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 10 月 15 日（土）12:00～18:40（受付開始時刻 11:00）
October 15 (Sat.), 2016
12:00 - 18:40 (Reception start time: 11:00)

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
大阪青年会議所メンバー：179 名
大人：50 名
子ども：82 名
179 members
50 adults
82 children

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
無
None

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
予算：29,000＄
29,000＄
Profit / Loss 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
0
0

In Which UN MDG best fit (if Apply)?
ば）
説明：

UN MDGs の該当項目（もしあれ

無
None

Who is benefited?
誰の為に？
説明：活動エリアに住み暮らす人々

人

大阪青年会議所のメンバー
Members of JCI Osaka

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
公への想いを未来へと贈り継ぐ意欲を持ち、揺るぎない連帯感をもって共創
を生み出すメンバーを増やす。
JCI Osaka’s objective is to increase the number of members who can do the
followings:
1. Contribute to the public.
2. Have willingness to pass it on to the next generations.
3. Have a strong sense of solidarity.
4. Realize sincere co-creation.

Overview
概要
説明：必ず結果と合致しているはず
組織を取り巻く状況が刻々と変化する今、目指すべき理想の実現のため、受
け継がれてきた関係性を活かし、これまで以上に同志の力を束ねなければな
りません。
メンバー同士の連帯感を高め、組織で課題解決に取り組み、連帯感あふれる
共創の中核となる組織が必要と考えたためです。
Now that the situation surrounding the organization changes constantly, JCI Osaka
needs to do the followings in order to realize the ideal:
1. Utilize the inherited relationships.
2. Bundle the forces of members more than ever.
It is because JCI Osaka thought the followings are necessary:
1. Raise the sense of solidarity among members.
2. Work on problem solving in the organization.
3. Become the core of co-creation full of solidarity.

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
目的①
公への想いを未来へと贈り継ぐ意欲を持つメンバーを増やすことを目的とします。

（手法）
自らを支えてくれている人びとが集う場において、仲間と共に一体となって住み暮らす都市
の未来を創る活動に誇りを感じる機会を提供します。

■達成状況
・参加メンバー179 名中 140 人（82％）のメンバーが公への想いを未来へと贈り継ぐ意欲を持
つができたというアンケート結果において目標を達成したと考えます。

目的②
揺るぎない連帯感をもって共創を生み出すメンバーを増やすことを目的とします。

（手法）
世代や立場を超えた人びとと共に公への想いを基軸に培ってきたこれまでの関係性をさらに
深く強くする機会を幾度となく提供します。
・
■達成状況
・参加者 179 名中 165 名（92％）が揺るぎない連帯感をもって共創を生み出すできたこととい
うアンケート結果によって目的を達成したと考えます。

Objective 1:
We aim to increase the number of members who have willingness to contribute to
the public and pass it on to the next generation.
Method:
We provide opportunities for members to have pride in creating the future of the
local community in cooperation with others.
Achievements:
According to the questionnaires, 140 members (82%) out of the 179 participating
members were motivated to contribute to the public and pass it on to the next
generations.

As a result of this, we could achieve our objective.

Objective 2:
We aim to increase the number of members who have a strong sense of solidarity
and realize sincere co-creation.
Method:
We provide opportunities for members to contribute to the public and deepen and
strengthen their relationships with people beyond their generation and position.
Achievements:
According to the questionnaires, 165 members (92%) out of the 179 participating
members could have a strong sense of solidarity and realize sincere co-creation.
As a result of this, we could achieve our objective.

Actions Taken 行動
説明：
・理事長に挨拶を賜り、仲間と共に一体となって住み暮らす都市の未来を創る活動に誇りを感
じてもらいます。

・「想い出をカタチに」共創エリアでは食べ物づくりの体験（ピザ、ケーキ作り）やモノづく
り
（フォトフレーム、ライトスクラッチ、ミニオカリナの絵付け）など普段できないモノづく
り体験を、仲間と共に挑戦してもらいました。

