
 

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 1 月 1 日～2013 年 12 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 
936 名 
 
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 
大阪市・大阪市長・大阪市教育委員会・宮内庁 

 
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 
1,096,800＄ 
 
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 
無 
 
In Which UN MDG best fit (if Apply)?  
説明：UN MDGS の該当項目（もしあれば） 
食糧問題 

 
Who is benefited? 誰の為に？ 
説明：活動エリアに住み暮らす人々  



大阪市民 267 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 大阪は，そのまちに住み暮らす人びとの関係をより良く、そして、より強い社会に

進化させ、様々な問題に関心を持って、互いに支え合う関係を構築すること 

 
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。 
①地域全体で子どもたちを育てていく仕組みを構築すること 
②地域問題を自分たちで解決できる仕組みを構築すること 
③自分の利益で行動する人ではなく、他者の権利や利益も尊重し行動する人、

「OMOIYARI」で行動できる人を育成すること 

 
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子どもたちに、普段の環境が世界とつながっている子ことを気付いてもらうことで、

未来に向けて積極果敢に挑戦していくの意欲を育むことが出来た。 
②組織が、地域の人びとと行政や企業と強く連携することで、ひとりでは解決できな

い課題や問題でも、解決していくことが出来ることに気付いた人びとが増えた。 
③持続可能な経済活動や世界平和活動を行うことで、継続的して取り組み合う連帯感

重要性をまちの人びとに発信できた。 

 
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。 
2013 年 4 月～11 月 会員指導育成事業 
2013 年 3 月～10 月 荒れた河川敷に花を植え、まちのシンボルにかえる事業 
2013 年 5 月～2013 年 3 月 一般社会で働いている大人を学校で講演させる事業の実施 
2013 年 8 月 10 日 花火大会運営への協力 
2013 年 8 月 20～25 日 「PEACE CONFERENCE OF YOUTH 2013」の実施 
2013 年 9 月 5 日～10 日 「2013 THE OUTSTANDING YOUNG PERSONS」の実施 
2013 年 10 月 12・13 日 大阪グルメフェスティバルの実施 

 
Recommendations 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？ 
地域の団体や企業と連携することで、持続可能な経済活動が個人単位でも、企業単位

でも、まち単位でも可能になったこと。 
 
異文化や異国の体験やまちで働く大人の職業体験から、子どもに未来の原体験を創造

したことで、そのこともたちがリーダーとなり未来の地域経済の寄与していくように

なったこと。 
 
まちで商いを行う人びととその地域で暮らす人びとが、一同に集う場を提供し、その

まちの魅力を発信することができ、新たなネットワークが構築できたこと。 
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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） 
JCI 大阪は，人と人の関係をより良く、そして、より強い社会に進化させ、再構築する

ために行動することを計画した。 
①地域全体で子どもたちを育てていく仕組みを構築すること 
②地域問題を自分たちで解決できる仕組みを構築すること 
③自分の利益で行動する人ではなく、他者の権利や利益も尊重し行動する人、

「OMOIYARI」で行動できる人を育成すること 
 
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 大阪は，独自で，または，教育や自治体，民間団体と連携しつつ、自らの

POSITIVECHANGE を促進する機会を提供する計画を立て，実行した。 
１）地域の問題解決に向け、荒れた河川敷に花を植え、まちのシンボルにかえるプロ

グラム。 
  参加者の視覚にわかりやすく現れる手法を採ることで，参加者を POSITIVE CHANGE

した。 
２）子どもに対して町の大人が仕事について，教えるプログラムを行うことで，子ど

も達を POSITIVE CHANGE した。また，教える側を育成することで，町の大人も POSITIVE 

CHANGE した。。 



３）自らの力で町に存在する問題を自主的に解決へと導く仕組みを構築することで，

能動的な活動を行う機会を提供した。 
 
JCI 大阪は，以上の通り，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 大阪は，JAYCEE,地域の行政機関，地域で住み暮らす人々との間で，具体的に次の

