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Basic Information / 基本情報 

 

Duration / 開催期間 

説明：～年～月 から ～年～月まで 

２０１５年６月１７日～２０１５年８月２６日まで 

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 

７９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 

例：〇〇市ボランティア団体等 

 

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 

ONE MILLION NINE HUNDRED AND THIRTY THOUSAND 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 

京都に住み暮らす人々の為に。 

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 



まちを繋いでこられた先達の恩に感謝し、感謝の気持ちを持つこと、伝え

ることの大切さと共に恩に報いる気持ちの大切さを伝統文化を通して市

民に伝え拡げ感謝溢れる町にするため。 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

講師より文字で伝える事の大切さを講演して頂き、普段使用している言葉

の意味を学んでもらう。そして感謝の気持ちを伝えることの大切さを学

ぶ。講師に伝統文化の書道を伝えてもらう。アンケートを実施し、市民の

思いを確認する。 

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 

日常生活で使用している言葉の意味を学んだ。 

書道という伝統文化を用いて、文字を使用して感謝の気持ちをかたちに表

し、それを伝えることの大切さを伝えた。 

アンケートを実施し市民の思いを確認できた。 

人が生きていく上で必要な、感謝の思いを持ち続ける事の大切さ、改めて

感謝を伝える事の大切さ、今生きていることへの感謝の気持ちが確認でき

た。 

Actions Taken 行動 

説明： 

講師から感謝することの大切さについて講演を行った。  

伝統文化の書道の実演をしてもらい、参加者も体験した。 

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？ 

感謝の気持ちと恩に報いる気持ちをもつことの大切さ、感謝の気持ちを伝

えることの大切さを、伝統文化を通して市民に伝えれた。 

目的達成できなかった部分はありません。 

なぜならば、当日実施したアンケートを集計した結果、私達の目的とする

感謝の気持ちを伝える事の大切さを感じてもらえた事が確認できたから。 
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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？基本情報に詳述して下さい ※２００語まで 

現在忘れかけている感謝することの大切さを感じてもらう。又、日本文化

の書道を体験する事によって、文字の大切さ、文字を使ってできる伝える

方法を学んでもらう。日本人特有の心と伝統文化の融合で今後、市民自ら

この事柄について考え、後世に伝えていってもらう。 

 

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？ 

活動計画のどの部分に合致しているのか？合致している部分の詳述してくださ

い。＊JCI Action plan のシートを参照 ※２００語まで 



『つながり・つながりが重要なのは、お互いの考え、行動の共有を通し、、』

から我々の目的の感謝を伝える事の大切さを学ぶ事により、人とのつなが

りがこれからの地域社会が新たな動きに参加できる。又伝統文化をつなぎ

伝えることで後世に残すことができ、また新たな文化を生み出す。 

 

Was the budget an effective guide for the financial management of the 

project? 

予算は事業の財務管理のための効果的なガイドになりましたか？ 

予算上の工夫と、予算の内訳の概算を記述してください ※１５０語まで 

会場費 約 15 万円 

会場備品使用費 約 20 万円 

宣伝広告費 約 35 万円 

講師費用 約 100 万円 

他備品 約 20 万円 

大人数が講演、体験ができる利便性も優れている会場の価格交渉に成功し

た。 

市民に広く認知されている著名な講師 2 名の費用の価格交渉ができた。 

 

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？ 

※ビジョンとミッションに分けて明確に詳述してください 

※２００語まで 

ミッション  

参加者自ら後日、感謝の気持ちを書いた書を感謝を感じている方に渡して

もらいました。 

ヴィジョン 

我々青年が先頭に立ち、この事業を通じて市民が新たな気付きを築いてい

ただく。 

※写真４枚 
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Membership Participation メンバーの参加 

 



By number,how  many members were involved in this program? 

事業のスタッフは、何人？数字で記載してください ※２語まで 

２５人 

 

By percentage how many members of the Local Organization were involved 

in this program? 

LOMメンバーの参加率は、何パーセントですか？ ※１語 

７２％ 

 

Describe the main roles of the participating members in this program 

このプログラムで参加しているメンバーの主要な役割を簡潔に記述してくださ

い ※３００語まで 

一般参加者を会場に安全かつ迅速に誘導し、会場舞台設営、会場進行、司

会、をした。一般参加者にストレスなく講演に参加していただき、事業当

日の為に時間を作っていただいた方一人一人に感謝の気持ちを伝えた。又

終了まで市民の安全を守った。 

※写真４枚 
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Community Impact 社会への影響 

 

How did the Local Organization measure community inpact for this program 

どのように、ＬＯＭは、このプログラムのために地域社会への影響を測りました

か？ ※２００語まで 

京都府民約 260 万人が主に購読する京都新聞に翌日の 8 月 10 日に掲載さ

れました。感謝の気持ちを書き出すなど、当事業の目的が掲載されました。 

又当日も市民からの感謝の気持ちを頂きました。 

 

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地域社会への影響を記述してくだ

さい ※３００語まで 



市民一人一人が心の基本、感謝を見つめ直す事により、まずは身近な人か

ら伝える事によって心が豊かになります。感謝の気持ちを持ってコミュニ

ケーションを測ることができれば、家族から社会へ世界平和へと繋がりま

す。 

 

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、この事業を運営することから利益を得たか？ 

※２００語まで 

当事業は京都新聞に掲載されました。メディアから発信する事により、よ

り多くの市民から当事業が認知されました。そして我々青年会議所運動が

認知されることにより、又一人同志が増えることになりました。 

 

How did the program advance the JCI Mission? 

どのようにＪＣＩミッションを推進したのか？ ※２００語まで 

ミッション  

市民の皆様に感謝について今一度向き合って頂く事で、市民に良い刺激に

なり、又我々青年会議所メンバーにも刺激になった機会を提供できた。当

事業を遂行した事により、新たな学びや気付きを得てさらに進化した事業

を展開します。 

 

How did the project advance the JCI Vision? 

どのようにしてＪＣＩヴィジョンを推進したのか？ ※２００語まで 

ヴィジョン 

昨今の世界状況を、我々の地域社会を素早くキャッチし、我々青年が先頭

に立ち、市民へ様々な橋渡しになる。 

※写真４枚 
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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的な影響は、なんですか？  

※２００語まで 

感謝というものは数字化や目に見えるものではありません。心と心が通い

合えるには 1 秒や 10 年でも図り知れません。我々がこの事業を信じる事

によって、明るい豊かな社会へと繋がります。 

 

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？ 

※３００語まで 

我々の事業により多くの市民の方に足を運んで頂く事が必要です。その為

には我々が現代社会に足りないのは？市民が求めているのは？と様々な

問題や課題を見つけることです。常に我々が先頭に立ち、地域社会のリー

ダーになる事が必要です。 

※写真４枚 