・ピクチャーアートでは登録時に記念写真を撮影し、「共創」という文字に模った中に写真を
貼り想い出を写真で形に残し、贈り継ぐ気概を醸成する機会を提供しました。

・フィナーレとして打ち上げ花火を実施致しました。250 発の花火の中に「大阪青年会議所花
火」を用意して、大阪青年会議所の特別感を出しました。大阪青年会議所メンバーの熱い想い
に触れていただき、大阪青年会議所への誇りを再認識してもらいました。

・野外広場の中心にやぐらを建て、屋台を並べて秋祭りをイメージした会場を設営し、ヨーヨ
ーすくいや綿あめ等を楽しみ、やぐらではラッキィ池田氏によるみんなでダンスを楽しんでも
らいました。

・絆を築くバーベキューでは開放感のある場所で、バーベキューを楽しんでもらいながら、協
力して豪華食材を目指しクイズに挑戦してもらうことで、メンバー同士や委員会の垣根を越
え絆を深めてもらい、これまでの関係性をさらに深く強くすることが出来ました。

・Local President delivered his opening address and made members feel proud of
our activities to create the future of the local community in cooperation with
other members.
・We let members experience what they could not challenge in their daily life.
They made pizza and cakes, and manufactured photo frame, light scratches,
painting of mini ocarina etc.
・In Picture Art, we took a commemorative photo at the time of registration and
affixed a photograph in a figure that looked like the word "co-creation." We

provided the opportunity to foster a spirit of gift-giving by leaving memories
in the form of photographs.
・We set off 250 fireworks as a finale.

Some of them displayed “JCI Osaka

Fireworks,” which gave a special feeling to viewers. They touched JCI Osaka’s
passion and reconfirm their pride in JCI Osaka.
・We built a tower at the center of the open field, set up a venue that imaged
the autumn festival arranging the stalls, enjoyed yo-yo and cotton candy, etc.
In the tower, Mr. Lucky Ikeda and participants enjoyed dancing together.
・We held a barbeque party in order to deepen human ties, and members enjoyed
it. We prepared luxury ingredients of the barbeque. Members challenged quizzes
in cooperation with others with the aim of getting the luxury ingredients. As
a result of this, we could deepen members’ bonds beyond the boundaries among
members and committees.

In addition, we could deepen and strengthen their

relationships so far.

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？
会員交流事業では参加した大阪青年会議所メンバー同士で連帯感が築かれ
ました。さらに組織をより強固にする為に大阪青年会議所を取り巻くすべて
の人たちとの協力が必要だと考えます。大阪青年会議所の活動内容や事業の
真意を事前に伝え、メンバー同士だけでなく取り巻くすべての人びとの垣根
を越えて強い連帯感を構築していくべきだと考えます。
In this program, a sense of solidarity was created among participating members
of JCI Osaka. We believe the followings are necessary to further strengthen the
organization:
1. To cooperate with all the people surrounding JCI Osaka.
2. To introduce our activities and the real intention of this program in advance.
3. To build a strong sense of solidarity beyond the boundaries of not only members
but also all the people surrounding them.

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？ ※２００語まで
公への想いを未来へと贈り継ぎ意欲を持ち、揺るぎない連帯感をもって共創
を生み出すメンバーを増やすことが目的です。
JCI Osaka’s objective is to increase the umber of members who can do the followings:
1. Contribute to the public.
2. Have willingness to pass it on to the next generations.
3. Have a strong sense of solidarity.
4. Realize sincere co-creation.

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？

※２００語まで

メンバー同士そして、周りの家族同士の交流を深めることによりお互いの新
たな部分を発見することがよりよい社会へとつながると考えるため活動計
画に合っていると考えます。
By deepening exchanges between members and their families, they discovered new
parts of each other. It will lead to a better community. For the reasons set
forth above, we believe this program aligns the JCI Plan of Action.

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？ ※２００語まで
予算計画は財務管理を行うにあたり、非常に効果的でした。
予算を決して無駄にすることなく、予算計画があったからこそ計画通りに事
業運営を行えたと考えます。
The budget plan was very effective for the financial management.
We never wasted the budget.

We believe we could run this program as planed because

we had the budget plan.

