Basic Information / 基本情報

ページ２

ＬＯＭ賞

Duration / 開催期間
説明：～年～月 から ～年～月まで
２０１５年１月１日から２０１５年１２月３１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
２０１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。文字数制限（半角
英数 100 文字まで）があります。
例：〇〇市ボランティア団体等
札幌市（まちづくりパートナー）
北海道、札幌商工会議所（特別顧問）

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
５１，７０３，８３５円

Profit / Loss

利益／損失

説明：基金を集めること以外は、NONE にしてください
ＮＯＮＥ

In Which UN MDG best fit (if Apply)?
説明：UN MDGS の該当項目（もしあれば）
確認中

Who is benefited?

誰の為に？

説明：活動エリアに住み暮らす人々
札幌市民１９４万人

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
意識の変革を促し、前向きな変化を創りだすため
ＪＣＩ札幌は「これまでよりも街のことを考え行動する市民を増加させる。」を達
成するために、以下の目的を目指しました。
１． 札幌市民の札幌の街に対する関心を高める。
２．グローバルリーダーとなる青年を育成する。
３．未来の札幌を担う子供たちを育成する。
４．メンバーに対して、ＪＣＩ札幌の伝統と歴史への理解を促進する。
５．札幌市民に対して、共助と環境への意識を高める。

Overview

概要

説明：小学生でも事業内容・運動が理解できるように,
簡単な単語のみで事業の大まかな説明をして下さい。
ＪＣＩ札幌は以下の運動を展開した。
目的１を達成するため
１、 公開討論会を開催した
・札幌市長の任期満了に伴う市長選挙が行われるところ、各候補者が考える札幌
の将来像について市民へ届ける機会を与えた。
２、 札幌市のキャッチコピーとして使用している「サッポロスマイル」を冠したサッ
ポロスマイルアワードを継続事業として開催した。
・札幌で地域や世界に貢献している人物を発掘し、表彰する舞台を作り、市民にそ
の活動を広く周知した。
目的２を達成するため
１、 グローバルリーダー育成事業を開催した。
・ダライ・ラマ法王１４世氏の講演を通じて、札幌市民がグローバルリーダーとな
る意識を高める機会を与えた。
２、 世界的視野をもって自らが地域を牽引するグローバルリーダーを育成するため第
一回、第二回とグローバルリーダーセミナーを開催した。
・札幌市民とメンバーに対して、講演とグループワークを行う内容のセミナーを
開催した。合計２回のセミナーを通じて、グローバルリーダーとなる青年を育成
した。
目的３を達成するため
１、 子供相撲大会を開催した。
・昨年より始まった相撲大会を継続事業として開催した。わんぱく相撲札幌場所
の幅を広め、より多くの成長の機会を提供できるようにするため幼児の部と女子

の部を新設した。
目的４を達成するため
１、 メンバーに対して、JAYCEE の伝統と歴史への理解を深め会員拡大に対する意識向
上へ向けたセミナーを開催した。
・札幌メンバーに対して、ＪＣについて学ぶ機会を提供し、組織への理解を深め
た。また、メンバー一人ひとりの会員拡大に対する当事者意識を高め LOM 一丸と
なって会員拡大運動を行った。
・入会予定者への仮入会者研修と歓迎会を行った。
・入会予定者に対して、ＪＣＩ札幌の理念や歴史を学ぶ機会を提供し、より積極的
にＪＣ運動に参画する意識を高めた。
目的５を達成するため
１、 共助社会確立例会、次世代環境創造例会、「サッポロの未来」創造例会を開催
した。
・札幌の市民に対して、共助をテーマに講演とパネルディスカッションを実施
し、共助精神の捉え方を共助の必要性から考え、市民に新しい視点の共助を伝
える機会を提供した。
・札幌の市民に対して、環境をテーマにエネルギーロスの改善と重要性に着目
し講演会と展示会を実施し、エネルギー問題に対する当事者意識を高めた。
・札幌の市民に対して、高齢化をテーマの講演会とパネルディスカッションを
実施し、異なる立場や分野の人々が連携し、想いをひとつにして同じ方向を見
据えたまちづくりへの意識をもたせるサッポロビジョンの必要性を発信した。
また、札幌ビジョンを実現に導く方法として日本版ＣＣＲＣの説明を行った。

