Basic Information / 基本情報（ページ２）
Duration / 開催期間
説明：～年～月 から ～年～月まで
２０１３年８月１０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
２１０ ＭＥＮＢＥＲＳ

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
例：〇〇市ボランティア団体等
・長野市
・オリンピック施設社長
・長野市教育委員会

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
30,000 US DOLLAR

Profit / Loss

利益／損失

説明：基金を集めること以外は、０にしてください
０

In Which UN MDG best fit (if Apply)?

UN MDGs の該当項目（もしあれば）

説明：

Who is benefited?

誰の為に？

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人
長野市に住む 38 万人および子どもたちのために

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
市民の世界平和に対する前向きなよりよい変化をもたらす機会を提供する。
より多くの ACTIVE CITIZENS を創りだす事が目的。

Overview

概要

説明：必ず結果と合致しているはず
冬季オリンピックを再び長野に招致するために、メダリストが市民とオリンピズムに
ついて対話をする機会を設け、これからの世界平和に向けた VISION を市民・組織に
発信した。
結果、６８９名の参加者を得て、POSITIVE CANGE する機会を与えた。
その後、ユースオリンピックに向けた招致運動に協力する市民を誕生させることに成
功した。

Result 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

JCI 長野の VISION は、地域に対しインパクトを与え、多くの ACTIVE CITIZENS を創出
することができた。
理由は以下の通りである。
① ＪＣＩ長野が世界平和の実現に向けた各事業を市民・行政・姉妹友好 JC と共有す
ることができたからである。
② ＪＣＩ長野が宣言した VISION にインパクトを受け、参加した市民に一体感が生ま
れた。
③ ②により、市民がユースオリンピック誘致に向けた署名運動を開始した。

Actions Taken 行動
説明：
２０１２年１２月 ３日 開催日時及び開催場所決定
第５回理事予定者会議にて討議
２０１３年 １月～３月 ＬＯＭ内意見徴収、プログラム内容検討
２月 第一回 プログラム実施
４月 上旬 ゲスト者選定
４月 ４月例会 国際交流～違いを楽しむ交流をしよう！～
５月 内容詳細決定、ゲスト確定
５月 ５月例会 地域連携「コミュニティを発展させよう！」
５月 第２回 プログラム実施
６月 第３回 プログラム実施
６月 上旬 第６回定例理事会審議
６月 ６月例会 地域交流「長野のファンを増やそう！」
６月 下旬 広報実施
７月 ゲスト打合せ
７月 長野青年会議所全体会議
８月上旬 ４～６月例会で行った調査結果と JCI 長野が培ってきた伝統をまとめ、
JCI 長野 VISION を構築
８月 ９日 会場設営及び前日リハーサル
８月１０日 当日
１０月 事業報告書 提出
１０月～１２月今回創出した ACTIVECITIZEN の動向に注視し、2014 年度 JCI 長野に
しっかりと引継ぐことで、2014 年度の事業計画・実施に反映する。

Recommendations

考察や推奨

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？
JCI 長野が、これまで行ってきた運動と、JCI の理念を、JCI 長野 VISION として発信
したことは、市民に対し大きなインパクトを与えた。
アンケート結果や、問い合わせで寄せられた多くの声、メディアからの反響を見るに、
署名運動が起こるなど、確実に市民に伝わったことがわかった。
これからも、JCI 長野は市民が運動に参画できるような事業を開催し、老若男女が共
に世界平和に貢献できるようにすることが、JCI 長野の使命である。

ページ３
部門 Best Local OMOIYARI Project
Objectives, Planning, Finance and Execution 目的、計画、財務、実施

What were the objectives of this program?
このプログラムの目的は？
市民の世界平和に対する前向きなよりよい変化をもたらす
機会を提供し、より多くの ACTIVE CITIZENS を創りだす事が目的。

How does this program align to the JCI Plan of Action?
この事業は、どのように JCI の活動計画と合っていますか？
「ＪＣＩ長野はより多くの市民を POSITIVE CHANGE させる」
このことがコミュニテイを改善させ、ACTIVE CITIZENS が率先して世界平和のために
行動する事が JCI の活動計画と合致する。

Was the budget an effective guide for the financial management of the project?
予算計画は事業の財務管理の為の効果的なガイドになりましたか？
Ｙ ＥＳ ．

