
 

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 

2016.1.1-2016.12.31 

From January 1 to December 31, 2016 

 

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 

1117名全体 

1117MEMBER 

 

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 

JCI 大阪 OB、大阪市 

Senior associates of JCI Osaka and Osaka city 

 

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 

 

 

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） 

NONE 

 



Who is benefited? 誰の為に？ 

説明：活動エリアに住み暮らす人々  

大阪市に住み暮らす人びと 268 万人中、25 歳から 40 歳までの青年 

2.68 million people living in Osaka, mainly young citizens of 25 to 40 years old. 

 

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 

自らと向き合い、万物に感謝し、公に資する心。そのような「誠心」を大阪全体に拡げ、

行動へと変えて未来を創り上げていくこと。 

 

“Sincerity” is a spirit of facing themselves, appreciating all things and 

contributing to the public.  JCI Osaka’s objective is to expand the “sincerity” 

to the whole Osaka and put the spirit into action in order to create the future. 

 

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。 

・子ども達が大人とのふれあいの中で原体験を手に入れ豊かな感受性を持てるよう、世

代を超えて豊かな次代を作り出す活動。 

・大阪を大きな一つと捉えて私事を超えて各々が役割を果たし、地租の未来を拓く活動。 

・揺るぎない価値観で世界の持続的発展と恒久的平和の達成に向けて国境を越えて貢献

する活動。 

 

1. Conducted activities to create a prosperous future beyond generations so that 

children could acquire a formative experience and develop rich sensitivity through 

interacting with adults. 

2. Conducted activities to create the future of the community by regarding the whole 

Osaka as one and assigning a role to each member. 

3. Conducted activities to contribute across the borders with the aim of developing 

the world continuously and achieving permanent world peace. 

 

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 

５室１５委員会によって、各種事業を行い、私たち大阪青年会議所が人びとに眠る誠心

の集約拠点かつ発進拠点となるべく、中核的役割を担うことができた。また、私たちと

同じ思いを抱く大阪の皆様に私たちの活動を拡げ、共に未来を創り上げ得るという視点

から、賛助的組織の構築にも取り組み、「OSAKA FUN FUN CLUB」を設立した。また、功績

社団法人日本青年会議所第６５代会頭として山本樹育君を輩出した。 

 

JCI Osaka organized 15 committees in 5 groups.  Each committee held various programs.  

JCI Osaka could play a core role as a starting point of inspiring people’s sincerity. 

In order to expand JCI Osaka’s activities to the local citizens who agree with us 

and create a future together, JCI Osaka worked on building a support organization, 

and actually established “Osaka FunFan Club”.  In addition, JCI Osaka produced Mr. 

Shigenari Yamamoto as the 65th President of JCI Japan. 

 

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。 

会員開発委員会、未来の誠心発掘委員会、社会の誠心承継委員会、子どもの誠心育成委

員会、大阪の未来選択委員会、大阪の誠心創造委員会、時代の誠心育成委員会、世界の

誠心循環委員会、会員交流委員会、国内渉外委員会、国際渉外委員会、ＪＣＩ大阪発信

委員会、資質向上委員会、総務財政委員会を組織し、各委員会が、事業を実施した。 

 

JCI Osaka organized the following committees and each committee implemented various 

programs: 

Membership Development Committee, Sincerity for the Future Development Committee, 

Sincerity for Social Development Committee, Sincerity for Children Development 

Committee, Future Choice of Osaka Committee, Sincerity for Osaka Development 

Committee, Sincerity for the Next Generation Development Committee, Sincerity for 

Global Circulation Committee, Member Exchange Committee, Domestic Public Relations 

Committee, International Public Relations Committee, JCI Osaka Promotion Committee, 

Expansion Potential Committee, and General Affairs & Accounting Committee. 

 

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？ 

目的は概ね達成したが、事業によっては、動員数が届かなかったり、事業の進行が想定

通りに進まないなど、細かな未達部分があった。 

 

JCI Osaka could achieve almost all objectives.  However, some programs could not 

partly achieve its objective such that they could not reach the target number of 

participation or could not conduct the program smoothly as scheduled. 

 

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） 

５室１５委員会を設け、①子ども達が大人とのふれあいの中で原体験を手に入れ豊かな

感受性を持てるよう、世代を超えて豊かな次代を作り出す活動、②大阪を大きな一つと

捉えて私事を超えて各々が役割を果たし、地租の未来を拓く活動、③揺るぎない価値観

で世界の持続的発展と恒久的平和の達成に向けて国境を越えて貢献する活動を実施す

る。 

 

JCI Osaka organized 15 committees in 5 groups and did the followings: 

1. Conducted activities to create a prosperous future beyond generations so that 

children could acquire a formative experience and develop rich sensitivity through 

interacting with adults. 

2. Conducted activities to create the future of the community by regarding the whole 

Osaka as one and assigning a role to each member. 

3. Conducted activities to contribute across the borders with the aim of developing 

the world continuously and achieving permanent world peace. 

 

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） 

約２００名の新入会員が、整肢学院児童レクリエーションの企画と実施を行った他、５

室１５委員会が、それぞれ具体的事業に取り組むことで、各人が発展、成長する機会と

なった。 



 

Approximately 200 new members planed and implemented a recreation program for 

handicapped children at Seishi-Gakuin.  Besides this program, 15 committees in 5 

groups worked on their concrete programs.  In this way, JCI Osaka provided development 

opportunities. 

 

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） 

シスターＪＣとの交流推進 

ASPAC 高雄大会への参加促進 

世界会議ケベック大会への参加促進 

 

Promoted exchange with Sister Chapter. 

Promoted participation in Asia Pacific Area Conference in Kaohsiung. 

