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基本情報  Basic Information 

事業名  Name 

輝け！熊谷 未来を照らす光～楽・創・味・体～  Shine Kumagaya! The Lights which illuminates our 
future~TANOSHI,SOU,MI,TAI~ 

目的  Purpose 

私たちの住む熊谷市は日本で一番暑いまちで有名です。そんなマイナス
イメージを無くすためにクールシェアくまがやという運動をおこなっ
て人の繋がりを大切にすることをアピールしています。しかし、熊谷の
マイナスイメージを良くすることだけでなく良い所である自然と共生
したまちであることを知って頂き、人・自然・利便性を活かしたまちづ
くりをそれぞれの観点で再認識して頂く為に実施しました。 
【協力団体に対する目的】 
・各協力団体が保護する熊谷の自然を今よりさらに磨き上げ、地域内外
の子育て世代に対して熊谷の自然を魅力であると認識して頂けるよう
強みと弱みを分析する。 
・各協力団体同士が自身の保護する場所だけでなく、他の場所でも団体
同士の横の繋がりを活かし協働するメリットを感じて頂く。 
【参加者・地域に対する目的】 
・自然という観点から熊谷が利便性もあり、住みやすく子育てする環境
として優れているという事を実感して頂く。 
・障害を持った方でも子供との距離を感じることなく自然を満喫できる
まちを実感して頂く。 
【対内的な目的】 
・熊谷の自然をより身近に感じ、地域内だけではなく、他地域からも魅
力であると認識して頂けるよう魅せることで光り輝く魅力であると実
感して頂く。 
・組織間の協働によって大きな力が生まれ、多角的な視点からまちづく
りを考えていく必要があるという事を実感し発展していく意識を高め
る。 

 Kumagaya city where we live is known for being one of the hottest 
places in Japan. We are creating a movement to eliminate such 
negative image named “Share the KUMAGAYA’S COOL”. In this 
movement, we want the citizens could feel the connection of each 
other and let the citizens known that Kumagaya has a lot of 
resources that we can be proud. Like nature, people and our 
location. 
【Goals to the Cooperating Organizations】 
· We will cooperate with the organizations which are working on 
the protection of the Kumagaya’s nature. Also, we will analyze the 
strengths and weaknesses of this area to let the new generation 
know the great power we have in our area. 
· To build collaborative community with the organizations that are 
working on the protection of the Kumagaya’s nature.  
【Goals to the Participants / Region】 
· We want the participants to feel the excellent environment that 
we have from the point of view of the nature. And that Kumagaya 
is a good city where you can live and raise your children. 
· Even persons with disabilities will be able to enjoy the nature 
with the children. 
【Goals to the members】 
· To feel the nature of Kumagaya more closely and be known not 
only within the area but also from other areas. 
· To create a power of partnerships that will need to increase 
awareness of urban planning. 

開始日※日付で記載  Start date 

２０１６年９月８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 

終了日※日付で記載  End date 

２０１７年１２月３１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 

【参加対象者】地域内外の子育て世代 120 名 
【協働団体】市民活動団体 15 団体 50 名 

 【Participants】 
 Child care generation   120 persons 
【Collaborating organization】 
 Citizen organizations 15 groups  50 persons 

SDGsの該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

パートナーシップで目標を達成しよう  Let's achieve goals with partnership 

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 

   

概要  Overview 

5 月 27 日に熊谷市江南とうい地域で、熊谷の様々な魅力を一気に味わ
うことができる～楽・創・味・体～（たのし・そう・み・たい）楽しく、
自らの手で創り、味わいながら、体験をする！を実施しました。 
【楽】 
各エリアをアプリを利用したデジタルスタンプラリーで回って頂き、楽
しみながら熊谷の魅力を体感して頂き、大人には熊谷の竹炭、子供には
熊谷だけに生息する魚、ムサシトミヨの木飾りを記念品としました。 
【創】 
車いすでも入ることのできる木道を作成して頂き、「始まりの森」とい
う森を創造して頂きました。また竹を使った灯籠「幻想灯（ゆめあかり）」
を作成して頂きました。 
【味】 
熊谷の地産品を活かしたジャムを自ら焼いたバンブーパンで、地産品の
小麦や竹の子を使ったピザを自分で作って食して頂きました。 
【体】 
開催地で発生するホタルの生態や熊谷で唯一生息する天然記念物のム
サシトミヨを映像やアクアリウムの形で実物を体験学習しました。 

