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スマイルフェスティバル in 前橋 2018 
 

Smile Festival in Maebashi 2018 

目的  Purpose 

背景 
当 LOM が運動を行う前橋市は、首都圏からのアクセスや多数のスポー
ツ施設を有するなど多くの魅力があり、東京五輪の開催を契機により
スポーツの街としての発展の兆しを出しておりました。そのような
中、スマイルフェスティバル in 前橋は、上述の市の状況を鑑み当
LOM の 65 周年記念事業として開始され、複数の有名アスリートや県
内のプロスポーツ球団等を一同に集め、多くの子供たちが将来の夢を
持つきっかけ作りとなる事業になりました。また、3 年間 LOM の看板
事業として行われ、メンバーの自信と誇りの醸成や、LOM の発展と地
域の活性化に寄与してまいりました。今年は関東地区大会の記念事業
に位置づけられ、事業の発展だけでなく、より多くの共感者を見出せ
る機会でもありました。 
 
対内 
①前橋青年会議所の連帯感の醸成 
②市民・行政・関係団体との連携強化 
③地域を牽引するリーダーに向けたメンバーの情熱と責任感の醸成 
 
対外 
①青少年が、各種スポーツ競技（障害者スポーツ競技含む）を体感、
吸収し、自⾝の健全な成⻑（精神的、⾁体的）を促す。 
将来の⽬標、ビジョンを持って行動することの大切さを学ぶ。 
②市民のスポーツ熱を⾼め、健康増進を図ること及びスポーツによる
地域振興を図る。 
③障害者への理解を深め、共存共栄の基礎とする。 

 background 
Maebashi City to which our LOM Belong, has many attactions 
such as having access from the metropolitan area and having 
many sports facilities, has displayed signs of development as a 
sports town since Tokyo Olympics. Under such circumstances, 
Smile Festival In Maebashi(SFIM), started as the 65th 
anniversary of our LOM, has given the children to have a dream 
for the future with several famous athletes and professional 
sports teams in the prefecture all together. Besides this, as a 
poster project of LOM for three years, SFIM has made a great 
contribution to foster our pride and development our LOM.It was 
not only develop the project but also an opportunity to find 
more sympathizers. 
 
Inward goal 
① Foster sense of solidarity of the Maebashi Youth Council 
② Strengthen cooperation with citizens, administration and 
related organizations 
③ Fostering members' passion and sense of responsibility 
toward leaders who lead the area 
 
Outward goal 
① Bless years encourage and absorb various sports 
competitions (including sports competitions for persons with 
disabilities), encouraging self-directed healthy growth (spiritual 
and physical). 
Learn the importance of acting with targets for the future, 
vision. 
② Make citizens of Maebashi become enthuse about all kind of 
sports and improving health will lead to good promotion of our 
region . 
③ Further understanding of people with disabilities is connected 
to the foundation for mutual prosperity. 
 

開始日※日付で記載  Start date 

平成 29 年８月 26 日 事業計画作成開始 
平成 30 年１月 11 日 協賛金募集の開始 
平成 30 年１月 14 日 LOM 全体へ事業内容の周知 
平成 30 年２月 21 日 LOM 全体へ事業内容の周知および進捗報告 
平成 30 年６月 02 日 事業告知・スポーツ教室参加者募集の開始 
平成 30 年６月 19 日 LOM 全体へ事業設営計画の周知 
平成 30 年８月 03 日 LOM 全体へ事業設営計画の周知・直前リハ 
平成 30 年８月 11 日 事業実施 

 JCI ウェブフォームは、カレンダーから選択方式なので記載不要 

終了日※日付で記載  End date 

平成 30 年 8 月 11 日  JCI ウェブフォームは、カレンダーから選択方式なので記載不要 

事業対象者  Target 

・前橋青年会議所メンバー 78 名 
・アスリート 30 名 

前園真聖氏、鈴木尚広氏、大畑大介氏、塚原直貴氏、内田翔氏、 
寺内健氏、ザスパクサツ群馬、群馬ダイヤモンドペガサス、 
パナソニックワイルドナイツ、群馬クレインサンダース等 