How does this project advance the JCI Mission and Vision?
どうやってこの事業は JCI のミッションとヴィジョンを推進しましたか？
（JCI MISSION の推進）
・市民、JCI メンバーが集い、オリンピック金メダリストとの対話する機会を設けた。
（JCI VISON の推進）
ＪＣＩ長野は、JCI の理念推進のための JCI 長野 VISION を発信。
地域のトップ・グローバル・ネットワーカーになることを宣言した。
上記を同日開催した。

※画像４つ必要

ページ４

Cooperation for the Sake of World Peace 世界平和のための協力

How did this project extend the presence of peace in your community?
どのように、このプロジェクトは、あなたのコミュニティで平和の存在を広げ
ましたか？
市民とメダリストが対話する機会を設けることにより、オリンピック憲章にある市民
へのオリンピズムの伝播に貢献した。

How was cooperation used to promote peace?
どのように、協力は平和を進めるのに用いられましたか？
長野オリンピック開催で市民に育まれた「平和でよりよい世界の建設」というオリン
ピックムーブメントを、メダリストとの対話で再確認した。ユースオリンピック誘致
の機運を高めた。

※画像４つ必要

ページ５
Community Impact 地域社会への影響

What was the intended community impact?
事業実施によって、意図されたコミュニティへの影響は、何でしたか？
市民の世界平和に対する意識が高まり、前向きなよりよい変化をもたらす機会を提供
する。
より多くの ACTIVE CITIZENS を創りだす事が目的。

Describe the actual community impact produced by this project
このプロジェクトによって発生される実際のコミュニティへの影響を記述して
ください
・ＪＣＩ長野が宣言した VISION にインパクトを受けた自治会が、ユースオリンピック
誘致に向けた署名運動を開始した。
・JCI 長野が行っている各事業に、行政・他団体・市民が積極的に参加・協力してく
れるようになった。

※画像４つ必要

ページ６
Impact on Local Organization LOM への影響

How did the Local Organization benefit from running this project?
どのように、LOM は、このプロジェクトを運営することから利益を得ましたか？
JCI 長野が明確な VISION を発信したことで、以下の利益を受けることができた。
①地域における LOM の認知度・知名度向上
②JCI 長野の行っている活動を理解し、協力してくれる市民を得た。
③行政との協力関係がさらに強化された。

How did the program advance the JCI Mission?
どのように、この事業は JCI ミッションを促進しましたか？
・オリンピックメダリストとの対話によって、平和でより良い世界の建設というオリ
ンピックムーブメントを理解した長野市民と子ども達が POSITIVE CHANGE する機会を
作った。

※画像４つ必要

ページ７
Long-term Impact of the Program プログラムの長期的な影響

What is the expected long-term impact of this project?
このプロジェクトの期待される長期の影響は、何ですか？
① 本事業で再確認されたオリンピックムーブメントが、更に他の市民を巻き込み、恒
久的な世界平和のための運動を広げていくこと。アクティブシチズンが増加するこ
と。
②

我々の運動が広がっていく事により、JCI 長野の地域での認知度が更に拡大する
こと。

③ ②により、地域をよくする志を持ったメンバーが増加することにより、我々の運
動が更にスケールアップすること。
④ ③により、更にアクティブシチズンが増加し、世界平和への更なる促進につなが
ること。

What changes would you make to improve the results of this project?
このプロジェクトの結果を改善するために、どんな改善策がありますか？
我々の目的を更に発展させ達成するために以下の取り組みが必要である。
① 我々は事業の市民への説明会の回数を増やし、市民にオリンピックムーブメントを
通じて、恒久的な世界平和実現の重要性を認知させ、彼らに協力を求める機会を増
やすこと。
② 我々が大手マスメディアや行政と連携し広範囲に効果的な広報活動を行うこと
で、スポーツによる教育・文化交流の重要性を向上させること。
③ 我々がこの事業のモデルケースを市民に提案することにより、彼らが継続的に世
界平和のための運動を行うこと。
④ 我々が地域の子供にスポーツを通じた他国との文化交流をする機会を提供するこ
とにより、将来のアクティブシチズンの増加を図ること。

※画像４つ必要

