Basic Information / 基本情報
Duration / 開催期間
説明：～年～月 から ～年～月まで
２０１６年２月２７日
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
４７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
モラージュ菖蒲
一般社団法人全日本ママ起業連合会
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
４６８，２２４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）
なし
Who is benefited?
誰の為に？
説明：活動エリアに住み暮らす人々 人
地域市民、青年会議所会員開発のため

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
【目的１】
様々な情報を提供し資質向上に役立てること
【目的２】
地域市民とＬＯＭの連携を図ること

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。
自分の地域に住む市民が自らの現代社会を理解し時流にそったまちづくり
をしていかなくてはならないという機会の提供を一般市民だけではなく地
元経営者のかたに３つのセミナーを開催した。

Results 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

ショッピングモールを会場にしたために多くの一般参加者が集まった。それ
ぞれ違う分野のセミナーになったため参加された人は多くの知識をえるこ
とができた。ただ小さなお子様の対応が手薄になり会場が少しうるさくなっ
てしまった。検証についてはアンケートをとり参加者の満足度を調査した。
女性起業家向けのセミナーでは子育てと仕事について働き方のコツを学ぶ
ことが出来た。またマイナンバー制度についてはまずは知ることが出来た意
見が多かった。

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。
１１月

９日

月

資料作成

１１月 ２７日

金

第 5 回スタッフ予定者会議

１１月 ３０日

月

企画書作成 （意見と対応）

１２月

１日

火

第３回公益財政審査予定者会議

１２月

２日

水

企画書作成 （意見と対応）

１２月

８日

火

第４回定例理事予定者会議 (協議）

１２月

９日

水

企画書作成

１２月 ２３日

火

企画書作成

１月

７日

木

第１回スタッフ会議

１月

８日

金

企画書作成 （意見と対応）

１月 １２日

火

公益財政審査会議

１月 １８日

月

第 1 回定例理事会 （審議)

１月 ２１日

木

委員会 （例会準備）

２月

４日

木

委員会 （例会準備）

２月 １２日

金

委員会 （例会準備）

２月 １９日

金

委員会 （例会準備）

２月 ２４日

水

委員会 （例会準備）

２月 ２５日

木

リハーサル （例会準備）

２月 ２７日

土

２月第一例会

２月 ２９日

月

報告書作成

３月

４日

金

第３回スタッフ会議

３月

５日

水

報告書作成

３月 １０日

木

第３回公益財政審査会議

３月 １６日

水

報告書作成

３月 ２２日

火

第３回定例理事会

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？
事業目的に達した点
・ 一般参加者に様々な情報を伝え資質向上に役立てることができた。
・参加されたメンバーに様々な情報を学んでもらい資質向上に役立てる事ができた。
事業目的に達しなかった点
・セミナーの内容が理解できなく途中退室者が数名いました。退室された数名の方に様々な情
報、資質向上に役立てる事ができなかった。
・久喜青年会議所の全メンバーに情報を伝えることができなかった。
・広報面についてしっかりとすべきでした。

Best Local Growth & Development Program
個別項目
Strategic Plan

戦略計画

What were the objectives of the program
何がそのプログラムの目的？ ※２００語まで
「明るい豊かな社会」の実現には、この地域に住む市民が自ら現状を変えようとする強い気持
ちが必要不可欠です。市民に運動を伝えて行く事で今より更に元気で逞しい明るい豊かな社会
の実現に近づくのではないでしょうか。経営者だけに限らず、多くの一般市民に久喜青年会議
所を理解していただく運動が必要だと考えます。

How does this program advance the plan of action of the Local
Organization? どのように、このプログラムは、ＬＯＭの活動計画を推進し
ますか？ ※２００語まで
一般市民に対して多く集まる憩いの場において青年会議所の活動を生で体
験していただけることと参加していただけた人が得な知識を持っていただ
くことにより逞しい地域を確立します。

How does this project advance the JCI Mission and Vision?
どのように、このプロジェクトは、JCI ミッションとヴィジョンを推進しま
すか？
※２００語まで
本例会では女性にターゲットを置いて行いましたので女性の活躍社会に関しても力を注いで行
けるようにとして行けると感じました。
また、多数の一般市民に参加していただき、ＪＣの組織・運動を知っていただける機会となり
ました。
この結果、自立に向けた市民意識の変革につながると考えられる

画像４枚
Involvement of Local Board of Directors and Members
ＬＯＭ理事とメンバーの参加
By number, how many members were involved?
数で答えて下さい。参加メンバー数は？ ※２語まで
４７メンバー
By percentage, how many members were involved in this program?
％で答えて下さい。メンバーの事業参加割合は？ ※１語まで
８９％
・How many Local Board members were involved in the project?
数で答えて下さい。ＬＯＭの理事の参加人数は？
※１語まで

20 members

画像４枚

Methods of Implementation
実施方法
What methods and/or activities were used to grow and develop the Local
Organization?
どのような方法や活動が成長と開発の為に用いられましたか？ ※３００語
まで
ショッピングモールという一般市民が利用する会場を利用することで多くの市民のかたに知っ
ていただく機会となる。また無料で誰でも体験できることにより知識もつき学びの機会も提供
できＪＣの活動が多くの人の目に留まりそれが伝播していくことで成長と開発につながった。

Which method/activity was the most effective in recruiting new members?
Why? どの方法や活動が、新メンバーを入れることに最も効果的でしたか？
なぜ？
※１５０語まで
それぞれ違う分野のセミナーを同日で開催したために幅広い人に広報できた。また時間を１日
という時間を設けたため仕事の空いた時間で参加できるなどの工夫をしたため新メンバー拡大
に効果的であった。

Which method/activity was the most effective in developing current members?
Why? どの方法や活動が、現在のメンバーを成長させることに最も効果的でし

たか？ なぜ？ ※１５０語まで
３つの異なる分野のセミナーがメンバーの学びの機会となった。また会場の
ショッピングモールで開催したために自分の活動のＰＲを多くの人の前で
やる機会がメンバーの成長につながった。

画像４枚

Results Achieved
成し遂げられた結果
By number, how many new members were recruited by this program?
数字でお答えください。この事業によって何名の新しいメンバーを獲得でき
ましたか？
※２語まで
６名

Which objectives did the program achieve?
プログラムは、どの目的を達成しましたか？ ※２００語まで
一般参加者が知識見識を身につける事ができた。

What was the most important outcome of this program?
このプログラムで最も重要な結果は、何でしたか？ ※１５０語まで

多くの一般市民に久喜青年会議所を理解していただくことに繋がった。

画像４枚

Long-term Impact of the Program
プログラムによる長期的影響

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
新入メンバーを増やすことで、メンバーに自己変革の機会を提供したこと。
新入メンバーがＪＣＩＫＵＫＩに入会することで、既存メンバーもさらにさまざまな社
会貢献運動に携わるようになった。

What changes would you make to improve the results of this project?
あなたは、このプロジェクトの結果を改善するために、どんな変更を計画し
ていますか？ ※３００語まで
今後も地域に対して露出していくことが大切だと考えている。しかし若者が
減少していくことが予想されるこの地域において働く場所の確保など行政
と連携していくことが重要だと感じました。

画像データ四つ必要