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札幌は
概要１の結果として
１、 ３６０名の市民に対して、市長候補者の考えを理解する機会を提供することで、
札幌の街への関心を高めた。
２、 ４１１名の市民に対して、夢の実現に向けて行動する若者を知る機会を提供する
ことで、札幌の街への関心を高めることができた。
概要２の結果として
１、 ダライラマを北海道初めて呼び、札幌メンバー、市民合わせて１８５３名に対し
て、刺激を与え、世界的視野をもって自らが地域を牽引するグロ－バルリーダー
となる意識を向上させた。
２、 セミナーを通じて１２４名のグローバルリーダーを育成した。
概要３の結果として
１、 新設した幼児の部と女子の部により、６８名の札幌の将来を担う子供達に対して、
相撲を通じて礼節を体得し、互いを思いやる心を向上させた。
概要４の結果として
1,メンバー全員の会員を増やす意識が高まった。
２,多くのメンバーがＪＣＩ札幌の伝統と歴史を理解し会員拡大を希望した。６４名が
入会し、会員数が２３０名を超えた。
概要５の結果として
１、 １２０名の市民は、市民一人ひとりが特色やアイディアをもち寄って、互いに助
け合う共助の必要性を理解した。
２、 １０２名の市民は、エネルギー問題について学び、次世代環境問題に対する重要
性を理解した。
３、

Actions Taken 行動
説明：大まかに、事業の調査、立案、会議の流れ、実施活動、事業後の活動について
書いて下さい。日付も入れて下さい。箇条書きでも構いません。
1/9
1/29

Local Chapter New year party 開催－１４４名 ７２％
通常総会－１４４名 ７２％

2/9

Monthly meeting（ＪＡＹＣＥＥ拡大）－１４１名 ７０％

3/10

公開討論会－１１９名 ５９％

3/18

Monthly meeting

(共助社会確立）－１４１名 ７０％

4/3

Monthly meeting

(グローバルリーダー育成）－１５２名 ７６％

5/9

Monthly meeting

(次世代環境創造）－１１４名 ５７％

6/11～14 ASPAC 参加－３０名 １５％
6/1

Monthly meeting（創立記念）－１５７名

７８％

7/3～10

国際アカデミー参加－２名 １％

7/18～19 サマーコンファレンス参加－１１２名 ５６％
7/28～31 Global partnership summit（ＧＰＳ）－１０名 ５％
8/19

Monthly meeting（未来を切り拓く人材育成）－１１９名 ５９％

8/28～31 姉妹ＪＣ交流事業－７０名 ３５％
9/4～6

地区大会参加－２００名 １００％

9/2

９月特別事業－１２５名 ６２％

10/7

Monthly meeting

10/28

Monthly meeting（新入会員歓迎）－１２６名 ６３％

11/26

Monthly meeting（アワードバンケット）－１２６名 ６３％

11/3～8

World Congress 参加－６５名 ３２％

12/2

Monthly meeting（卒業予定者を送る夕べ）－１４０名 ７０％

Recommendations

(サッポロの未来創造)－１２４名 ６２％

考察や推奨

説明：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札幌は
目的１のうち
・市長候補者の考えを理解する機会を市民に提供し、市民の地域に対する関心を高めた。
なぜなら一般市民来場者計画数１９６名に対し３６０名が集まり、アンケートでは４
８０名の来場者の６８％が立候補予定者の考えを理解したと回答したため。
・夢と行動力をもった若者がもつビジョンや活動に共感した市民の輪が広がり、ひと
の活力とまちの魅力による夢溢れる札幌を実現することができた。なぜなら一般来場
者によるアンケートでＱ５．Ｑ８．Ｑ１３．において、多くの市民から肯定の回答を
いただいたため。
・Ｑ５．夢を実現するための行動力の大切さを理解できたか？ はい～１００％
・Ｑ８．夢を実現するために行動しようと思ったか？

はい～８４％

・Ｑ１３．受賞者の夢やビジョンに共感したか？

はい～９７％

目的２のうち
・二回のセミナーを開催し、多くの市民に対して、世界的な視野を持って地域を牽引
するグローバルリーダ－を目指す気持ちを作り上げた。なぜなら自分の考え方に問題
があることに気づいた、次に行動を移すことの重要性を感じた、というアンケート結
果が出たため。
目的３のうち
・わんぱく相撲において幼児の部と女子の部を新設することで、より多くの子供達に

