大会式典、大懇親会だけでなく、ＪＣＩ会頭をお招きして平和記念事業を行いま

した。その中で、広島県、広島市、そして広島市民だけでなく広く県民の皆様、有志

である広島県内１１ＬＯＭの仲間とともに、またＬＯＭのメンバー全員が心ひとつ

に全国大会を構築しました。 
 

 
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 概要１の結果として 
①→多くの情熱を持った若者を発掘し、相互及び外部にも発信し、市民の理解を得ら

れました。 
②→地域を巻き込み、親子の絆の存在やその意味を再認識していただきました。 
③→平和を創り上げるため、外国人の平和の価値観を知り，平和の尊さを皆で分かち

合い、広く発信できました。 
④→まちを普段とは異なる角度から見つめ、その魅力を一層認識し、市民を笑顔にし

て賑わいを作りました。 
⑤→広島青年会議所メンバーの友情と信頼関係がより強固になりました。 
⑥→まちづくりやひとづくりに積極的な仲間を増やすことができました。 
 
２ 概要２の結果として 
広島青年会議所メンバーは、そのルールやシステムを深く理解することで能動的に

活動に参加しました。また、市民との結びつきが強化され、広報活動の拡大により広

島青年会議所の理解を深めていただき、信頼関係をより強固に築くことができまし

た。 
 
３ 概要３の結果として 
全国大会広島大会は、大きな問題もなく大成功に終わりました。その結果、広島県、

広島市、広島県民の皆様、広島県内１１ＬＯＭの仲間、ＬＯＭのメンバー全員の心が

ひとつになり、これまで以上の信頼関係が構築できました。平和記念事業では、２０

１６年５月にオバマ大統領の広島訪問により広島と平和への関心が高まっており、

予想以上に反響があり、広島と平和をより大きく発信することができました。その結



果として平和について考える若者が増えました。 
 

 
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。 
２０１３年        全国大会広島大会の主管決定 
２０１６年１月２８日  新年互礼会 
２０１６年１月２１日～２４日  京都会議参加 
２０１６年２月５日  例会（チームをひとつにするためには） 
２０１６年２月２０日  例会（チームにおけるチームワークとリーダーシップ） 
２０１６年３月５日  例会（団結力・信頼関係の大切さ，成功者の心構え） 
２０１６年３月１３日  家族会 
２０１６年４月５日  例会（ひとの絆がまちをデザインする） 
２０１６年４月２０日  例会（県民と心ひとつに一歩先へ踏み出すために） 
２０１６年５月３日   まちの空間を利用し、笑顔を創出する事業を実施 
２０１６年５月４日   ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＡＷＡＲＤＳ２０１６を開催 
２０１６年５月１５日  広島青年会議所会員の資質を向上させる事業を実施 
２０１６年５月１８日  例会（パートタイムから経営者へ） 
２０１６年６月２日～５日  ＡＳＰＡＣ高雄大会参加 
２０１６年６月１８日  中国地区コンファレンス参加 
２０１６年６月２０日  例会（地域ブランドの確立に向けて） 
２０１６年６月２６日  親子が学校を利用してアトラクションを行う事業を実施 
２０１６年７月５日  例会（映画ビリギャルができるまで） 
２０１６年７月１６日、１７日  サマーコンファレンス参加 
２０１６年８月５日  例会（守るべき人がいる） 
２０１６年８月２０日  例会（東京オリンピックに向けての陸上改革） 
２０１６年８月２２日  メディアとのディスカッションを実施 
２０１６年８月２７日  全国大会決起集会 
２０１６年８月２７日、２８日  広島キッズシティ２０１７を実施 
２０１６年９月４日  留学生らと平和についてディスカッションする事業を実施 
２０１６年９月５日  例会（団結するボールコミュニケーション） 
２０１６年９月１１日  広島ブロック大会参加 
２０１６年９月２０日  例会（卒業生スピーチ） 
２０１６年１０月６日～９日  全国大会広島大会（９日 平和記念事業） 
２０１６年１０月２０日  例会（卒業生スピーチ） 



２０１６年１０月３０日～１１月４日  世界会議ケベック大会参加 
２０１６年１１月７日  例会（卒業生スピーチ） 
２０１６年１１月２１日  例会（卒業生スピーチ） 
２０１６年１２月１０日  納会 
 

 
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？ 
目的はすべて達成できました。 
あえて指摘するのであれば、会員拡大においてもっと仲間を増やしたかったと思い

ます。 
青年会議所運動の負担よりも、それにより得られる学びや成長を十分に説明できな

かったことと考えています。 
改善策としては、青年会議所に入会するメリットを十分に聞き、理解しておくことが

あると考えています。 

ページ３ 

Most Outstanding Local Organization 個別項目 

 
Strategic Plan  
戦略計画 
Briefly describe the main points of the Local Organization Plan of Action.  

LOM の行動計画の要点を簡単に説明してください。（使用英単語 300 語） 
１ 「つよさ」と「やさしさ」を両輪となすまちづくり・ひとづくり 
２ 心ひとつに紡ぐ組織運営 
３ 心ひとつに挑む全国大会 
 

 
How has the organization advanced the JCI Mission? 

どのように、JCI ミッションを進めましたか？（使用英単語 150 語） 



すべての活動において、広島青年会議所メンバー一人ひとりに役割を与え、そこから

学びを得て、成長する機会を提供しました。また、その活動に協力してくださる方に

も必ず学びを得ていただくようにしました。 

 
How has the organization advanced the JCI Vision? 
どのように、JCI ヴィジョンを進めましたか？（使用英単語 150 語） 
広島青年会議所メンバーに役割を与えながら、メンバーが能動的に、仲間と相談しな

がら、積極的に行動するという仕組みを作り、リーダーとしての資質を備えてもらい

ました。 

 
How has the Local Organization contributed to the JCI Plan of Action? 

