
最優秀 LOM 企業的社会責任(CSR)プログラム 
Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program 

 

   
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 

これらの子供が親を持たない孤児院におもちゃを与えなさい。 
 

Give toys to the Orphanage where these kids do not have 
parents. 

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 

 
 

空欄 
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 

スポンサーは、私たちの原因を与えて支援することに非常に寛大でし
た。 

 
Sponsors were very much generous in Giving and Supporting for 
our Cause. 

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・成長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 

コミュニティに奉仕し、インパクトを創ることで、私たち自身のやり
方で、クリスマスシーズンになると、私たちはより良くなり、これら
の子供たちを笑顔にしました。 

 
By serving the Community and creating Impact, in our own 
ways we became better, and made these kids smile during the 
Christmas Season. 

   

② 地域社会への影響 
 

Community Impact 

このプロジェクトの地域社会的影響を、どのように測りましたか？ 
 

How did the Local Organization measure community impact 
for this project? ※200 単語まで 

カラブリアン児童基金は、孤児院であり、親としては知られていな
い、または親を知らない子供のための孤児院です。 私たちのスポンサ
ーを通して、私たちは不運な友人がいることを思い出させました。そ
して私たち自身の小さな方法で、彼らを助けるために何かをすること
ができます。 

 
Calabrian Children's Foundation is a Orphanage and home for 
the kids who were disowned or did not know there parents. 
Through our sponsors we reminded them that we have friends 
who are less fortunate and that in our own little ways we can do 
something to help them. 

LOM 名 
 

申請担当者名 

 
  

   

基本情報 
 

Basic Information 

事業名 
 

Name 
  

Dula-an Para sa Pasko (A Christmas Toy Giving Project for 
Orphans) 

目的  Purpose 

Dula-Para sa Pasko（孤児のためのクリスマストーイングプロジェク
ト） 
 
このプロジェクトの目的は、このユーフラテス季節のカラブリアン児
童基金の孤児たちが特別な気分になることです。 多くのゲーム、ダン
ス、パーティーフード、賞品など、パーティーの雰囲気を味わえる準
備ができました。パーティーの終わりには、お子様一人ひとりが贈り
物を受け取りました。 

 Dula-an Para sa Pasko (A Christmas Toy Giving Project for 
Orphans) 
 
The project's purpose is that for the orphans of Calabrian 
Children Foundation in this yuletide season to feel special. 
Preparations were made for a party feel atmosphere with lots of 
games, dancing, party food, prizes and each child received a gift 
- a toy at the end of the party. 

開始日※日付で記載  Start date 

  December 10, 2016 

終了日※日付で記載  End date 

  December 10, 2016 

事業対象者  Target 

  CALABRIAN CHILDRENS FOUNDATION 
SDGsの該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

  空欄 

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 

  Health and Wellness 

概要  Overview 

このプロジェクトの目的は、このユーフラテス季節のカラブリアン児
童基金の孤児たちが特別な気分になることです。 多くのゲーム、ダン
ス、パーティーフード、賞品など、パーティーの雰囲気を味わえる準
備ができました。パーティーの終わりには、お子様一人ひとりが贈り
物を受け取りました。 =） 
 
これは昨年 12 月 10 日、2016 年でした。 
 
また、バスケットボールやバレーボールなどの介護者の要求に応じ
て、スポーツ用品を寄付しました。 私たちは時間の不足のために購入
することができなかったもの、代わりに現金を与えた。 

 The project's purpose is that for the orphans of Calabrian 
Childrens Foundation in this yuletide season to feel special. 
Preparations were made for a party feel atmosphere with lots of 
games, dancing, party food, prizes and each child received a gift 
- a toy at the end of the party. =) 
 
This was last December 10, 2016. 
 
We also donated sports equipment as requested by their 
caretakers: basketballs and volleyballs. The stuff we weren't 
able to buy to due lack of time, instead we gave cash. 