心身の鍛練や礼節を学ぶ機会を提供できる可能性を示すことができた。
目的４のうち
・新入会員数が前年を超えると共に２年連続６０名以上の入会となった。
目的５のうち
札幌市民の共助と環境への意識を向上させた。なぜなら、札幌の共助と環境へのビジョ
ンを示したところ、９０％以上が理解したというアンケート結果が出たから。

【ページ３】
Most Outstanding Local Organization 個別項目
Strategic Plan
戦略計画
Briefly describe the main points of the Local Organization Plan of Action.
LOM の行動計画の要点を簡単に説明してください。（使用英単語 300 語）
１.札幌市民の札幌の街に対する関心を高める。
２．グローバルリーダーとなる青年を育成する。
３．未来の札幌を担う子供たちを育成する。
４．メンバーに対して、ＪＣＩ札幌の伝統と歴史への理解を促進する。
５．札幌市民に対して、共助と環境への意識を高める。
How has the organization advanced the JCI Mission?
どのように、JCI ミッションを進めましたか？（使用英単語 150 語）
ＪＣＩ札幌は、市民に多くのポジティブチェンジの機会を提供する計画を立て、実行
した。
① 地域社会に対し地域の関心を高めるため、公開討論会を実施し、360 名の一般来
場者に対し市長候補者の考えを理解してもらう活動を行った。
ＪＣＩ札幌は、札幌市長選挙が行われることから、４８０名の市民に対し公開討論会
を開催し、各候補者と市民が互いに地域への考えを確認する機会を提供した。
② 札幌市民に対しより良い社会を創造する機会の提供するために共助、環境、高齢化を
テーマに講演会を行った。
ＪＣＩ札幌は、共助、環境、高齢化をテーマに講演会を開催し、より良い地域社会を
実現するための要素を再認識する機会を提供した。
③ 札幌を牽引するたくましい人材を育成するために子供たちに成長の機会を提供する
ためわんぱく相撲を行った。
④ 志同じくする仲間と協働し、スキルアップするために拡大例会を行った。

（上記③から削除、以下追加）
③地域で輝く若者を見つけ表彰する、サッポロスマイルアワードを開催し、夢の実現
に向けて行動する若者が、自らの存在と活動を市民へと発信する機会を提供した。
以上のようにＪＣＩミッションを推進した。

How has the organization advanced the JCI Vision?
どのように、JCI ヴィジョンを進めましたか？（使用英単語 150 語）
ＪＣＩ札幌は、能動的市民が自ら率先して理想の実現を目指し行動するための計画を
立て実行した。
ＪＣＩ札幌は、事業を通じて、市民の地域社会に対する関心を高めるよう促した。ま
た、地域社会に対する関心を高めた市民が更に他の市民へと、能動的に意識向上を促
した。
① 市長選挙が行われるところ、各候補者が考える札幌の将来像について市民の関心を高
め理解を深めるために公開討論会を実施した。
② 地域で輝く人を見つけ表彰し、夢の実現に向けて行動する若者を知る機会を提供す
るためサッポロスマイルアワードを開催した。
③ 世界的視野をもって自らが地域を牽引するグローバルリーダーを育成するためグ
ローバルリーダーセミナーを開催した。

How has the Local Organization contributed to the JCI Plan of Action?
どのように、LOM は、JCI 行動計画に貢献しましたか？（使用英単語 200 語）
ＪＣＩ札幌は以下のような形でＪＣＩ行動計画に貢献した。
ＪＣＩ札幌は、市民とともに以下の行動計画を実施した。
① JＣＩ札幌は地域の夢を実現する若者たちを知りを表彰する事業を開発し
た。
② JＣＩ札幌はグローバルリーダーを育成し、良い社会へと突き動かす環境作
り出した。
③ ＪＣＩ札幌は、志同じくする仲間と協議して、互いをスキルアップさせる
ことで組織を拡大した。

