Basic Information / 基本情報
Duration / 開催期間
説明：～年～月 から ～年～月まで
2015 年 1 月 1 日～2015 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
1111 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
大阪市・大阪市教育委員会・経済産業省・
近畿経済産業局・宮内庁・大阪経済同友会

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
TWO HUNDRED SIXTY THOUSAND DOLLAR

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）

Who is benefited?

誰の為に？

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人

大阪市に住み暮す人々269 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
JCI 大阪は以下のことを事業目的としている。
１、現状を理解し自らの見識に基づいて決断し、主体者として行動する人々を増やす
２、大阪人独特の感性をもった世界に通用する活力をもった挑戦し続ける人びとを増やす
３、豊かな感性で大阪の価値を世界中に発信する国際的ネットワークを確立する
４、未来を柔軟な発想で想い描く感性豊かな子供を育む意識を高める
５、大阪の都市に常に新しい風を起こす意識を高める

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、現状を理解し自らの見識に基づいて決断し、主体者として行動する人々を増やすため
に以下の事業を実施した
・自分たちが住みくらす街の未来を決める住民投票において、中立の立場にたって街の現
状や結果によるメリットとデメリットを正しく伝える冊子を配布する事業を実施
２、大阪人独特の感性をもった世界に通用する活力をもった挑戦し続ける人びとをふやす
ために以下の事業を実施した
・大阪の青年を対象として 5 ヶ月に渡り著名な講師を招き日本を変革するフロンティアス
ピリットあふれるリーダーを育成する事業
３、豊かな感性で大阪の価値を世界中に発信する国際的ネットワークを確立するために以
下の事業をおこなった。
・シスターJC や海外 LOM との交流会
・世界会議金沢大会において大阪が誇る企業文化・食文化を世界の人びとに発信し、大阪
の青年経済人が自らの魅力を武器に世界に挑戦する気概を高める事業

４、未来を柔軟な発想で想い描く感性豊かな子供を育む意識を高めるために以下の事業を
おこなった
・大阪市内の小学校において、地域で活躍する大人たちが自身の仕事について講義する機
会をつくり、大人たちの意識を高める事業
５、大阪の都市に常に新しい風を起こす意識を高める
・LOM メンバー全員で新入会員を拡充する事業
・新入会員が主体となって事業を計画・実施する機会を提供

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
１、大阪市民に自らの投票の重みに気づいてもらい、主体者としての気概をもった人びと
をふやすことができた。
２、数多くのグループワーク・フィールドワークを通じ日本の未来を牽引するフロンティ
アスピリットあふれる５４名の卒業生を輩出した。
３−１、シスターJC をはじめ多くの LOM とのつながりをもつことに成功した。
３−２、大阪の精神性に誇りをもち、あらたなことに挑戦したいという出展者の意欲を高め
ることができた。
４、のべ 70 回にわたる授業を行い、地域の大人たちの感性豊かな子供を育てる意識が高ま
った。
５−１、拡充目標 245 人に対し 250 人の新入会員拡充を達成
５−２、新入会員より 60 名の幹事を輩出することに成功

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。

2015 年 1 月～12 月 会員拡大及び新入会員育成事業
2015 年 3 月 3 日台北 JC との交流
2015 年 4 月～2016 年 3 月 大阪市内の小中学校において、子供の父兄も交えて、社会で働
く大人達に講演してもらう事業の実施
2015 年 6 月 6 日〜10 月 18 日 大阪変革塾の実施
2015 年 6 月 17 日 ASPAC コタキナバル大会での海外 LOM との交流
2015 年 11 月 7 日、8 日 世界会議金沢大会において大阪の企業文化・食文化を発信する事
業の実施

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？
１、対象者 1 万人のアンケートや大阪環状線全駅での冊子配布など、数・名前・内容など
にインパクトをもたせた
２、田坂広志塾頭を筆頭に著名な講師を招き実施した。大阪市を母体とするイノベーショ
ンハブと共催し有益なネットワークを築くことができた。
３、金沢 JC の協力のもとメディアを通し、一般の方への PR も効果的に行うことができた。
４、講師の育成にマニュアルを作成し、誰にでも講師をすることができるしくみを構築し
た。また、土曜日に開催することで保護者の参加が増加し、子供を育てる親の意識を高め
ることができた。

Most Outstanding Local Organization
個別項目
Strategic Plan
戦略計画
Briefly Describe the main points of the Local Organization Plan of Action
LOM の行動計画の要点を簡単に説明してください。（使用英単語 300 語）

社会の問題に対し当事者意識を持って捉え、日本人特有の精神性を慮り、フロンティ
アスピチットを呼び覚まし、感性溢れる市民と協働し、自らが先鞭となって大阪を再
構築し、感性価値を創造する都市大阪を実現する

How has the organization advanced the JCI Mision?
どのように、JCI ミッションを進めましたか？（使用英単語 150 語）
JCI 大阪では以下のように JCI ミッションを推進した
１、

