
最優秀会員会議所 
Most Outstanding Local Organization 

   

① 戦略計画 
 

Strategic Plan 
LOM の行動計画の要点を簡単に説明してください  Briefly describe the main points of the Local Organization Plan of 

Action. ※300 単語まで 

【スローガン：まちを照らす希望の光たれ】 
積極果敢に挑戦し、市民と共にまちを照らす希望の光となり、このまちの未来を
明るく照らすこと目的に行動しました。  

 JCI HACHINOHE: 
「We are the HIKARI of hope for Bright Future who shine on our city 
brillante.」 
We gave a challenge aggressive and resolutely, and became the HIKARI of 
hope for Bright Future. 
 

組織として、JCI ミッションをどのように推進しましたか？   How has the organization advanced the JCI Mission? ※150 単語まで 

【それぞれにふさわしい成長の機会を創り続ける】 
日本 JC 公認プログラムならびにＪＣＩ推奨コースを積極的に活用し、青年会議
所の会員だからこそ得られる学びの機会をメンバーに提供にしました。 
●日本 JC 公認プログラム 
・VF セミナー 
・CC 
●ＪＣＩ推奨コース 
・Effective Leadership  

 [ To go on making the good opportunity that is we have a lot of positive 
change each.] 
We provided member the good opportunity for getting experience and 
knowledge that we can get it only JCI with the program of JC in JAPAN and 
the seminar course which is recommended by JCI. 
●the program of JC in JAPAN 
・VF seminar 
・CC 
●the seminar course which is recommended by JCI 
・Effective Leadership 
 

組織として、JCI ヴィジョンをどのように推進しましたか？   How has the organization advanced the JCI Vision? ※150 単語まで 

【青年が世界中で活躍する組織にしよう】 
グローバルな機会を積極的に利用し、そこで得た学びを持ち帰り、LOM、ひいて
は地域の発展に活かしました。 
 
●日本青年会議所アジアアライアンス構築委員会出向 広報幹事１名 
●第３０回 JCI 国際アカデミー熊本参加 １名・・・Slide①-１ 
●JCI ASPAC ウランバートル大会参加 ３名・・・Slide①-２ 
●JCI 世界会議アムステルダム大会参加 ５名・・・Slide①-３ 

 [Let’s make the organization that youth we succeed all over the world.] 
We utilized the global opportunity aggressive, got a lot of experience and 
knowledge, and made use of development not only LOM but also our city. 
 
●For making Asia alliance commission of the manager for public 
information. 
●JCI International Academy in Kumamoto./The number of participants is 1 
●JCI ASPAC in Ulan Bator /The number of participants is 3 
●JCI World Conference in Amsterdam./The number of participants is 5 
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LOM として、どのように JCI 行動計画に貢献しましたか？  How has the Local Organization contributed to the JCI Plan of Action? 
※200 単語まで 

【Motivate（意欲）】 
Slide①-４: 
八戸青年会議所メンバーである山子泰典君が、東北地区協議会の人財育成ヘッド
トレーナーとして出向し、東北地区内で多くの勉強会を開催し、学びの機会を提
供しました。 
・定例会では、地域で活躍する市民の講演を聞き、会員の意識高揚につなげまし
た。 
Slide①-５： 
ラブはちカップと題し、組織活性化のための事業を開催し新入会員がリーダーと
なり協力し合い、プロジェクトの企画、運営までを行ったことで、意欲の向上に
つながり、会員同士のつながりが強くなりました。 

  [Motivate]  
Slide①-4: 
・Taisuke Yamako who is member of Hachinohe JC is a head trainer for 
growing a person that make our community positive change, he held on a 
lot of seminar whole TOHOKU area and provided the good opportunity for 
getting experience and knowledge. 
 
・We learned a great deal from the citizens people, and improved our 
motivate to action something for our city at the regular meeting every 
month. 
Slide①-5: 
・We improved our motivate, made the relationship better through new 
members planned the project for active change of an organization with new 
members took the leadership. The project name is LOVE 8 CUP. 