 The project of TANOSHI，SOU，MI，TAI was held on May 27th in 
the Konan area. The concept of this project was to have a Fun 
time (TANOSHI) with Making a thing by yourself (SOU), to taste 
what you made (MI) and to Experience and feel the nature (TAI). 
【Fun】 
 We walked around the place looking for checkpoints that are in 
some areas using an application for a digital stamp rally. After all 
the participants could feel the Kumagaya’s nature. A Kumagaya's 
bamboo charcoal was presented to adults and a wooden 
decoration with a Musashitomiyo (One species of the ninespine 
stickleback which is only living in Kumagaya area) shape to 
children. 
【Create】 

We Create a forest called "the Forest’s Beginning" that we made 
wooden pathway that even a wheelchair could enter on it. Also, 
we made a candle-lit lantern using bamboo that is called "Bella 
Light (Yume Akari)". 
【Taste】 
 We made pizza using local wheat and bamboo shoots. Also, we 
baked bread using bamboo and local syrup.  
【Experience】 
 We learned the life of the Firefly ecology in the place. And we can 
learn about Musashitomiyo (which it is only living in the 
Kumagaya area and it was registered as a natural treasure) using 
images and aquariums. 



   

① 目的・財務計画・実施  Objectives, Planning, Finance and Execution 
このプログラムの長期的な目的を記述してください。  What were the long-term objectives of this program? ※200

単語まで 
・参加対象者である子育て世代の方々に自然と共存した環境での子育て
メリットを体感して頂きこの地域に住むことを意識してもらう。 
・すでに住んでいる方にはこの地域に住み続けたいと愛着を持って頂
く。 
・参加した子供たちが未来にこの地域を発展させる人材になって頂ける
よう印象付ける。 
・協力団体の方々には自然や文化をより多くの人に受け入れて頂け体感
して頂くための発展を PDCA サイクルに乗せ、ユーザーの方の評価を
もとにおこなって頂く。 
・団体同士がお互いの価値観を共有し、協働して地域全体を一つと認識
した発展を目指して頂く。 

 · We encourage people participating in the child care generation 
to be conscious of living in this area by experiencing child rearing 
benefits in an environment coexisting with nature. 
· For the people who are already living in this area, we want them 
to be proud of this area and keep them to live here. 
· To impress the participating children to become talent who will 
develop this area in the future. 
· To the people of cooperating organizations, to receive more 
nature and culture by many people, carry on the PDCA cycle, and 
conduct based on the evaluation of the user. 
· We hope that the organizations will share each other's values 
and work together to recognize the whole area as one. 

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 

【IMPACT】 
日本一暑いことで有名な熊谷市は、住みやすい、子育てしやすい環境で
あるという印象がありません。しかし利便性を兼ね備えた豊かな自然環
境があり、子供たちに感受性豊かに学べる環境が多くあります。本事業
において「暑さ」ではなく熊谷の「熱さ」を感じて頂けました。 
【MOTIVATE】 
本事業自体が多くの協力団体を巻き込み、市民全体を巻き込んでいくき
っかけを創ることに成功した事業であります。自らの手で熊谷の発展を
考え、行動に移すことが出来るという意識変革が成果と考えます。 
【INVEST】 
本事業は熊谷の魅力を発信、体験し、参加者も協力団体も未来を照らす
光と認識して頂けた事が INVEST であります。 
【COLLABORATE】 
自然保護団体、市民活動団体、障害者団体、子供育成団体、同じ目線で
の議論こそが最大の協働です。さらに相乗効果で、行政を巻き込んで取
組めたことが成果であります。 
【CONNECT】 
世代、立場、参加者、運営などそれぞれの視点からそれぞれの評価を考
え SWOT 分析し、環境保護団体、市民活動団体、障害者支援団体、行
政機関と一体になって構築できました。 

 【IMPACT】 
 Kumagaya city is famous for "HEAT". It has no impression that it 
is easy to live and easy to raise children. However, there are rich 
of natural resources, and there are many environments that 
children can learn. In this project, We want everybody to feel 
Kumagaya's "Passion" rather than "Heat". 
【MOTIVATE】 
 This project could involve many cooperating organizations and 
many citizens as well. We think that we succeeded to change the 
mind of the participants to think about the development of 
Kumagaya with their own minds. 
【INVEST】 
 Invest of this project is that most of the participants and 
cooperating organizations could recognize the great power of our 
nature and resources. They will be the light which will illuminate 
our future. 
【COLLABORATE】 
 The greatest collaboration is the discussion with the same 
perspective as cooperating organizations. In addition, synergistic 
effects have been achieved by involving the government. 
【CONNECT】 
 With using the SWOT analysis, we could evaluate the project 
from all points of view. Like the cooperating organizations, 
participants and the government. This process was able to build a 
connection between each other. 