どのように、LOM は、JCI 行動計画に貢献しましたか？（使用英単語 200 語） 
広島青年会議所は、下記のようにＪＣＩ行動計画に貢献しました。 
 
  全国大会を主管するに当たり、平和を発信する記念事業を行い，その中で，ＪＣ

Ｉ会頭，日本青年会議所会頭，広島青年会議所理事長に，原爆資料館を見学し，慰

霊碑に献花を行い，平和を発信するスピーチをしていただきました。 
  それにより，ＪＣＩメンバーの平和に対する価値観に大きな影響を与え，各国が，

又はＪＣＩメンバーらが協力して平和を実現する意欲を持っていただきました。 
 

 
画像データ四つ必要 



 
 

 
 

原爆資料館を見学しました 

慰霊碑に献花をしました 



 
 

 
 
 
 

平和に向けたスピーチをしました 

ＪＣＩ会頭，日本青年会議所会頭，広島青年会議

所理事長が平和を発信するスピーチをしました 



ページ４ 
Individual Development Programs and Results 

会員資質開発プログラムとその結果 

 
What project or projects has the Local Organization run to develop individuals? 

LOM は、個人を開発のために、どんなプロジェクトを運営しましたか？（使用英単語 200 語） 
広島青年会議所は、メンバーを１０人ずつ、入会年度が別々となるようにグループ分

けし、広島市内において質問や課題をクリアすることにより得点を競うロゲイニン

グを行い、その後懇親会を開催しました。 

 
How did the organization impact individuals? 

どのように、組織は個人に影響を与えましたか？（使用英単語１５0 語 ） 
メンバー各自が考え、仲間と相談し、協力しあって友情を深め、広島のまちをより深

く理解し魅力を再発見する事業を行いました。 

 
画像データ四つ必要 



 
 

 
 

外国人と交流もしました 
 

会員資質向上委員会委員長挨拶 
 



 
 

 
 

広島について新しい発見がありました 
 

懇親会後の集合写真 
 



ページ５ 
 
Community Development Programs and Results  
地域社会開発プログラムとその結果 
 
What project or projects has the Local Organization run to develop the community? 

LOM は、コミュニティを開発するために、どんなプロジェクトを運営しましたか？（使用英単語 200
語） 
広島青年会議所は、川の魅力を十分に活かしきれていないことから，フラワーフェステ

ィバルという日本最大級のイベントにおいて、若者を募集し、川でのＳＵＰ（スタンド

アップパドルボード）や平和へのメッセージを記載した風船リリースを行いました。 

 
 
How did the organization impact the community? 

どのように、LOM はコミュニティに影響を与えましたか？（使用英単語１５0 語） 
川から広島のまちを見ることで、広島のまちをもっと理解してもらい、広島の地域の

魅力を再認識してもらいました。また、市民に笑顔を創出し、その笑顔がまちの賑わ

いへと変化していきました。その結果，このプロジェクトは，地元の団体に引き継が

れて２０１７年も開催されることになりました。 

 
画像データ四つ必要 



 
 

 
 
 

参加者の想いが込められていました 
 

参加者と交流もしました 
 
 

いつまでも 
平和が 

続きますように 



 
 

 
 
ページ６ 
International Development Programs and Results 

平和への想いを込め風船をリリースしました 
 

参加者によるＳＵＰでのパレード 
 



国際開発プログラムとその結果 

 
What international project or projects has the Local Organization run? 

LOM は、どんな国際的なプロジェクトを運営しましたか？（使用英単語 200 語） 
文化と価値観の異なる日本人の大学生や外国人の留学生に対し、オバマ大統領が来

広したときにハグをした被爆者の講師が，こころの変化や未来への想いについて講

演を行い、その後、それぞれの平和観や想いについてグループディスカッションを

し、それを発表してもらいました。その発表内容は、広島市内で展示し、想いを発信

いたしました。 

 
What impact did the international development project have? 

国際的な開発プロジェクトには、どんな影響がありましたか？（使用英単語１５0 語） 
オバマ大統領とハグをした講師や，握手をしたゲストをお呼びしたことで，メディア

でも大きく取り上げられ，市民に対して大きな影響を与えました。また外国人留学生

が自分の家族に対して伝えることや、市民に発表内容を見ていただくことで平和に

対する考えが伝播するという影響がありました。 

画像データ四つ必要 
 
 



 
 

 
 

平和についてディスカッションしました 
 

平和のこころ伝承委員会委員長挨拶 
 



 
 

 
 
ページ７ 

講師を囲んで記念撮影 
 

平和についての想いをまとめ、発表しました 
 



 Economic Development Programs and Results 
経済開発プログラムとその結果 

 
What project or projects has the Local Organization run to develop the economy? 

LOM は、経済を開発するために、どんなプロジェクトを運営しましたか？（使用英単語 200 語） 
全国大会広島大会を主管し、全国から１万５０００人の青年会議所メンバーを集め

ました。 

 
How did the organization impact the economy? 
どのように、LOM は経済に影響を与えましたか？（使用英単語 150 語） 
日本中から１万５０００人の青年会議所メンバーを集めることで、広島市内及びそ

の周辺のホテルは満室、飲食店も満席となりました。また、観光地では、普段より多

くの観光客が訪れ、大きな地域益が発生しました。 

 
画像データ四つ必要 



 
 

 
 

AWARDS JAPAN2016 で受賞しました 
 

高見理事長、ＪＣＩ会頭、日本青年会議所会頭 
 



 
 

 

史上最高の全国大会を成功させました 
 

大会式典・卒業式 
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