・スポーツ教室参加者 614 名（申込 680 名） 
各スポーツのグループに分かれアスリートより直接指導 

・ボランティア 40 名 
⾼校生や大学生、また一般市民の有志 

・一般来場者 2,000 名 
教室参加者の親、地元市民等 

・関東地区内のメンバー 160 名 
各ブロック 20 名毎によるブロック対抗戦 

 · Member of Maebashi Youth Council   78  
· Athletes   30 
Mr. Maezonomiya, Mr. Naohiro Suzuki, Mr. Daisuke Ohata, Mr. 
Naoki Tsukahara, Sho Uchida, 
Takeshi Teraiuchi, Zusupakusatsu Gunma, Gunma Diamond 
Pegasus, 
Panasonic Wild Nights, Gunma Crane Sanders etc. 
· Participants of sports classes  614 (applications 680) 
Divide into groups of each sports, and guide from athletes 
directly. 
· Volunteers 40 
High school students, university students, volunteers of ordinary 
citizens 
· General visitors 2,000 
Parents of participants, local citizens etc. 
· 160 members in Kanto area 
Block competition by every 20 people in each block 

SDGs の該当項目 
該当項⽬を１つのみ選択 

 Sd goal 

3.すべての人に健康と福祉を  3. 

発展段階 
Active Citizen Framework「展開」の項⽬での３項⽬の発展段階から
選択 ①健康な⾝体と精神 ②教育と経済力強化 ③平和・繁栄・持続
可能性 

 Development stage 
“Health and Wellness”・“Education and Economic 
Empowerment”・“Peace, Prosperity, and Sustainability”から選択 

① 健康な⾝体と精神  Health and Wellness 



   

① 目的・財務計画・実施 
 

Objectives, Planning, Finance and Execution 

このプログラムの目的を記述してください。 
 

What were the objectives of this program? ※200 単語まで 

本事業を地元前橋市の発展のみならず、市民や行政・協力団体、また
県内の青年会議所（１１LOM）とともに連携することで、より規模の
大きな事業へと昇華させていく。そして、多くの子供たちが本事業と
触れ合うことでスポーツ愛を育み、また地元愛の醸成に繋げていく。 

 
By collaborating this project with not only the local Maebashi city 
locals but also citizens, administrative and cooperative 
organizations, and the Junior Chamber of Commerce (11 LOM) 
in the prefecture, we will sublimate it to a larger project. And, as 
many children interact with this project, they will foster love of 
sports and will lead to the development of local love. 

このプログラムが、どのように JCI 行動計画に準じているかを記述し
てください JCI Plan of Action を参照して、インパクト Impact（影
響力）・モチベート Motivate（意欲）・インベスト Invest（投資）・
コラボレート Collaborate（協働）・コネクト Connect（つながり） 
についてそれぞれ記載してください 

 
How does this program align to the JCI Plan of Action? ※
200 単語まで 

インパクト（影響力） 
地域に存在するスポーツ資源（スポーツ熱、施設環境等）の再認識を
促すことができた。スポーツを根幹としてそこから派生する青少年の
希望、障害者への理解等を意識向上を図ることができた。 
大規模事業による LOM への効果（会員の意識向上、組織及び地域への
誇りの認識） 
 
意欲 
多数の協賛者の共感及びボランティア・地域団体・行政等、多数の能
動的市民、地域全体での事業構築を図ることができた。 
 
投資 
地域社会の共感が地元企業を中⼼とする多数の協賛金（1 社 1 万円か
ら。700 社の協賛）に反映されている。 
 
協力 
多数のボランティア（学生、地域団体）、地元プロスポーツチームの
参加、行政の理解を得て、スポーツ振興その他、青年会議所のまちづ
くり運動に共感する多数の者との連携のもとで事業構築できた。 
 
つながり 
上記協力を得られたのは、青年会議所のこれまでの取り組みへの共感
があり、本事業の実施を通じてつながりをより深めることを可能にし
た。本事業は継続事業として今後も発展しながら継続され、よりつな
がりを深めるツールとなることが見込まれる。 

 
Impact (influence power) 
I was able to encourage re-recognition of sports resources 
(sports fever, facility environment etc.) existing in the area. I 
was able to raise awareness of the hope of a young age from 
which sports is based and the understanding of people with 
disabilities. 
Effect on LOM by large scale project (Improvement of members' 
consciousness, recognition of pride to organization and region) 
 
Motivation 
We were able to build a large number of active cities, 
community groups and other areas, such as sympathy of 
volunteers and volunteers · local groups · administration. 
 
investment 
Empathy of the local community is reflected in a large number 
of sponsorships (local cooperation of 700 companies, from 
10,000 yen for one company) with local companies. 
 