ような関係を持つように計画し，行動した。 
１）私たちは，地域で営業している飲食店５０店舗を集め，販売する事業を実行した。

当該事業を実施するためには，場所の提供などで地域の行政機関の協力が必要であっ

た。通常よりも廉価な食べ物を消費者に提供する機会を，リスクが低い形で提供する

ことで，新たな顧客層の獲得の可能性を認識してもらう為のビジネス開発プログラム

を開催しました。その結果，参加店舗同士及び行政機関が，新たなネットワークを構

築することになった。 
２）世界で活躍する青年経済人 5 人を地域に招き，フェアトレードに関する各人の取

り組みを地域に伝えていただきました。地域と世界との国際的なネットワークを構築

することになった。 
３）日本人の学生，海外からの留学生，海外の学生に対して，国連 MDG'S に関連する

食糧問題解決のための会議を開催し，実行をサポートした。参加した学生同士が，グ

ローバルネットワークを構築することになった。 
 
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 大阪は，次のように計画し，行動した。 
１）国内及び海外から招いた学生に対して，国連ミレニアム開発目標のうちの，食糧

問題について，JCI 大阪の責任のもと，解決策を討論させました。また，その過程及び

結果を，フォーラムを開催することで地域社会にも知らしめました。 
２）JCI 大阪の会員に対して，JC の組織運営の手法等をわかりやすく整理して，マニ

ュアルを作成しました。そして，このマニュアルに基づいて繰り返し，メンバーに対

して研修しました。これにより，個々のメンバーがより効率よく JC 組織を運営するス

キルを身につけることができました。JC 組織が効率よく運営できれば，より世界の要

望に応え，より大きなインパクトを世界に与えることが出来るようになります。 
３）すべての行動が，理事長が提唱した「心の循環」をキーワードにして活動した。



その中には，市民や JCI 大阪のメンバーだけでなく，世界の JC 会員を巻き込んだ「心

の循環」も含まれています。 

 
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） 
・JCI 大阪は，新しく加入したメンバーに対して，一年間を通じて，自らリーダーシッ

プを示して行動する他のメンバーの活動を学ぶ機会を提供しました。また，自らリー

ダーシップをとって，一つの事業を成し遂げる機会を提供しました。 
・JCI 大阪は，JC 組織の運営の方法をマニュアルでまとめ，メンバーに対して研修を

行いました。 
・JCI 大阪は，町の大人が小学生に対して仕事について，授業をする機会を提供しまし

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 大阪は，新しく加入したメンバーに対して，旧来からのメンバーがアテンドし，

自ら模範となって行動するように心がけた。その結果，次年度に幹事になろうと希望

する新入会員の人数は，昨年よりも多くなり，リーダーシップを発揮するよう開発さ

れたメンバーを増やした。 

 
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） 
JCI 大阪は，能動的に行動する市民を増やすために，荒れた河川敷に花を咲かせるプロジェ

クトを開催しました。 

 
 
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） 
・花を咲かせるプロジェクトは，NHK（我が国最大の放送局）にて，取り上げられる

など，広く一般市民の関心を獲得しました。そして，JCI 大阪のプロジェクトを取り入

れて，新たに 10 地域で同様のプロジェクトが開催されるようになりました。その結果，

より多くの市民に対して，POSITIVE CHANGE の機会を提供するよう，運動が拡がって

います。 
  
 
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） 



JCI 大阪は，海外で活躍する青年経済人 5 名をよんで，フェアトレードの取り組みを，

地域の市民に紹介した。また，JCI 大阪は皇太子殿下に謁見するなど，将来，世界を背

負って立つであろう有望な青年と，日本や大阪の架け橋になってくださるようなプロ

ジェクトを開催しました。 
・国内外の学生を一堂に会し，国連ミレニアム開発目標のうちの人である食糧問題に

ついて解決策を会議させ，その結果できた実行プランの実施を側面より支援した。 
 
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） 
大阪の国際交流団体や行政との連携をさらに強化させ、事業開催の期間だけではなく、

お互いが常に意見交換する場を設けたり、互いの活動について理解を深めるイベント

を開催することで、地域全体の国際交流や自らの生活にも繋がっていることへの意識

が高まり、この事業の効果もさらに高まると考えられます。 
 

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 大阪は，地域の飲食店に新しいビジネスがあるという可能性に築かせるため，リス

クの少ない形で，通常の営業時よりも安価な模擬店を出すというプロジェクトを開催

しました。 

 
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） 



・模擬店を出店した飲食店は，新たなビジネスの機会があることを認識し，アンケー

トに答えた 86％の店が次回同じ事業があれば参加したいと答えるほど，新規開拓に熱

心に取り組むようになった。 

 
画像データ四つ必要 
 
 