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ大きなサイズの画像を添付 

    

   

② 会員資質向上プログラムとその結果 
 

Individual Development Programs and Results 
会員資質向上のために、どのようなプロジェクトを行いましたか？（複数回答
可） 

 What project or projects has the Local Organization run to develop 
individuals? ※200 単語まで 

●日本 JC 公認プログラム 
Slide②-１： 
・VF セミナー・・・八戸 JC メンバー１１６名参加 
Slide②-２ 
・CC     ・・・八戸 JC メンバー１３９名参加 
 
●ＪＣＩ推奨コース 
Slide②-３ 
・Effective Leadership・・・新入会員１０名参加 

 ●the program of JC in JAPAN 
Slide②-1: 
・VF seminar・・・The number of Hachinohe JC member is 116. 
・CC        ・・・The number of Hachinohe JC member is 139. 
 
●the seminar course which is recommended by JCI 
Slide②－３： 
・Effective Leadership・・・The number of Hachinohe JC new member is 
10. 

会員にどのような影響を与えましたか？   How did the organization impact individuals? ※150 単語まで 



●VF セミナー 
・常に目的意識を持ち、迷わず的確な判断をするための思考を学び、その後の JC
活動に活かすことが出来ました。 
●CC・Effective Leadership 
・地域のリーダーとして常に行動し続けるという意識高揚の場となり、翌年新入
会員から７名の理事・スタッフが誕生しました。 
●会員の資質を向上した結果、新入会員の拡大にも成功し、２０１８年度は４月
時点で４０名の会員が新たに入会しております。・・・Slide②-４ 

 ●VF seminar 
・We were able to have a sense of purpose always, got ability to think for 
deciding unerringly, and use of action JC life. 
 
●CC・Effective Leadership 
It’s the good opportunity that we could get the motivation going on as a 
leader in our city, finally 7 new member stand as a director next year. 
 
●A lot of member could get positive change of own, we got a lot of new 
member. The new is 40 in 2018 now. 

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ大きなサイズの画像を添付 

    

   

③ 地域社会開発プログラムとその結果 
 

Community Development Programs and Results 
地域社会の開発のために、どのようなプロジェクトを実施しましたか？ 

 
What project or projects has the Local Organization run to develop 
the community? ※200 単語まで 

プロジェクト名：【Ｈａｃｈｉ ｕｎｉ】 
※Ｈａｃｈｉ＝Ｈａｃｈｉｎｏｈｅ 
※ｕｎｉ＝unit+union+university 
 
slide③ 
周辺市町村に点在する魅力を集め、時代が移り変わっても伝えられ守られてきた
「地域に根付いている魅力」、この地域特有の自然や風土が育んだ「地域から生
まれた魅力」、それぞれの地域を愛しまちづくり活動をしている「地域で活動す
るひとの魅力」、について体験していただきました。 
 

 
The Project name : [ Hachi Uni ] 
※Hachi ＝ Hachinohe  
※Uni ＝ unit, union, and university 
 
Slide③ 
We provided the good opportunity that a lot of citizen could get feel the 
attraction which is people, is made by the trait, and is born in specific 
nature in our community, finally we shared loving our city. 
 

地域社会に与えた影響を記述してください 
 

How did the organization impact the community? ※150 単語まで 

【事業後アンケート結果】１１８名回答 
Ｑ．広域のまちの魅力を体験することはできましたか？  
Ａ．できた・・・97％ 
 
Ｑ．広域のまちの魅力を発信することは広域のためになると感じましたか？ 
Ａ．感じた・・・100％ 
 
Ｑ．広域的なまちづくり活動に自分も参加していきたいと思いましたか？ 
Ａ．思った・・・98％ 

 
A lot of citizen 97.7% could get feel the attraction our city, and share loving 
our city, want to join us, share the attraction for city-planning cross-
jurisdictional. 
(Answer 118 people) 