 
Cooperation 
Under the cooperation with a large number of volunteers 
(students, community groups), participation of local professional 
sports teams, understanding of administration, sports promotion 
and others, sympathizing with town planning movement of the 
Young Chamber of Commerce I was able to construct a 
business. 
 
connection 
The reason for obtaining the above cooperation was to 
empathize with the previous efforts of the Young Chamber of 
Commerce and to make it possible to deepen the connection 
through implementation of this project. It is expected that this 
project will continue as it continues to develop as a continuing 
project and will become a tool to further deepen the connection. 

予算計画通りにプロジェクトを実行できましたか？ 
予算上の工夫や、予算の内訳の概算を記述してください 

 
Was the budget an effective guide for the financial 
management of the project? ※150 単語まで 

概要  Overview 

市内の企業を中⼼に一社ずつ説明に伺い多く理解者を募ることで、特
定の協賛者だけで事業を行うのではなく、より多くの市民・企業から
の協賛で成り立つ事業にして、市民と青年会議所が一体となって事業
を実施。 
オリンピック等で活躍した多くのアスリートを呼び、そして県内のプ
ロスポーツ団体と連携をして、子供たちにスポーツ教室を行う。 
またスポーツへの興味を膨らますために、そして障がい者スポーツに
も触れていただくために、気軽にスポーツを体験できるコーナーを設
置。 
前橋市の資源である「水」に因んだイベント 1,000 人水鉄砲「スマフ
ェトゥーン」をアスリートも含めた参加者全員で実施し、子供達への
強烈な思い出作りを促す。 
その後、地元の花火大会と連携し有名アーティストを呼んだ野外ライ
ブを行い、地域を巻き込んだ事業を実施。 
 

 By asking companies to explain one by one, mainly by 
companies in the city and asking for a lot of understanders, has 
lead Junior Chamber and citizens to carry out the project in 
close cooperation.   
We will do sports classes in cooperation with professional sports 
organizations for the children with many athletes who was 
active as Olympic Games etc. 
 Also, in order to expand the interest in sports and to touch 
sports, we set up a corner where we can feel free to do sports. 
Events related to 'Water' which is a resource of Maebashi City 
named "Smafetune":water gun, is carried out by all participants 
including athletes and encourages children to make intense 
memories. 
After that, in cooperation with the local fireworks festival, we 
performed an outdoor live with a famous artist and implemented 
a business involving the area. 



収入 880 万円（担当事業費 73 万、繰越金 29 万、協賛金 710
万、教室参加料 68 万） 
 
支出 880 万円（会場費 23 万、会場備品 71 万、アスリート 
311 万、広告料 132 万、企画演出費 188 万、その他 155 万） 
 
工夫 
収入 協賛金を募集（⽬標額 700 万円）。多数の共感のもとで運営す
るため、1 事業者 1 万円から募集。（結果 710 万円）。 
多数の協賛者の理解共感を得るべく事業内容を丁寧に説明。 
支出 青少年教育、障害者スポーツへの理解促進など社会的意義付け
による講師費⽤抑制、ボランティア協力 

 
Revenue 8.8 million yen (Project cost of 730,000, carryover 
290,000, sponsorship 7.1 million, classroom entry fee 680,000) 
 
Expenditure 8.8 million yen (venue fee 230,000, venue furniture 
710,000, athlete 311,000, advertisement fee 1,330,000, 
planning and production cost 1.88 million, other 1.55 million) 
 
Husband 
We are looking for income cooperation 金 (target amount 7 
million yen). We are recruiting from 1 business operator to 
operate it under a lot of empathy. (Result 7.1 million yen). 
Explain the business details carefully in order to gain 
understanding and sympathy by many sponsors. 
Reduction of lecturers' education, promotion of understanding 
for disabled sports, etc. lecturer spending by social significance, 
volunteer cooperation 

このプロジェクトはどのように JCI ミッション・ヴィジョンを推進し
ましたか？ミッションとヴィジョンに分けて記載 
ミッション：より良い変化をもたらす力を青年に与えるために、発
展・成⻑の機会を提供すること 
ヴィジョン：若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークに
なること 

 
How does this project advance the JCI Mission and Vision? 
※200 単語まで 
【参考】 
JCI Mission：To provide development opportunities that 
empower young people to create positive change 
JCI Vision：To be the leading global network of young active 
citizens 

JCI MISSION の推進 
青少年、市民、会員に対し、以下の発展・成⻑の機会を提供できた。 
①スポーツ振興、健康増進の意識向上 
②青少年の夢・希望（有名アスリートの教室及びパフォーマンス） 
③障害者への理解促進、共存共栄の礎 
④ボランティア、協力団体、行政との連携のもとでの地域一体の事業
構築 
 
