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Basic Information / 基本情報
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

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
３３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
さいたま市
上尾市
伊奈町

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
NONE

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 人
さいたま市、上尾市、伊奈町に住み暮らす人々１５３万人

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
意識を変革を促し、前向きな変化を創りだすため
① 魅力ある人材の育成によりメンバーの資質を高め、志のベクトルを集中しポジ
ティブチェンジする事を促す。
② 展開力ある組織を構築するため、各地青年会議所や他団体との交流を深め、ア
イデンティティを高める。
③ 地域に存在する資源を明確にし、自身のまちへの関心を高め活力ある地域の創
造。

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 各地域に積極的に青年会議所運動を発信する事で、理解と協力を求めた。
② 落語家を講師として、独特の文化である入門（弟子入り）制度における円滑なコ
ミュニケーション能力の向上研修を実施した。
③ 自衛隊という規律正しい組織を通じ、組織の活性化について講演を実施した。
④ 地域の魅力を新たに創出するため、地域市民と共に LED を用いまちのライトアッ
プを実施した。

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 ２６人のメンバーが新たに入会した。日本最大のコンベンションである青年会議所
の全国大会開催に向け、地域諸団体に理解と協力を得た。
② あらゆる状況に応じても良好な人間関係はポジティブチェンジの機会となり組織
がより一層強固になった。
③ 組織活性が及ぼす組織の好循環を改めて理解する事で、運動のあり方についてポジ
ティブチェンジの機会を得た。
④ LED による夜間の照明点灯により街が鮮やかに彩られる事で当初の想定をはるか
に上回る地域市民が参画する機会を創出し、新たな街の可能性を周知した。

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。
1/22～1/24

京都会議 参加

3/19～3/21

姉妹 JC ソウル公式訪問

5/28

関東地区フォーラム 参加

6/2～6/5

ASPAC 高雄大会 参加

6/19

埼玉ブロック大会 参加

7/2～

希望のちからイルミネーション 参加

7/16～7/17

サマーコンファレンス 参加

7/25～7/28

GPS 参加

8/27～8/28

関東地区大会 参加

10/6～10/9

全国大会 参加

10/30～11/4 世界会議 参加

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？
人間力に満ちた人が展開力ある組織をつくり、展開力ある組織が活力ある地域をつく
り、活力ある地域が明るい豊かな社会をつくる。その全ては未来を生きる人のためにメ
ンバーが、人、組織、地域の本来あるべき姿を具体的に描きながら活動ができた事が、
周囲を巻き込む運動へと繋がった。

Most Outstanding Local President 個別項目
ページ３

Leadership, Motivation, Inspiration of Members
メンバーへの、指揮、動機づけ、インスピレーション
Please give an example of how this Local President acted as a leader
この LOM 理事長がどのようにリーダーの役をしたかという例をいくつか挙げてくだ
さい（使用英単語 200 語）
率先して JCI の事業等にも参加し、他の模範となることで積極的なメンバーを増やし
た。常に見られていると意識する事で己を律し、能動的な行動力、考察力は他の模範
となり続けた。

Please give an example of how this Local President motivated and inspired
members この LOM 理事長がどのようにメンバーに動機づけして、奮起させたかとい
ういくつか例を挙げてください（使用英単語 200 語）
様々な事業に積極的に参加する事で他の模範となり出席率向上につなげた。
３月の例会に関しては１００％の出席率を実現した。

画像データ四つ必要

ページ４
Community Impact
地域社会への影響

What work has this person done in the community?
地域社会でどのような行動・貢献を行いましたか？（使用英単語 200 語）
地域住民、行政と共に討議会を実施し、サイレントマジョリティの意見を行政に届け
る場を提供した。行政には普段は知る由もない貴重な意見を、地域住民には、改めて
自身の住み暮らす街を客観的に考える機会を創出した。

How has this work benefited the community?
この行動・貢献はどんな利益を地域社会へ与えましたか？（使用英単語 200 語）
地域住民と行政の距離を近づけることで、行政の諸行事に積極的な参加を促した。

画像データ四つ必要

ページ５

Impact on Local Organization
LOM への影響
What responsibilities did this person take on as a JCI member?
この人は、JCI メンバーとしてどんな責任を引き受けましたか？（理事長になる前の過
去の役職と内容を列挙して下さい）（使用英単語 200 語）
２００７年 アカデミー室 委員
２００８年 特別審査会議 委員
２００９年 教育政策実践委員会 会計幹事
２０１０年 明るい未来創造委員会 委員長
２０１１年 公益推進会議 常任理事
埼玉ブロック協議会 財政局 局次長
２０１２年 常務理事
２０１３年 拡大アカデミー特別委員会 特別副委員長
２０１４年 常務理事
２０１５年 副理事長
日本青年会議所 全国大会運営会議 委員

How did this member's contributions benefit their Local Organization?