子供達に異なった価値観をもつ人々とも助け合い目標を達成することができる
ことに気づく機会を提供した

２、

先人たちの知恵、知識から時代に沿った新たな価値を生み出す機会を青年に提
供した

３、

新入会員に対し、自らが率先して組織を牽引し、目標を達成する機会を提供し
た

How has the organization advanced the JCI Vision?
どのように、JCI ヴィジョンを進めましたか？（使用英単語 150 語）
JCI 大阪では以下のように JCI ビジョンを推進した。
１、

教育機関、企業、関係各所と協働し、大きな夢を描く子供達を増やす仕組みを
構築した。

２、

大阪が誇る企業文化・食文化を世界に発信する機会を提供した

How has the Local Organization contributed to the JCI Plan of Action?
どのように LOM は、JCI 行動計画に貢献しましたか？（使用英単語 200 語）
JCI 大阪は、以下のような方法で JCI の活動計画に貢献した。
１、昨年に引き続き、JCI 大阪の会員に対して、LOM の組織運営の効率化を目的とした、マ
ニュアルを配布した。そして、そのマニュアルを基に、会員向けの研修会も数回、実施
した。これにより会員は、本来の目的である JCI 活動により力を注げるようになった。
２、JCI 大阪の組織全体だけではなく、各事業ごとに計画、予算を念密に精査し、実施、検
証、報告の機会を設け、より効果的に事業を行う仕組みを推進した。
３、新聞を始めとするメディアを活用し、JCI 大阪の活動を普及し 262 名の新入会員の拡充
を達成した。
４、JCI 大阪設立 65 周年事業を盛大に開催し、OB との交流の場を提供し、現役と OB とのコ

ミュニケーションを向上させた。

ページ４
Individual Development Program and Results
会員資質開発プログラムとその結果

What project or projects has the Local Organization run to develop individuals?
LOM は、個人を開発するために、どんなプロジェクトを運営しましたか？（使用英単
語 200 語）
・新しく加入したメンバーに対して，一年間を通じて，自らリーダーシップを示して行動す
る他のメンバーの活動を学ぶ機会を提供しました。また，自らリーダーシップをとって，一
つの事業を成し遂げる機会を提供した
・JC 組織の運営の方法をマニュアルでまとめ，メンバーに対して研修をおこなった
・町の大人が小学生に対して自らの仕事について，授業をする機会を提供しました

・How did the organization impact individuals?
どのように組織は個人に影響を与えましたか？（使用英単語 150 語）
１、

新入会員に対して、先輩のメンバーが付き添って活動することで、活動の方法
や意義に対する理解を深めることができ、自ら率先して行動する会員を増やし
た。

２、

特に優れた功績を残した会員に対し褒賞を授与することで、受賞者だけでなく
他の会員へも運動への意欲を高めた。

画像データ四つ必要
ページ 5

Community Development Programs and Result
地域社会開発プログラムとその結果

What project or projects has the Local Organization run to develop community?
LOM は、コミュニティを開発するために、どんなプロジェクトを運営しましたか？（使
用英単語 200 語）
１、大阪市内の小学校において、地域で活躍する大人たちが自身の仕事について講義する
機会提供する事業を実施した
２、自分たちが住む街の未来を決める住民投票において、中立の立場にたって街の現状や
結果によるメリットとデメリットを正しく伝える冊子を配布する事業を実施した

How did the organization impact the community?
どのように、LOM はコミュニティに影響を与えましたか？（使用英単語 150 語）
１、大人たちの感性豊かな子供を育む意識を高めることができた
２、街に住み暮らす人々に自らの見識に基づいて決断し、主体者として行動する人々が増
えた

画像データ四つ必要

International Development Programs and Results
国際開発プログラムとその結果

Which objectives did the program achieve?
LOM は、どんな国際的なプロジェクト運営をしましたか？（使用英単語 200 語）
１、

カンボジアへの視察を通じて世界の貧困の実情を知る機会を提供し、当事者の
立場で解決に向けたアクションプランを考える機会を提供する事業を実施した

２、

国内外の学生が互いの価値観の相違を超えて、それぞれの国が抱える問題を理
解し共有し、事業プランを考える機会を提供する事業を実施した

What impact did the international development project have?
国際的な開発プロジェクトには、どんな影響がありましたか？（使用英単語 150 語）
世界の人々が共感しあう有益な関係を思い描き自らの信念に基づき積極果敢に挑戦
し、新しい価値を生み出す人材となる意識を育むことができた

画像データ四つ必要

Economic Development Programs and Results
経済開発プログラムとその結果

What project or projects has the Local Organization run to develop the
economy?
LOM は、経済を開発するために、どんなプロジェクトを運営しましたか？（使用英単
語 200 語）
JCI 大阪は、世界会議金沢大会において、現地の有名な観光地である近江市場に於いて、
大阪の誇る企業文化・食文化を世界の人々に発信する事業をおこなった

How did the organization impact the economy?
どのように、LOM は経済に影響を与えましたか？（使用英単語 150 語）
１、日本人だけでなく世界各国の人々のべ 15,071 人の人々が来場し、大阪の文化を効
果的に発信できた
２、出店者には大阪の精神性により誇りを持ち、事業を通じて世界へ挑戦する意欲が
高まった

画像データ四つ必要