JCI VISION の推進 
ボランティア（学生、市民団体）、行政、協力団体（地元プロスポー
ツ団体、各種スポーツ協会、⾼校）の連携のもと、会員が中⼼とな
り、事業構築したことで各団体の協力体制及びネットワークがより強
化され、相互理解を深めることにつながった。 
本事業を通じ、将来的にも相互理解、協力体制はさらに発展すること
が見込まれる。 

 
Promotion of JCI MISSION 
We were able to offer the following development and growth 
opportunities to Young Year, Municipal Government, Members. 
① Awareness raising of sports promotion, health promotion 
② Dreams and hopes of young people (classrooms and 
performances of famous athletes) 
③ Promotion of understanding for people with disabilities, 
foundation of mutual prosperity 
④ Building a business of the whole community under 
cooperation with volunteers, cooperative organizations, and 
administration 
 
Promotion of JCI VISION 
Under the cooperation of volunteers (students, city groups), 
administrations, cooperative organizations (local professional 
sports organizations, various sports associations, high schools), 
members became internal and business organized The power 
system and the network were further strengthened, which led to 
deepening mutual understanding. 
Through this project, mutual understanding and cooperation 
system will further develop in the future. 

   

② LOM 間の協力 
 

Cooperation between the Local Organizations 

2 つの組織はどのように協力・協働しましたか？  
 

How did the two organizations work together? ※150 単語ま
で 

事前に複数の会議を設け、事業内容の理解促進と、協力体制の強化を
実施。 

 
 
Prepare multiple meetings in advance to promote understanding 
of business contents and strengthen cooperation system. 

このプロジェクトのタスク・仕事を組織間でどのように分担したかを
記述してください。 

 
Describe how the tasks and planning of the project were 
divided between the organizations. ※250 単語まで 

群馬県内の各 LOM より複数のボランティアを募り、11 種類のスポー
ツ教室と、11 種類のスポーツ体験コーナーに振り分け、それぞれで責
任者と補佐をお願いした。 
 
例えば、サッカー教室の担当を前橋 JC メンバーを責任者にし、補佐で
⾼崎 JC からのメンバーを３名つけ、グループで設営を行った。 

 
Multiple volunteers were recruited from each LOM in Gumma 
prefecture, divided into 11 types of sports classes and 11 types 
of sports experience corner, asking for responsible person and 
assistant in each. 
 
For example, in charge of soccer classes, Mr. Maebashi JC 
members were responsible, three members from Takasaki JC 
were appointed as assistants, and the group set up. 

   

③ メンバーへの影響と JCI ヴィジョンへの貢献 
 

Impact on Members and Contribution to the JCI Vision 

このプロジェクトの運営によって、LOM メンバーが得たことを記述し
てください。 

 
How did the members of the Local Organizations benefit 
from running this project? ※200 単語まで 



多くの LOM と協力して事業を実施することで、自⾝の LOM だけでは
成し得ないより大きな内容の事業が実施できた。また、他 LOM メンバ
ーとの友情を育み、そして地元愛をさらに育むことができた。 

 
 
By implementing projects in cooperation with many LOMs, we 
were able to implement larger content projects that could not be 
achieved by our own LOM alone. It also fostered friendship with 
other LOM members, and was able to nurture local love further. 

このプログラムによって、どのように JCI ヴィジョンを推進しました
か？  
ヴィジョン：若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークに
なること 

 
How did the program advance the JCI Vision? ※200 単語ま
で 
【参考】JCI Vision：To be the leading global network of young 
active citizens 

JCI VISION の推進 
ボランティア（学生、市民団体）、行政、協力団体（地元プロスポー
ツ団体、各種スポーツ協会、⾼校）の連携のもと、会員が中⼼とな
り、事業構築したことで各団体の協力体制及びネットワークがより強
化され、相互理解を深めることにつながった。 
本事業を通じ、将来的にも相互理解、協力体制はさらに発展すること
が見込まれる。 

 
Promotion of JCI VISION 
Under the cooperation of volunteers (students, city groups), 
administrations, cooperative organizations (local professional 
sports organizations, various sports associations, high schools), 
members became internal and business organized The power 
system and the network were further strengthened, which led to 
deepening mutual understanding. 
Through this project, mutual understanding and cooperation 
system will further develop in the future. 

