
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５月から２０１３年９月まで 
 

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 
４４member 
 
 

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 
・地元小学生とその保護者 
・地元特別支援学校生徒とその保護者 
・地元学校の教職員 
・地元大学生ボランティア 
・地元在住プロ・アマ スポーツ選手 
 

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 
・１６，０００ ＵＳＤ（１６０万円） 
 

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 
・ＮＯＮＥ（０円） 
 



In Which UN MDG best fit (if Apply)? UN MDGsの該当項目（もしあれば） 

説明： 
・ＮＯＮＥ（特になし） 
 

Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々 人 
世界７０億人の人々 

 

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 
 
JCI 広島は、恒久的な世界平和を実現する。 
その為、JCI 広島は、世界の人々が、世界平和へ向けて積極的に行動することを目的と

した。 
 
①平和の実現には、一人ひとりの行動が重要であると意識変革をする。（POSITIVE 
CHANGE の機会） 
②意識を変えた人々が、世界平和向けて行動する。（平和を目指す ACTIVE CITIZEN） 
③その行動が世界に平和へのインパクトを与える。（その ACTIVE CITIZEN が、世界

全体へ、平和への POSITIVE CHANGE を創造する） 
 
以上のことに、JCI 広島が積極的に関わった。 
 

Overview 概要 

説明：必ず結果と合致しているはず 
JCI 広島は、世界中の人々が、世界平和へ向けて積極的に行動する為に、以下のこと

を実施した。 
 
①平和の象徴である折り鶴を利用した大きなモニュメント（世界一大きな折り鶴のレ

イと折り鶴の塔）を作成する企画を実施した。 



  
・折り鶴のレイとは、折り鶴同士を繋ぎ合わせ、レイ（花輪状）にしたものである。 
７，０００メートル、２８万８千羽の折り鶴を述べ３００人の市民で繋ぎ合わせ「世    

 界一大きな折り鶴のレイ」を作成した。 
 
  
②世界平和を世界へ発信する為、大きなモニュメント（折り鶴の塔）を多くの人々が

集まる場所に展示した。 
 市民が中心に、地域社会、そして世界へ、世界平和のインパクト（発信）を起こし

た。 
 
・折り鶴の塔とは、世界一大きな折り鶴のレイは、外部で展示するにはあまりにも大 
 きいため、レイの一部を使い、高さ７メートルの塔を飾りつけたものである。 
後に市内６箇所で一般市民に向けて公開した。 
 
・折り鶴とは、世界平和の象徴である。 
・小さな紙（１５ｃｍ×１５ｃｍ）を使って、鶴の形を模した物である。 
・折り鶴には、恒久的平和への願いが込められている。 
・広島平和記念公園には平和を願い、年間１０トンの折り鶴が届けられる。 
 
 

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 
 
ＪＣＩ広島は、市民に世界平和実現に向けた活動のできる機会を提供した。 
その結果、世界平和を目指す Active Citizen を増やすことができた。 
 
①ＪＣＩ広島は、平和の象徴である折り鶴を利用した大きなモニュメント（世界一大

きな折り鶴のレイと折り鶴の塔）を作成する企画を実施した。 
この企画に市民３００人が参加し、平和への想いを全員で受け止め作成した。 
参加した市民は、世界中から広島に集まった平和への祈りの多さを認識し、恒久平



和は、一人ひとりの行動が重要であると意識させることができた。 
 
２８万羽の折り鶴を使用し、長さ７，０００メートルのレイの形に繋げた結果、 
「世界一大きな折り鶴のレイ」として、ギネス世界記録として認定された 
 

 参加者コメント①：１人ひとりが力を合わせれば、不可能と思えることも可能にな

ると自信ができた。 
参加者コメント②：平和文化都市広島の住人であることに誇りを感じた。 
 
※広島平和記念公園には平和を願い、世界から年間１０トンの折り鶴が届けられる。 

 
 
②ＪＣＩ広島は、平和の象徴である折り鶴を利用した大きなモニュメント（折り鶴の

塔）を市内６箇所で展示した。 
 我々の世界平和への運動を広く発信することができた。 
  １．広島特別支援学校 １５０名 
  ２．広島平和記念公園 ３，８４３名 
  ３．旧日本銀行広島支店 ３１６名 ※被曝建物 
  ４．広島経済大学 ５００名 
  ５．地元プロ野球チーム観戦者 ２１，７８７名 
  ６．地元プロサッカーチーム観戦者 １６，１９６名 
この企画には、市民や観光客など計４２，０００人が訪れ、広島の恒久平和への決意

