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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 5 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 

大阪青年会議所メンバーの588MEMBER 

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 

大阪市・大阪市教育委員会・大阪市体育厚生協会・一般社団法人大阪スポーツみどり財団 

大阪市ゆとりみどり振興局・公益社団法人大阪府柔道整復師会・大阪市相撲連盟 

大阪市相撲連盟    

公益社団法人大阪府柔道整復師会 

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 

76400 US ＄ 

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： 

無 



Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 

・大阪市内の国立・私立・公立小学校及び外国人小学校 1年生～6 年生（男女）115,870人 

・大阪市に住み暮らす人びと 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 

こどもを対象に掲げた目標に向け率先して行動する気概を有する活き活きとした子どもを溢

れさせることを目的とします。 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 

① 審判講習会・オリエンテーション 2015 年 5 月 7 日 

・JCI 大阪は JCI 大阪メンバーを対象に当日の勝敗に関して間違いがないように審判

資格の講習を受けた 

・JCI 大阪は当日の進行のスケジュール並びに安全を確保する為にオリエンテーショ

ンを開催した 

 

② オリエンテーション 2015 年 5 月 30 日 

・JCI 大阪は JCI 大阪メンバー並びに外部協力を頂いている団体を集め、当日のスケ

ジュールの確認、役割、安全面を確保する為にオリエンテーションを開催した 

 

③ わんぱく相撲大阪市大会 

日時：2015年 5 月 31 日（日） 9:00～17:40 

場所：大阪府立体育会館（BODYMAKER コロシアム）  

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 

【１】（対外）  

目  標 子ども1,500人 合計1,500人  

ボランティア 20人・柔道整復師 4 人・相撲連盟 30人・看護師 1人＝55人 

  参加数 事前登録数 1,368組 

      参加数   1,220組＋やるキッズ144組＝合計1,364組 

   事前登録とやるキッズを含む人数で目標にしていた1,500名を超える1,512人を達成することが出来ました。 



アンケートの集計結果からも子どもたちに掲げた目標に向け率先して行動する気概を有する活き活きとした子ど

もを溢れさせることが出来ました。 

   

【２】(対内） 

目  標 役員 15 人 他委員会 520人 担当委員会 55人＝590人 

参加数 役員 15 人 他委員会 519人 担当委員会 54人＝588人 

  

【３】未来の力創造事業参加者アンケート  

 結 果：1241組の参加者からアンケート回収し、平均で86％を達成致しました。 

① みんなに応援してもらい、がんばろうという気持ちになりましたか？ 

応援してもらい頑張ろうという気持ちになった子どもは1,161人、94％いました。 

② 「未来の夢のスライドショー」をみて、じぶんの夢をかなえたいとおもいましたか？ 

自分の夢を叶えたいと思った子どもは929人、75％いました。 

③ 礼節に関してちゃんと出来たと答えた子どもは1,131人、91％いました。 

Actions Taken 行動 

説明： 

2014 年 12 月 15 日 大阪府立体育会館 打合せ 

2014 年 12 月 25 日 大阪府立体育会館 打合せ 

2015 年 1 月 7 日 大阪府立体育会館 打合せ 

2015 年 1 月 10 日 倉庫備品確認 

2015 年 1 月 20 日 大阪府立体育会館 打合せ 

2015 年 1 月 26 日 倉庫備品確認 

2015 年 3 月 6 日 伊勢ケ浜部屋訪問 

2015 年 3 月 19 日 伊勢ケ浜部屋親方 打合せ 

2015 年 3 月 22 日 伊勢ケ浜部屋 横綱日馬富士関 打合せ 

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？ 

＜目的を達成した点＞ 

 結 果：1241組の参加者からアンケート回収し、平均で86％を達成致しました。 

① みんなに応援してもらい、がんばろうという気持ちになりましたか？ 

応援してもらい頑張ろうという気持ちになった子どもは1,161人、94％いました。 

② 「未来の夢のスライドショー」をみて、じぶんの夢をかなえたいとおもいましたか？ 

自分の夢を叶えたいと思った子どもは929人、75％いました。 

③ 礼節に関してちゃんと出来たと答えた子どもは1,131人、91％いました。 



 