   

④ 地域社会への影響 
 

Community Impact 

地域社会的影響を、どのように測りましたか？  
 

How did the Local Organizations measure community 
impact? ※200 単語まで 

当日参加者へのアンケートを実施。 
（スポーツ教室参加の子供達 614 名） 
（ご家族分を抜いた一般来場者 800 名 
 
また、事業開始前の協賛金募集運動を通じ、より多くの企業の理解を
得た。協賛者数 447 社（名） 
 
本事業がきっかけとなり行政・商工会議所の強力を得られ、花火大会
との連携など今までにない取り組みが開始された。 

 
 
We conducted questionnaires to participants on the day. 
(614 children participating in the sports classroom) 
(800 regular visitors who excluded family members) 
 
In addition, we gained the understanding of more companies 
through the sponsorship recruitment campaign before the start 
of the project. Number of sponsors 447 companies (first name) 
 
With this project as a trigger, the strength of the administrative 
and commerce and industry committee was obtained, and 
unprecedented efforts such as cooperation with fireworks 
display commenced. 

このプロジェクトが与えた地域社会への影響を記述してください。 
 

Describe the actual community impact produced by this 
project. ※300 単語まで 

将来を担う青少年に対し、スポーツを通した精神的・⾝体的成⻑の機
会を提供できた。 
多種のスポーツ競技を教室及び体験で提供し、多様な選択肢を提供で
きた。 
障害者スポーツ（⾞いすバスケットボール、ボッチャ）の体験を通
じ、障害者への理解を促進し、共生への⼟台作りを行えた。 
地域社会の共感に基づく協賛金により運営し、民間団体による地域貢
献活動への理解につながった。 

 
We were able to provide opportunities for spiritual and physical 
growth through sports, against a young age to bear the future. 
We were able to offer various kinds of sports competitions in 
classrooms and experiences and provide various options. 
Through the experiences of handicapped sports (basketball 
basketball, Boccia), we promoted understanding for persons 
with disabilities and made a platform for sympathy. 
It was managed by sponsorship based on the sympathy of the 
local community and led to the understanding of the regional 
contribution activities by the interlibrary organization. 

   

⑤ プログラムの長期的な影響 
 

Long-term Impact of the program 

このプロジェクトによって得られると予測される長期的な影響を記述
してください。 

 
What is the expected long-term impact of this project? ※
200 単語まで 

地域のスポーツ振興、スポーツ熱の⾼まりを通じ活気ある地域につな
げる。地元プロスポーツ団体への愛着を深める。 
青少年の成⻑を促し、将来的に地域への還元を見込む。 
市民の障害者への理解を深め、共存共栄社会の実現。 
障害者以外の人（人種、性別ほか）に対するバリアフリーの醸成。 
ボランティア（学生が多い）、各種団体、行政との協力関係構築し、
各々の地域への誇り・まちづくりへの責任感を醸成する。 

 
Promote regional sports, connect with lively areas through 
sports fever festivities. Deepen attachment to local professional 
sports organizations. 
We encourage growth of years of decline and we will seek to 
return to the region in the future. 
To deepen the understanding of the city 's disabled people, 
realize a coexistence and prosperity society. 
Foster barrier-free for people other than persons with disabilities 
(types, gender, etc). 
We will build a cooperative relationship with volunteers (many 
students), various organizations and administrations, and foster 
sense of responsibility for pride and town development for each 
area. 

このプロジェクトの改善点・改善策を記述してください。 
※マイナスな表現はしないでください。前向きな改善点を記載しまし
ょう 

 
What changes would you make to improve the results of 
this project? ※300 単語まで 



より多くの参加者を募り対応するために、リハーサルを含めた事前の
打合せを強化する必要があった。 
 
特に、メンバー一人ひとりが自分の担当以外の内容を把握する必要が
あり、また当日参加する方の駐⾞場から受付までの動線や、その誘導
員との連携などが課題であった。 
また会場のマイク状況等も課題であり、大きなイベントを実施する場
合の音響専門員等も強化する必要があった。 

 
 
In order to increase the number of participants and manage 
them, it was necessary to enhance the meeting. 
 
Especially, each member needed to grasp all contents, and the 
flow line (for example,from tne parking to acceptance) was the 
ploblem,and also tne shortage of cooperation between them 
was the ploblem.Otherwise,the sound of microphone was 
small,so we shoud have put expert about sounds.   

 

「目的・財務計画・実施」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  

  

 

「LOM 間の協力」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  



  

 

「メンバーへの影響と JCI ビジョンへの貢献」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  

  

 

「地域社会への影響」項目に添付する画像を下部に貼付してください 



  

  

 

「プログラムの長期的な影響」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

  



 

 

 

 

 