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 

事業予算額：565,000 円  
運営費：会場費や景品、材料費などとして使用し、人件費はすべてボ

ランティアでおこなって頂きました。 
広報費：リーフレットと封筒を作成し、蝋印の装飾をした招待状を作

りました。 
保険費：すべての参加者が安心して参加できるような保険を掛けまし

た。 
工夫として協力団体のボランティア協力によって人件費が一切かかっ
ていない点です。 

 Business budget amount: ＄5136.36（1＄＝￥110） 
Operating expenses: Used as venue fee, prize, material cost, 

etc., all personnel expenses were done by volunteers. 
Public Relations Expenses: we made leaflets, envelopes and 

invitations that were decorated with wax seals. 
Insurance cost: We have insured all participants to have all of 

them secure from any injure. 
The good point is that we didn’t expend any labor cost. Because of 
the cooperation and volunteer of the cooperating organizations. 

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 

【JCI MISSION】 
多くの市民活動団体を持つ熊谷は個々の力に優れていました。本事業に
おいてその点と点を線や面として繋げる事を実践し、「協働」する事で
新たな風を地域に吹かせるべく率先して行動し、地域意識の変革に努
め、JCI MISSION の推進をしました。  
【JCI VISION】 
本事業においてアプリを用いたデジタルスタンプラリーやデジタルア
ンケートなど先進的な技術を採用し、今後も活用できるリソースを実践
いたしました。また子育て世代が斬新と感じられる要素を取り込むこと
で珍しさを感じて頂けることが協力団体に刺激となる青年らしい先導
的機関として JCI VISION を推進しました。 

 【JCI MISSION】 
 All the organizations in Kumagaya have a great power. Through 
this project we could connect them. 
【JCI VISION】 
We could let know the Kumagaya’s resources to the participants 
using the application tools such as digital stamp rally and digital 
questionnaire. 

   

② メンバーの参加  Membership Participation 
LOM メンバーの事業参加人数を記述してください。（数字で記載）  By number, how many members were involved in this 

program? ※2 単語まで 
54 名  54 members 

LOM メンバーの参加率を記述してください（％で記載）  By percentage how many members of the Local 



Organization were involved in this program? ※1 単語まで 

96％  96％ 

LOM メンバーの主な役割を記述してください。  Describe the main roles of the participating members in this 
program.  
※300 単語まで 

・協力団体とのヒアリング、打ち合わせ。 
・木道を創る森の開拓、資材集め、安全調査などの準備。 
・協働内容の確認のための事前説明会。 
・事業の主幹業務、運営、安全管理。 
・エリアごとの混雑状況などの緩和誘導。 
・エリア管理の報告・連絡・相談の迅速対応。 

 · Meeting with the cooperating organizations. 
· Looking for the place to make the pathway in “the Forest 
Beginning”. Thinking about how to collect the materials.  
· To decide the contents of the project and to prepare for the 
explanatory meeting to the cooperating organizations. 
 

   

③ 地域社会への影響  Community Impact 
このプログラム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 program? ※200 単語まで 
協力団体も事業をモデルケースとして体感することによって協働の重
要性を実感し、自身の活動する場所に持ち帰ることにより以前より大き
な事業をおこなえるようにしました。また地域に住まない人が来ること
や障害を持つ人も自然を味わうことが出来るといった自己満足ではな
い、ブラッシュアップの必要性を感じて頂きました。 
参加した人には大人も子供も楽しみながら地域の良さを発見し、自分た
ちで作った森や植樹を気にして再来場しする。また、学習した内容に興
味を持ち研究をし、将来に活かしていけるように測りました。 
地元の新聞、地元のテレビにも取り上げて頂きました。 

 After the cooperating organizations experienced this project. 
They also realized the importance of collaboration by 
experiencing business as a model case and brought them to their 
own active place to lead to future development. Also, I felt the 
necessity of brush-up that people who do not live in the area 
come and people with disabilities can not taste nature, such as 
being able to taste nature. 
For those who participate, both adults and children will discover 
the goodness of the area while enjoying them, and revisit the 
forest and planting trees that they made with mind. In addition, I 
got interested in the learned content, studied and measured it so 
that I can make use of it in the future. 