 
Ｑ．今後も地域の魅力を発信する事業を開催して欲しいと感じましたか？ 
Ａ．感じた・・・96％ 

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ大きなサイズの画像を添付 

    

   

④ 国際開発プログラムとその結果  International Development Programs and Results 
LOM が運営した国際的プロジェクトを記述してください。（複数回答可）  What international project or projects has the Local Organization 

run? ※200 単語まで 

【第４０回 おまつり広場】 
プロジェクト名「Action」～We LOVE Hachinohe～ 
slide④ 
・2017 年度は、人と人とのつながり、人と地域の結びつきの発信から、「行
動」のきっかけとなる郷土愛を育むおまつり広場を開催しました。 
また 2017 年、八戸の伝統文化八戸三社大祭が「ユネスコ無形文化遺産」に登録
され、国際的な文化保護の観点も加わり、海外の方の注目度も増した中、国内外
の方々へ八戸の魅力を PR することが出来ました。 
 

 [40th The OMATURI HIROBA]  
The project name : 「Action」～We LOVE Hachinohe～ 
 
Slide④ 
・We hold The OMATURI HIROBA which is the place a lot of people join the 
festival named by HACHINOHE SANSHA TAISAI originated in Shinto shrine, 
and shared the action is to love Hachinohe with human to human, and 
community. In 2017 the festival entered the UNESCO intangible cultural 
heritage, a lot of people in the world take an interest in it. We could PR our 
city attraction all over the world. 

その国際的プロジェクトが与えた影響を記述してください  What impact did the international development project have? ※150 単
語まで 

【アンケート結果】３７１名回答 
Ｑ、人と人とのつながりや人と地域の結びつきを感じることができましたか？ 
できた・・・８３．１％ 
Ｑ、郷土への愛情を深めることができましたか？ 
できた・・・９０．８％ 
以上のことから、国内外の方々に平和へつながる、人とのつながりや地域とのコ
ミュニケーションの大切さ、そして地域を愛することの尊さを伝えることができ
ました。 

 A lot of people 86.9% could get feel the relationship with human to human, 
and the connection with our city community. We love Hachinohe more and 
more is good for relationship, connection, finally peace. 
(Answer 371 people)  

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ大きなサイズの画像を添付 



    

   

⑤ 経済開発プログラムとその結果 
 

Economic Development Programs and Results 
経済開発のために行った LOM のプロジェクトを記述してください 

 
what project or projects has the Local Organization run to develop 
the economy? ※200 単語まで 

●「Let's dance together」 
八戸三社大祭の音頭と日本舞踊をコラボレーションして出来た新たな踊りを、三
社大祭で披露しました。 
まずは、地元でＤＪをしている方が、八戸三社大祭の音頭を現代風にリミックス
して、その音楽に合わせて、地元で日本舞踊を教えている先生が、踊りを考え、
参加者に踊りをレッスンして、八戸三社大祭で披露するというプロジェクトを開
催しました。 
 
 

 
●「Let’s dance together」 
We made the new dancing created by HACHINOHE SANSHA TAISAI chorus 
and traditional Japanese dancing called NIHONBUYOU. Some DJ in our city 
mixed HACHINOHE SANAHA TAISAI chorus modern type, someone who is 
teaching NIHONBUYOU in our city planed the dancing set up. We practiced 
and introduced the new dancing at HACHINOHR SANSHA TAISAI. 
 

LOM が経済に与えた影響を記述してください  
 

How did the organization impact the economy? ※150 単語まで 

・踊りを考案してくれた先生が、プロジェクト終了後もこの踊りを広めていま
す。 
・ＤＪと日本舞踊のコラボレーションにより、新たなつながりができたことで、
様々な可能性を感じるプロジェクトになったと考えます。 

 
・A citizen who taught the new dancing is spreading it after this project. 
・The new connection collaborated with DJ and NIHONBUYOU made us 
feeling a lot of possibility in our community. 

写真・図表 ※別途最終ページに１ページ４枚ずつ大きなサイズの画像を添付 
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