の一端に触れた。 
 世界平和を目指す Active Citizen が、地域に恒久世界平和への Positive Change
を創造した。 
 
 参加者コメント③：こんなにも多くの平和への想いが、折り鶴として届けられてい

るのだと知った。 
 参加者コメント④：世界の恒久平和のため、広島のできることをしていかなくては

ならないと思った。 
 

Actions Taken 行動 

説明： 
２０１３年 
３月    事業の具体的な検討の開始 



５月    ＬＯＭ理事会審議可決 
５月    広島市から折り鶴の配布を受ける 
      折り鶴をばらし、色毎に分ける作業を開始 
６月    プロ・アマ スポーツ選手と共に折り鶴の連結を行う 
７月１３日 広島特別支援学校にて、広島市民と共に、折り鶴をばらし、色分け、連

結を行う 
７、８月  広島市内にて、ＪＣＩ広島のメンバーが中心となり、折り鶴の連結を行

う 
８月２５日 広島特別支援学校にて、全ての折り鶴のピースを繋ぎ合わせ、７，００

０メートルの「折り鶴のレイ」を完成 
      「世界一大きな折り鶴のレイ」としてギネス世界記録を達成 
      広島特別支援学校にて、折り鶴のレイの一部を使い、高さ７メートルの

塔を飾り付け、「折り鶴の塔」を作成 
８、９月  広島市内６カ所で「折り鶴の塔」の展示を行う 
８月２５日～８月３０日 ①広島特別支援学校 
９月 ８日       ②平和記念公園 
９月 ９日～９月１１日 ③旧日本銀行広島支店（被曝建物） 
９月１２日～９月１４日 ④広島経済大学 
９月１７日       ⑤マツダズームズームスタジアム（野球場） 
９月２１日       ⑥エディオンスタジアム（サッカー場） 
 

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広島は、市民に世界平和実現に向けた活動のできる機会を提供することにより、

延べ３００名の市民が参加し、折り鶴に込められた平和への想いに直接触れることが

できた。 
そして、世界平和を目指す Active Citizen を増やすことができた。 
 
市民が中心となり、折り鶴を繋ぎ合わせ形を変えて大きなレイを作ることで、平和へ

の想いを繋ぎ合わせ、恒久平和を希求する決意を世界に向けて発信することができ

た。 
 参加した市民は、世界中から広島に集まった平和への祈りの多さを認識し、恒久

平和は、一人ひとりの行動が重要であると意識させることができた。 



 
なぜならば、参加者の市民より以下のコメントをいただいた。 
 参加者コメント①：１人ひとりが力を合わせれば、不可能と思えることも可能にな

ると自信ができた。 
参加者コメント②：平和文化都市広島の住人であることに誇りを感じた。 

参加者コメント③：こんなにも多くの平和への想いが、折り鶴として届けられている

のだと知った。 
 参加者コメント④：世界の恒久平和のため、広島のできることをしていかなくて

はならないと思った。 
 
 
JCI 広島は、恒久的な平和には、市民一人ひとりの意識を変えることが一番大事だと

再確認することができた。 
JCI 広島のメンバー内にも、世界平和への運動することへの Positive Change が起き

た。 
以下、JCI 広島メンバーのコメントである。 
①多くの地域市民に意識の変革を与えることができ、それが大きな結果に繋がった 
②世界中の人々が恒久平和を希求する運動に繋がって欲しい 
③本プロジェクトから得た自信と誇りを胸に、更なるＪＣ運動に励んでいきたい 
今後も JCI 広島は、平和文化都市を代表して、恒久的世界平和の実現に向けて率先し

て行動していく。 
 
JCI 広島は、運営にも積極的に関わるボランティアを募集した結果、地元の６つの大

学から６８名が集まった。 
そして、今年もＪＣＩ広島の運動に参加することを表明してくれた。 

また、折り鶴の再生利用は、障害者の就労支援にもなっており、特別支援学校の生徒

や作業所の通所者も多く参加してくれた。 
  このことは、更なる Active Citizen の創造である。 
 
JCI 広島の行った本事業には、広島に存在する１０のプロ・アマスポーツ団体に参加

を呼びかけたところ、全ての団体が趣旨に賛同し参加してくれた。 
プロのスポーツ団体である野球（広島東洋カープ）とサッカー（サンフレッチェ広

島）については、モニュメントの展示の際にも協力をいただいた。 
展示物は４万２千人を超える全世代の人々の目に触れる機会を得た。 

  １．広島特別支援学校 １５０名 
  ２．広島平和記念公園 ３，８４３名 



  ３．旧日本銀行広島支店 ３１６名 ※被曝建物 
  ４．広島経済大学 ５００名 
  ５．地元プロ野球チーム観戦者 ２１，７８７名 
  ６．地元プロサッカーチーム観戦者 １６，１９６名 
 