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 

JCI は現在、これらの幼い子供たちの生活に紹介されています.JCI は
市民コミュニティにも参加しています。私たちのスポンサーは、私た
ちが計画したプロジェクトが彼らの支援で起こったことを見ていまし
た。 私たちはお母さんがおもちゃを与え、スナックやゲームでクリス
マスの精神を祝うことで、両親が笑顔を知らない若い子供たちを作り
ました。 

 
JCI is now introduced to the lives of these young kids, JCI is 
now also involved in the Civic Community wherein our Sponsors 
saw the projects we envisioned happened with their support. 
We made these young kids who hasn't know there parents smile 
by giving them toys and celebrating the spirit of Christmas with 
snacks and games. 

   

③ CSR10 原則への取り組み 
 

Alignment to One or More of the Ten Principles through 
Concrete Measures 

どの CSR10原則（国連グローバル・コンパクトの 10 原則）をプロ
ジェクト目標に掲げましたか？ 

 Which of the ten principles of CSR did this project target? 
※200 単語まで 

差別を排除し、敬意を表明し、児童労働に反対することを願って、幸
せになるのは正しいものです。 

 It is every ones right to be happy, and in the hopes of 
eliminating discrimination, and promoting respect, and a no no 
to child labor. 

このプロジェクトは、どのように CSR10 原則（国連グローバル・コ
ンパクトの 10 原則）の実現や推進に貢献しましたか？ 

 How did this project contribute to the promotion or 
implementation of the ten principles of CSR? ※300 単語まで 

両親や愛する人の支持が足りないため、最悪の状態にあると思う子供
たちに喜びを与えます。 

 
By giving joy to these kids who thinks they are at their worst 
because they lack the support of their parents and loved ones. 

   

④ 結果 
 

Results Achieved 
この事業によって達成した目的を記述してください。  Which objectives did this program achieve? ※200 単語まで 

成功したプロジェクトは、食事、ギフト、プログラム、ゲームを完備
しています。 

 A successful project implementation complete with meals, gift 
giving, program and games. 

具体的な結果を記述してください。  What were the concrete results of the project? ※300 単語ま
で 

コミュニティへのプラスのインパクト 
 

Positive Impact to the Community 
   

⑤ LOM への影響 
 

Impact on Local Organization 

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

 How did the Local Organization benefit from running this 
project? ※200 単語まで 

メンバーの多くは、これと同じプロジェクトを増やす必要があると感
じました。価値観を見て、笑顔を見て、返済できない子供たちからあ
なたに感謝しています。 私たちが自分たちで示したやり方での幸福、
私たちは心から感謝しています。 

 Many of our members felt the need to make more projects same 
as this, they saw the value, they saw the smiles, we heard the 
un ending thank you from these children that cannot be repaid. 
Happiness in deed in our own ways we showed them, and we 
are intently grateful. 

このプログラムによって、どのように JCI ミッションを推進しました
か？  
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・成長の機会を提供すること 

 How did the program advance the JCI Mission? ※200 単語ま
で 
【参考】JCI Mission：To provide development opportunities that 
empower young people to create positive change 

とにかく可能な限り、JCI カガヤン・デ・オロは、人類への奉仕を求
めて若者と地域社会に奉仕し続けています。 

 In anyway possible, JCI Cagayan de Oro continues to serve the 
young and the community in search for service to humanity. 

   

⑥ 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 

肯定的な影響を生み出すことは、これらの子供たちがコミュニティに
否定的な存在としてはならないことを意味し、薬物乱用や泥棒化する
ことを愛することを望みます。 

 
Creating a positive impact only implies that these kids do not go 
as a negative entity to the community, in the hopes to show 
them love we prevent them from beig addicted to Drugs or 
becoming thieves one day. 

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 

より多くのスポンサー、より多くのチームビルディング、より多くの
サポートとより多くの愛を与える。 

 
More sponsors, more team building, more support and more 
love to give. 

 

「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 

 

 



 

「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 

  

 

「CSR10 原則への取り組み」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

 

 

 

「結果」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

 

 

 

「LOM 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 
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