画像データ四つ必要

【ページ４】
Individual Development Programs and Results
会員資質開発プログラムとその結果
What project or projects has the Local Organization run to develop individuals?
LOM は、個人を開発のために、どんなプロジェクトを運営しましたか？（使用英単語 200 語）
①ＪＣＩ札幌はメンバー一人ひとりが能動的に会員拡大に取り組めるように、当事者意
識を高めることを目的とした「JAYCEE 拡大」例会の中で会員拡大に対する悩みや疑問
を解決するためのパネルディスカッション、会員拡大の必要性を伝えるためのプレゼ
ンテーションを行った。

How did the organization impact individuals?
どのように、組織は個人に影響を与えましたか？（使用英単語１５0 語）
ＪＣＩ札幌メンバーが会員拡大運動を行う上での実践的なスキルアップにつながっ
た
会員が増えることにより、組織はどうなるのか、まちはどのように変わるのかを伝え、
何故会員拡大が必要なのかをメンバーに伝えた。

画像データ四つ必要

【ページ５】
Community Development Programs and Results
地域社会開発プログラムとその結果
What project or projects has the Local Organization run to develop the community?
LOM は、コミュニティを開発するために、どんなプロジェクトを運営しましたか？（使用英単語 200
語）

① ＪＣＩ札幌は、昨年より始まった「サッポロスマイルアワード」を毎年継続する事
業として開催した。
「サッポロスマイルアワード」は、札幌で「衣」
、
「食」
、
「住」、
「芸
術」
、
「社会・文化」の５分門において活躍している人を発掘・表彰する企画である。こ
の企画は、明るい豊かな札幌の実現のために活動する人々を市民に広く知ってもらい、
より大きな夢や目標をもって能動的に行動する市民を増加させる。

How did the organization impact the community?
どのように、LOM はコミュニティに影響を与えましたか？（使用英単語１５0 語）
① 夢の実現に向けて行動する人々を知る機会を提供することで、札幌の街への関心を
高めることができた。事業に参加した市民が刺激を受け、自らも夢をもって行動す
る意識の変革をもたらした。こうした能動的市民が増えることにより、夢と希望を
もったまちづくりが可能となり、明るい豊かな社会を築くことが出来た。

画像データ四つ必要

【ページ６】
International Development Programs and Results
国際開発プログラムとその結果
What international project or projects has the Local Organization run?
LOM は、どんな国際的なプロジェクトを運営しましたか？（使用英単語 200 語）
１． ＪＣＩ札幌は、海外よりダライ・ラマ法王を招き基調講演を行った。
２． ＪＣＩ札幌は４２年間姉妹提携を結んでいる東大邸ＪＣを札幌に招き、交流事
業を行った。

What impact did the international development project have?
国際的な開発プロジェクトには、どんな影響がありましたか？（使用英単語１５0 語）

① 札幌に初めてダライ・ラマ法王を招き、札幌市民や市民以外からもたくさんの人の心
を動かすことにつながった。なぜなら、ダライ・ラマ法王の基調講話により意識変革
ができ、参加して良かったという声が多くみられたからである。
② ＪＣＩ札幌は、ＪＣＩ東大邸と両国の友情を育んだ。そしてＪＣＩ東大邸に対し、日
本の文化を体験する機会を提供するとともに、文化の相互理解につながった。
画像データ四つ必要

【ページ７】
Economic Development Programs and Results
経済開発プログラムとその結果
What project or projects has the Local Organization run to develop the economy?
LOM は、経済を開発するために、どんなプロジェクトを運営しましたか？（使用英単語 200 語）
ＪＣＩ札幌は、グローバルリーダーを育成することで、地域経済の持続可能な成長を目指
した。
① ダライ・ラマ法王を招き、基調講演を行った。
② ２回のグローバルリーダーセミナーを開催した。
How did the organization impact the economy?
どのように、LOM は経済に影響を与えましたか？（使用英単語 150 語）
① ＪＣＩ札幌は、札幌で初めてダライ・ラマ法王を招いた。１７０１名の市民が世界的
な広い視野と見識を習得した。
② ＪＣＩ札幌は、２回のグローバルセミナーを開催した。第１回では１１５名の市民が、
ニーズとシーズから新しい付加価値を提供することを習得した。また、第２回では６
４名の市民が、地域にある問題点を追及し多くの市民とともに変革を推進することを
習得した。

画像データ四つ必要