ページ３ 

部門 Best Local CSR 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？ 

掲げた目標に向け率先して行動する気概を有する活き活きとした子どもを溢れさせることを

目的をします。 

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？ 

この事業は子どもたちの感性を磨くことができる事業です。継続して子どもたち

の原体験を体験してもらうために、本事業に参加した市民、協賛企業、行政、各

種団体と協力して子どもの育成に向けたコミュニテイを構築して子どもたちを継

続して育成していく活動計画がJCIの活動計画と合っていると考える。 

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？ 

各小学校にチラシやポスターを配布し、大阪青年会議所メンバーの会社にポスターを

配布し、雑誌媒体などにはお金をかけずに運営することができました。 



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？ 

JCI MISSION 

大きな夢を想い描く活き活きとした子どもを育成する、この事業は掲げた目標に向

け率先して行動する気概を有する活き活きとした子どもを溢れさせることを目的とする

事業です。 

 

JCI VISION 

JCI大阪は多くの能動的なリーダーを育成するプログラムを実施し、大阪に住み暮

らす子どもたちに目を向け夢を想い描く活き活きとした子どもを溢れさせて

いきます。 

※画像４つ必要 
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Community Impact 地域社会への影響 

 



How did the Local Organization measure community impact for this project? 

どのようにして、LOM は、このプロジェクトによる地域社会への影響を測りま

したか？ 

大阪に住み暮らす子どもや大人に夢を想い描く掲げた目標に向け率先して行動する気概を

有する活き活きとした子どもを溢れさせることが出来ました。 

Describe the actual community impact produced by this project 

このプロジェクトによって発生した実際の地域社会への影響を記述してくださ

い 

大阪市内全域 

※画像４つ必要 
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Alignment to One or More of the Ten Principles through Concrete Measures 

10 プリンシプルの一つ以上への具体的な取り組み 

 

Which of the ten principles of CSR did this project target? 

CSR の 10 の原則のうち 何をこのプロジェクト目標にしましたか？ 

無 

How did this project contribute to the promotion or implementation of the ten 

principles of CSR? 

どのように、このプロジェクトは、CSR の 10 の原則の実現または促進に関与

しましたか？ 

無 

※画像４つ必要 
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Results Achieved 結果 

 

Which objectives did this program achieve? 

この事業は、どの目的を達成しましたか？ 

掲げた目標に向け率先して行動する気概を有する活き活きとした子どもを溢れさせることを

目的とします。 

What were the concrete results of the project? 

具体的な結果は、何でしたか？ 

夢を実現するために挑戦しようとする子どもを増やすことができ、夢を持って挑戦す

る大事さを理解してもらえたと考えます。 

※画像４つ必要 
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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？ 

大阪市内に住み暮らす人びとに大阪青年会議所の活動を周知することが出来ました。 

How did the program advance the JCI Mission? 

どのように、プログラムを通じで JCI ミッションを促進したのか？ 

JCI MISSION 

大きな夢を想い描く活き活きとした子どもを育成する、この事業は掲げた目標に向

け率先して行動する気概を有する活き活きとした子どもを溢れさせることを目的とする

事業です。 

 

※画像４つ必要 
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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の影響は、何ですか？ 

参加をした子どもたちが大人へと成長していく過程で夢を想い描く大人へとなって

いき、夢に諦めずに立ち向かっていく子どもたちへと成長していきます。 



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？ 

事業を通じて子どもたちの感性を継続的に磨いていくために、本事業に参加した

子どもたちに継続して参加をしてもらい、また新しく小学生となる子どもたちが

広く参加をしてもらう仕組みが必要だと考える。 

※画像４つ必要 

 

 