JCI 広島の行った本事業は、メディアにも評価され、世界平和へ向けた運動が、地元

地域に加え、日本国内、世界へも発信された。 
・地元の中国新聞（発行部数：６３万部）に記事が掲載された。 
・地元の広島テレビに折り鶴のレイと折り鶴の塔を作る様子を生放送された。（視聴

率：１７．１％、４８万人が視聴した） 
・折り鶴のレイは、「世界一大きな折り鶴のレイ」として認定され、ギネス世界記録を

達成したことで、世界中の人々の目に留まることとなった。 
 
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？ 

JCI 広島は、恒久的な世界平和を実現する。 
その為、JCI 広島は、世界の人々が、世界平和へ向けて積極的に行動することで、世

界の平和という大きなムーブメント（a Bigger Impact）を起こすこと目的とした。 
 
JCI 広島は以下のことに積極的に関わった。 
①平和の実現には、一人ひとりの行動が重要であると意識変革をする。（POSITIVE 
CHANGE の機会） 
②意識を変えた人々が、世界平和向けて行動する。（平和を目指す ACTIVE CITIZEN） 
③その行動が世界に平和へのインパクトを与える。（その ACTIVE CITIZEN が、世界

全体へ、平和への POSITIVE CHANGE を創造する） 
 
 



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広島は、市民に世界平和実現に向けた活動のできる機会を提供した。 
その結果、世界平和を目指す Active Citizen を増やすことができた。 
このことは、JCI の活動計画の、 
「既存の会員のみならず、JCI の活動によって影響をうけるであろう将来会員になる可能

性がある人々、パートナー、および利害関係者に、JCI ミッション、ビジョン、バリュー

に関する更なる理解を浸透させること。」 
に合致する。 
 
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？ 

予算外の支出は無かった。 
内訳は以下の通りである。 
会場費 ８０８ＵＳＤ 
企画・演出費 ４，２７８ＵＳＤ 
広報費 １０，５５８ＵＳＤ 
資料作成費 ５３ＵＳＤ 
保険料 １６８ＵＳＤ 
 
 
資金調達の工夫 
①JCI 広島は、本事業の趣旨を地元企業に説明した結果、４０社より寄付金収入を集

めた。合計４，０００ＵＳＤ（４００，０００円）の寄付金収入があった。 
寄付金４，０００ＵＳＤはギネス即日認定費用１０，０００ＵＳＤ（１００万円）

の一部として使用された。残りの６，０００ＵＳＤはＬＯＭの特別事業費から支出さ

れた。 
 
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 ミッションの推進】 
JCI 広島は、以下により JCI ミッションを推進した。 
①市民に、世界中から届けられた平和への想いを感じることで、平和への決意を新た



にする Positive Change の機会を与えた。 
②Positive Change 市民が、世界平和への行動する Active Citizen となった。 
 
 
【JCI ヴィジョンの推進】 
JCI 広島は以下により JCI ヴィジョンを推進した。 
①我々は、本事業を通じて地域社会に世界平和を目指す Active Citizen を増やした。 
このことで、グローバルネットワークの基礎となるローカルネットワークの拡大を行

った。 
②我々は、地域社会のリーダーとして、市民に世界平和の実現には、一人ひとりの行

動が重要であることを理解させた。 
そして、我々自身は、市民が積極的に世界平和の実現を実践できるように率先して行

動した。 
 
 
※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？ 

JCI 広島は、以下のことで地域に平和の存在を広げました。 
①地域市民が、平和の象徴である折り鶴に触れることで、平和への想いを地域に広め

た。 
②平和の象徴である折り鶴で大きなモニュメント（ギネス認定折り鶴のレイと折り鶴

の塔）を作成し、地域の有名箇所に展示した。 
 
 