Promoted participation in World Congress in Quebec. 

 

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） 

 

 

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） 

・資質向上事業（月例会）の企画と実施 

・北地域８ＲＯＭ合同事業 

・会員大会の企画と実施 

・ＪＣＩセミナーへの参加促進 

を行った。 

 

JCI Osaka ran the following programs. 

・Organized and implemented Expansion Potential Program (monthly meeting) 

・Held 8 Local Organizations Joint Program in the north area of Osaka. 

・Organized and implemented Members Convention. 

・Promoted participation in JCI seminars. 

 

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） 

月例会によって、次代と共に変化していく社会環境や日常の中に存在する事象が自身に

関わっていることを広い視野で捉える意識を高めることができた。 

北地域８ＲＯＭ合同事業によって、近年までの北地域の歩みと外国人が多数訪れている

現状を知り、北地域の資産を活用し地域を活性化していく必要があることの意識を高め

ることができた。 

会員大会の企画と実施によって、人びとの思いが響き合う活力みなぎる未来を拓く人財

を創出することができた。 

ＪＣＩセミナーへの参加促進によって、何事にも臆すること無く自ら率先して組織を進

化させていく意識を高めることができた。 

 

JCI Osaka held monthly meetings and could raise awareness of the members.  Through 

attending the monthly meetings, they could see the fact that changing social 

environment and daily events are related to themselves comprehensively. 

Through 8 Local Organizations Joint Program in the north area of Osaka, JCI Osaka 

members learned the followings: 

・The history of the north area of Osaka. 

・The current situation where a lot of foreigners are visiting Osaka. 

・The necessity of revitalizing the community by taking advantage of the assets of 

the north area. 

In this way, JCI Osaka could raise awareness of the members. 

Through planning and implementing Members Convention, JCI Osaka could produce people 



who can create the vibrant future where people can resonate with each other. 

JCI Osaka promoted members’ participation in JCI seminars.  By doing so, we could 

raise their awareness of taking the leadership and developing the organization without 

hesitation. 

 

画像データ四つ必要 
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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） 

政治や選挙に関心のなかった対象者にきっかけを作るため、ULTRA VOTE PROJECT を企画、

実施した。 

大阪の未来を共創する人びとを増やすため、M-1 ボランティア大阪と称して、２７０万

人総美化計画を企画、実施した。 

 

JCI Osaka planned and implemented the ULTRA VOTE PROJECT in order to create 

opportunities for those who were not interested in politics and election. 

JCI Osaka planned and implemented the M-1 Volunteer Osaka with the aim of increasing 

the number of people co-creating the future of Osaka and creating beautiful Osaka by 

2.7 million citizens' cleaning. 

 

 

 

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） 

ULTRA VOTE PROJECT は多くのマスコミにも取り上げられ、これまで政治や選挙に関心の

無かった層の若者の意識を変化させることができた。 

Ｍ－１ボランティア大阪によって、私事を超えて大阪の未来を共創する人びとが増え

た。 

 

The ULTRA VOTE PROJECT got a lot of media coverage and was able to create positive 



change in the mindset of young citizens who were not interested in politics and 

election. 

 M-1 Volunteer Osaka increased the number of people who co-create the future of Osaka 

beyond private affairs. 

 

画像データ四つ必要 
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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） 

グランフロント大阪コンベンションセンターにて、国境を越えてしなやかな誠心の連鎖

を拡げていくため様々な団体や講師にご協力いただいた WORLD EXPO2016 の企画と実施。 

ビジネスにおいてイノベーションを起こしている傑出した若者５名を世界の三大陸か

ら招聘して行われた TOYP 事業の企画と実施。 

 

JCI Osaka planned and implemented the World EXPO 2016 at Grand Front Osaka Convention 

Center.  In this event, we aimed to expand the circle of sincerity across borders 

in cooperation with various organizations and lecturers. 

JCI Osaka planned and implemented the TOYP program.  In this program, we invited five 

outstanding young people from the three continents of the world.  They are making 

innovation happen in their business. 

 

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） 

WORLD EXPO 2016 によって、自らの現状を俯瞰的に捉え、受け継がれてきた精神性に誇

りを持ち、未来を想像する責任を自覚し、異なる背景や価値観から新たな可能性を見出

し、世界を持続的な発展へと導く循環の起点となる人びとを創出することができた。 

TOYP 事業によって、７日間にわたる濃密なスケジュールの中で大阪並びに日本の伝統

芸能や食文化に触れ、また沢山の人びととの交流を深めてもらうことにより、大阪人並

びに日本人が歴史の中で醸成してきた重んずべき精神性を感じて頂いた 

 

World EXPO 2016 could produce many people who can do the followings: 



1. Take a bird’s-eye view of our current situation. 

2. Take pride in a spirit that has been handed down for years. 

3. Recognize the responsibility to imagine the future. 

4. Find new possibility from different backgrounds and values. 

5. Become the starting point of circle leading the world to continuous development. 

In the seven-day TOYP program, we let people learn about Osaka, Japanese traditional 

performing arts and food culture, and deepen exchange with many people.  By doing 

so, we let people feel the important spirit that Japanese people have fostered in 

a long history. 

画像データ四つ必要 
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 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） 

なにわ淀川花火大会運営への協力を行った。 

JCI Osaka ran and helped Naniwa-Yodogawa Firework Display Program. 

 

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） 

地域にある団体や地域企業、市民と共に事業を創り上げることで、大阪青年会議所の会

員も、市民も、双方が、都市の課題に対する想像力を養うことができた。 

 

By creating a program with local organizations, companies and citizens, both JCI 

Osaka members and local citizens were able to cultivate the imagination for local 

issues. 

 

画像データ四つ必要 

 

 