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 

日本一暑い場所というマイナスイメージを良くすることだけではなく、
地域の持つポテンシャルを活かすことが重要です。 
そのポテンシャルとは人と人とのつながり・自然と共生した土地・利便
性を持った機構であります。 
その良いところを数多くある環境保護団体・市民活動団体・障害者支援
団体・行政機関と一体となって考え、同じベクトルのもと、協働して実
施しました。 
参加者は、今まで知らなかった自然の良さを体験し、自らの手で創り上
げる事で愛着を持って頂きました。さらに植樹など自分の成長と重ね合
わせる事で未来を実感しながら長期的にかかわっていく事が可能とな
っています。 
200 人以上の人が今までに味わったことのない自然を身近に肌で感じ、
時間が経っても目を閉じると自然を思い出せるような空間を体験でき
たと実感しています。 

 It is important not only to improve the negative image of the 
hotest place in Japan but also to make use of the potential of the 
region. 
The potential is a link between people and people · A mechanism 
that coexists with nature and has convenience. 
Considering that good part together with a number of 
environmental protection groups, civic groups, support groups for 
disabled people, administrative organizations, and cooperating 
under the same vector. 
Participants experienced the goodness of nature that they had not 
known before, and got attachment by having them create with 
their own hands. It is possible to engage in the long term while 
realizing the future by further overlapping with your own growth 
such as planting trees. 
More than 200 people feel nature that has not been tasted so far 
by the skin, and I realize that I could experience a space that 
reminds me of nature when closing my eyes even after a long 
time. 

   

④ 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 

私たちはマイナスイメージを消すことから良いものを発展させプラス
のアピールをすることに視点を変え、LOM 全体でプロジェクトを実施
することで、LOM の一体感を実感し、長期的に取り組むテーマを持つ
ことが出来ました。そして協力団体との協働や青年らしい新しい取り組
みに挑戦することの大切さを改めて感じて頂きました。 
また、多くの団体とのネットワークを構築し、世代の違い・価値観の違
いを共有することで新たな未来が見いだせるという事を得られたと考
えます。 

 We started to change the negative image of our city. After we 
done this project, all of our me By changing the viewpoint and 
carrying out the project throughout the LOM, I realized the unity 
of LOM and was able to have a theme to be tackled over the long 
term. I felt the importance of working with cooperating groups 
and challenging new initiatives like youth. 
We also believe that we have established a network with many 
organizations and that we can find a new future by sharing the 
differences between generations and values. 

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 

様々な他のプロジェクトに参加し議論して、それを協力団体やメンバー
に伝えました。そうすることで今まで気が付かなかった一面を知り、多
角的な視点で物事を捉える事の重要性を実感しました。また、視野を広
く持ち青年だからできるアプローチを実践することで新たな風を吹か
せることに価値を見出すことが出来ました。 

 I had the opportunities to participate in a variety of projects 
where I could discuss my opinions with the other organizations. 
After that, I realize that it is important to have other organizations 
involved in the project and I could have new point of views.  
Also, this opportunity empowered me that we have the 
opportunities to create a good change in our area using the young 
power. 



   

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 

今まで地域内に向けた発信に力を入れてきました。熊谷の光り輝く魅力
を地域内のみでなく他地域に対しても発信することで熊谷全体がさら
なる発展を出来ると考え、運動を展開してまいりました。他地域に魅力
的であると感じて頂くためには繰り返し訪れたいと思って頂き、ひいて
は住みたいと感じて頂けるようになって頂きたいと定着人口増加を意
識した未来に繋がる事業にしなければなりません。一つ一つの輝く地域
資産を熊谷の宝として一堂に会し、より輝かせることでまばゆい光とな
って人々に届けることが出来たと考えます。参加者も活動者も得る物が
あってこそ、運動展開する価値があり発展していけると考えます。新し
い風を起こし、多くの人を巻き込み、まちづくりをおこなう事こそが青
年経済人として先導的機関である青年会議所が出来る事と考え、邁進し
て参ります。 

 Until now we have been focusing on announcing this project 
towards the area. But, we realized that to announce not only 
within our area but also to the other areas to know about 
Kumagaya. If the people could know about the great resources of 
our area, the people will want to visit our city. At the same time, 
it means that we have the opportunity to develop our area to be 
more attractive. At the end, they will feel that this area is so 
attractive and they will want to move to this area. This is the 
reason that we should focus on it. Now, this project is only a small 
light which is illuminating our future. But when this light is 
becoming bigger, it will lead and light our future (population 
increasing). We, as Jaycee have the power to lead this area and 
involve other organizations to make a change for our better 
future. 

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 

参加者の募集を広告リーフレットではなく興味がわくデザインを施し
た封筒を作成し、招待状にしました。もっと伝わり易く改善が出来ると
思います。 
また、現代において申込に際し、個人情報の開示レベル、申し込み方法
のデジタル化などさらなる改善が出来ると考えます。 

 When we advertised the project, we think that it is not good to 
recruit the participants with using the leaflet only, so we made 
invitation cards with a design that the participants want to 
participate in this event. We can improve how to advertise and 
give more information to the participants. 
Also, we think to improve the application method to a digital one 
that will be easy to the participants to apply because of IT era.  

 

「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 

  



 



 

 

「メンバーの参加」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 

  



  

 

「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 

 

 

  

 

「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 



 

 

  

 

 

 