どのように、このメンバーの貢献は、LOM のためになりましたか？（LOM の利益、
知名度認知度の向上、財政改善、メンバー数向上、メンバーの資質向上、協力他団体数・
質の向上です）（使用英単語 200 語）
率先した行動はメンバーの参加意欲の向上、青年会議所運動の発信は地域に伝播し、
次の年の全国大会に開催に向け、多くの支援金を獲得するに至った。

画像データ四つ必要

ページ６
Participation in JCI Events
JCI の事業への参加
Describe the member's participation in events and projects of their own Local
Organization
事業への LOM メンバーの参加率と、彼自身の LOM 事業を記述してください。（使用
英単語 200 語）
自衛隊に学ぶ組織活性の極意

９６名 ７６％

人が集う魅力あるまちづくりとは １２９名 １００％
現地調査並びに対話集会 ９４名 ７２％
情報伝達の在り方 円滑な組織運営に向けて ９８名 ７２％
ブロック大会 ７２名 ５１％
サマーコンファレンス ６５名 ４７％
山本昌邦氏に学ぶ時代を生き抜く組織・人材づくり １００名 ６７％
皆で盛り上げよう埼玉中央青年会議所 ９１名 ６１％
起立 日本語の授業 言霊のチカラ ９５名 ６３％
今後の地域ブランドのあり方を考えよう ８３名 ５５％

Describe the member's participation in events and projects of other Local
Organizations, the National Organization and Internationally. 各種事業への LOM
メンバーの参加と他の LOM、NOM と JCI の事業への参加を記述してください。
（使用
英単語 200 語）

1/22～1/24

京都会議

3/19～3/21

姉妹 JC ソウル公式訪問

5/28

関東地区フォーラム 参加

6/2～6/5

ASPAC 高雄大会 参加

6/19

埼玉ブロック大会 参加

7/2～

希望のちからイルミネーション 参加

7/16～7/17

サマーコンファレンス 参加

7/25～7/28

GPS 参加

8/27～8/28

関東地区大会 参加

10/6～10/9

全国大会 参加

10/30～11/4 世界会議 参加
画像データ四つ必要

ページ 7
Exemplification of JCI Values in Personal Life
JCI 活動における

JCIValues の実践

How does this member exemplify the JCI Values in JCI activities?
どのように、このメンバーは、JCI 活動で JCI VALUES を実行しましたか？（使用英単
語 200 語）
人が組織を形成し、組織が活力ある地域をつくり、地域に活気が生じれば明るい豊か
な社会を形成する。なによりも活動するメンバーが楽しむ事で、地域に波及していく
相乗効果を説いた。結果、地域に青年会議所の VALUES を高めた。

Which JCI Value does this member exemplify most in his or her JCI activities?
このメンバーは、彼または彼女の JCI 活動でどの JCI VALUE を最も実践しましたか？
（使用英単語 150 語）
姉 妹 JC で あ る ソ ウ ル と 民 間 外 交 を 通 じ THAT THE BROTHERHOOD OF MAN
TRANSCENDS THE SOVEREIGNTY OF NATIONS

を具現化した。両国間の友情の確認は現

在の両国間の顕在する問題を TRANSCENDS している。

画像データ四つ必要

ページ８

・Exemplification of JCI Values in JCI Activities
JCI 活動以外における JCIValues の実践
How does this member exemplify the JCI Values in his or her personal life?
どのように、このメンバーは、彼または彼女の私生活で JCI VALUES を実行しました
か？（使用英単語 200 語）
JC 活動、家族、仕事、自身の取り巻く環境全てに誠実に向き合い、率先垂範の精神で
実行した。

Which JCI Value does this member exemplify most in his or her personal life?
このメンバーは、彼または彼女の私生活でどの JCI VALUE を最も実践しましたか？
（使用英単語 150 語）
家族や従業員の理解を得るため、JC の目的を自らの率先した活動や、丁寧な説明を
通じ VALUE を高めた。

画像データ四つ必要