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？
※２００語まで
会員交流事業では全てのプログラムにおいてメンバー同士だけでなく取り巻
く全ての人たちへの良い変化をもたらしたと考えます。
また、ラッキィ池田氏とのダンス際は参加者だけではなく、一般の人たちを
巻き込み、大きなネットワークを築くきっかけになったと考えます。
The membership exchange program created positive change in not only the members
but also all the people around them.
Also, not only participating members but also local people enjoyed dancing with
Mr. Lucky Ikeda.

We think this triggered building a big network.

ページ４
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？
※３００語まで
普段の会話だけでは中々相手に伝わりにくい、家族だけにしか見せない素顔
や人となりがよりわかり、さらに深く強い絆を築くことによって、平和の存
在を広げることができました。
We found out members’ real face which is difficult to be conveyed to others in
their daily conversation and which they show only to their family. By building
deeper and stronger ties in this way, we could extend the presence of peace.

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？

※２００語まで

JCI 大阪でしかできない特別な花火を打ち上げることによって参加者はその
華やかな演出に心から魅了されたと考えてます。
花火を打ち上げるにあたっての色々な部分の安全確認を行い、いかに平和に
進めれるか模索できたと考えます。
Through the launch of special fireworks that only JCI Osaka could do, participants
were deeply fascinated by our gorgeous directing.
We confirmed the safety in various parts in launching fireworks and think that
we were able to find out how to run the program peacefully.

ページ５
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？
※２００語まで
メンバー同士の交流をするだけではなく、その周りの人や家族同士も交流を
図ることができ、分け隔てなく一つとなって目的に向かって行動することが
できることです。
This program makes it possible for not only members but also their families and
people around them to interact with each other, and to act together towards the
same purpose.

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※３００語まで
現実問題として、JCI 大阪の活動にすべての方が賛同してもらってないと思
います。会員交流事業を通じてその蟠りや誤解されていた部分が解消の方向
に向いたと考えます。
また、実際にアンケート結果で会員交流事業を続けて欲しいという声も多数
いただいたので、念入りに計画を練って事業を行えば素晴らしいコミュニテ
ィが生まれると考えます。
As a matter of fact, we don’t think everyone agrees with the activities of JCI
Osaka. However, we believe that part of the misunderstanding was straightened
out through this membership exchange program.
According to the questionnaires, many of the participating members want us to
continue this program. If we plan and run the program carefully, we think that
a wonderful community will be created.

ページ６
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？
※２００語まで
メンバー同士だけではなくその周りのひとや家族とも一体感を高めること
ができたことが利益だと考えます。
Not only the members but also their families and the people around them could
heighten a sense of unity.

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？

※２００語まで

家族同士の交流することによって、メンバー同士にしか見せない姿、また家
族にしか見せない姿を改めて発見し、互いを見つめなおす機会を提供するこ
とができました。
By interacting with each other, members discovered the real face that they show
only to the members and that they show only to their family.

In this way the

program provided opportunities for members to look back on each other.

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？ ※２００語まで
事業を通じて一つの目的に向かってメンバーの交流を築き、また家族や OB を含めた大阪の都
市の人びとを巻き込み、これまでの関係性をさらに深め相互理解をより強いものにする事業を
定期的に行うことで、これまで以上の信頼関係を結び、揺るぎない連帯感をもって課題解決に
向けて取り組むことのできる組織を構築することが出来ると考えます。

We think we can develop trust relationships and build the organization that can
work on solving problems with a strong sense of solidarity by doing the followings:
1. Building exchanges among members toward the same goal.
2. Involving local people including members’ families and senior associate.
3. Holding the program regularly.

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？
※３００語まで
会員交流事業では参加した大阪青年会議所メンバー同士で連帯感が築かれました。さらに組織を
より強固にする為に大阪青年会議所を取り巻くすべての人たちとの協力が必要だと考えます。大
阪青年会議所の活動内容や事業の真意を事前に伝え、メンバー同士だけでなく取り巻くすべての
人びとの垣根を越えて強い連帯感を構築していくべきだと考えます。

In this membership exchange program, a sense of solidarity was created among
participating members of JCI Osaka. We believe the followings are necessary to
further strengthen the organization:
1. To cooperate with all the people surrounding JCI Osaka.
2. To introduce our activities and the real intention of this program in advance.
3. To build a strong sense of solidarity beyond the boundaries of not only members
but also all the people surrounding them.