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？ 

・一人ひとりが繋げた折り鶴が、世界一大きな折り鶴のレイになるという結果を生む

ことで、例え一人ひとりが出来ることは小さくとも、皆が協力しあうことで大きなム

ーブメントにまで発展できることを理解した。 
 
 
※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？ 

・参加者は、折り鶴に込められた平和への想いを受け止め、それを世界に向けて発信

することで平和への決意を新たにすること 
・地域市民は、国際平和文化都市という広島のあり方を認識し、世界の平和へ寄与す

る決意を新たにすること 
 
 
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 広島が行った本事業にて以下のようなことがコミュニティへの影響を与えた。 
・地方行政とＪＣＩ広島との接点が強化された。 
行政は、年間１０トンにも及ぶ折り鶴の保管場所等に問題意識を持っており、平和へ

祈りのこもった折り鶴を昇華させる方法を探している。ＪＣＩ広島は折り鶴に込めら

れた想いを受け止めたうえで折り鶴を使用した。行政の問題解決への一助となったこ

とで、行政との信頼関係を向上させた。 
 



・地域市民へのＪＣＩ広島の認知度が向上した。 
ＪＣＩ広島は、本プロジェクトがＴＶプログラム「２４時間テレビ 愛は地球を救う」

のローカル特集部分で取り上げられたり、プロスポーツの試合の場で、モニュメント

を展示したことで、普段接点のない一般市民に対して認知度を向上させることができ

た。 
 
・地域住民が、恒久平和へより一層意識を高めた。 
参加者コメント 

国内外から送られてきた、平和への想いの込められた折り鶴に触れることで、恒久

平和への想いの多さを実感することができた。普段自分たちが享受している平和な日

常は、恒久的なものであって欲しいし、これが世界中に広がって欲しい。 
 
・地域市民は、平和文化都市広島の住人であることに誇りに感じた。 
参加者コメント 

平和文化都市を標榜する広島としては、率先して平和に対して行動していくことが

求められている。本プロジェクトは、世界中から集まった折り鶴を使い、世界に発信

したことで、平和に対し率先して行動する広島の姿を明確に見せることができたと思

う。 
 
・地域住民は、一つひとつの積み重ねで不可能と思えることでも可能になるという自

信をつけた 
参加者のコメント 
 折り鶴を２８万８千羽、７，０００メートル繋げ合わせることは１人では到底成し

遂げることはできなかった。多くの参加者がその力を結集し、一つひとつのゴールに

向かって結果を積み重ねることでその途方もない記録に達成することができたのだと

思う。 
 
※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広島が行った本プロジェクトで作成した「折り鶴のレイ」が、「世界一大きな

折り鶴のレイ」のギネス世界記録として認定された。このことは、地域や世界に対し、

恒久平和を連想させる大きなインパクトを与えたと同時に、地域や世界に対してＪＣ

Ｉ広島の運動を発信することとなった。それは、我々ＪＣＩ広島の地域での存在価値

を増し、ＪＣＩ広島の運動を理解した新たな会員の拡大へと繋がるものである。そし

て、更にはＪＣＩ広島の運動の拡大への繋がるものである。 
 
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？ 

JCI 広島は、以下により JCI ミッションを促進した。 
 
JCI 広島は、市民に、世界中から届けられた平和への想いを感じる機会を提供した。

そのことで、市民が Positive Change し、世界平和へ行動する Active Citizen を増や

すことができた。 
 
そして、Active Citizen が、地域に世界平和の運動を発信することで、さらに多くの

世界平和への Active Citizen を生み出した。 
そして、我々の地域に多くの世界平和への Positive change をもたらした。 
 
 
※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？ 

・世界中の一人でも多くの人が、ギネス記録等をきっかけに本事業を知り、世界の平

和に向けて行動を起こすことが考えられる。 



・例え一人ひとりが出来ることは少なくとも、世界中の多くの人が賛同し行動するこ

とで、結果として世界の平和のためのムーブメントを起こすことが期待できる。 
 
 
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？ 

 
・ＪＣＩ広島は、マスメディアとの関係をより密にし、より多くの地域市民に本プロ

ジェクトを知ってもらうことができる。 
・ＪＣＩ広島は、プロジェクトの活動期間の延長することで、より多くの賛同・協力

を得ることができ、より多くの人へ発信することができる。 
・JCI 広島が、より地方自治体と連携することで、折り鶴を使って世界へメッセージ

を発信することを、地域市民を巻き込み、継続的に行うことができる。 
 

 
 
※画像４つ必要 
 


