
最優秀 LOM 地域社会向上プログラム 
Best Local Community Empowerment Program 

 

   

① 目的・財務計画・実施 
 

Objectives, Planning, Finance and Execution 
このプログラムの目的を記述してください 

 
What were the objectives of this program? ※200 単語まで 

埼玉県熊谷市は 1945 年 8 月 15 日、太平洋戦争最後の空襲を受け、
市街地の３分の２を焼失しました。戦後、生き残った方々が手を取り
合い、自立と共助の心を持って戦後復興を成し遂げた市であります。 
当時を体験した方々も少なくなってきており、平和への願い、戦後復
興期における市民同士の自立と共助の心を現代へと色濃く繋ぐことを
目的と致しました。 

 
The city of Kumagaya, Saitama Prefecture, on August 15, 1945, 
suffered the last air strike of the Pacific War and burned down 
two-thirds of the urban area. It is a city where people who 
survived after the war joined hands and achieved post-war 
reconstruction with a spirit of independence and co-help. 
The number of people who experienced the time is also 
decreasing, and it was intended to link the desire for peace and 
the independence and mutual support of citizens in the postwar 
reconstruction period to the present age. 

このプログラムが、どのように JCI 行動計画に準じているかを記述し
てください JCI Plan of Action を参照して、インパクト Impact（影
響力）・モチベート Motivate（意欲）・インベスト Invest（投資）・
コラボレート Collaborate（協働）・コネクト Connect（つながり）
についてそれぞれ記載してください 

 
How does this program align to the JCI Plan of Action? ※
200 単語まで  

LOM 名 
 

申請担当者名 

公益社団法人熊谷青年会議所 
 

長谷川隆一 

   

基本情報 
 

Basic Information 

事業名 
 

Name 

描け！未来へと繋ぐこころの懸け橋 
 

Draw! A Bridge of Mind to Connect to the Future 

目的  Purpose 

埼玉県熊谷市は 1945 年 8 月 15 日、太平洋戦争最後の空襲を受け、
市街地の３分の２を焼失しました。戦後、生き残った方々が手を取り
合い、自立と共助の心を持って戦後復興を成し遂げた市であります。 
当時を体験した方々も少なくなってきており、平和への願い、戦後復
興期における市民同士の自立と共助の心を現代へと色濃く繋ぐことを
目的と致しました。 

  
The city of Kumagaya, Saitama Prefecture, on August 15, 1945, 
suffered the last air strike of the Pacific War and burned down 
two-thirds of the urban area. It is a city where people who 
survived after the war joined hands and achieved post-war 
reconstruction with a spirit of independence and co-help. 
The number of people who experienced the time is also 
decreasing, and it was intended to link the desire for peace and 
the independence and mutual support of citizens in the postwar 
reconstruction period to the present age. 

開始日※日付で記載  Start date 

２月３日  JCI ウェブフォームは、カレンダーから選択方式なので記載不要 

終了日※日付で記載  End date 

８月２６日  JCI ウェブフォームは、カレンダーから選択方式なので記載不要 

事業対象者  Target 

熊谷市内の親子６０組  60 pairs of parent and child in Kumagaya city 

SDGs の該当項目 
該当項目を１つのみ選択 

 Sd goal 

１６  １６ 

発展段階 
Active Citizen Framework「展開」の項目での３項目の発展段階から
選択 ①健康な身体と精神 ②教育と経済力強化 ③平和・繁栄・持続
可能性 

 Development stage 
“Health and Wellness”・“Education and Economic 
Empowerment”・“Peace, Prosperity, and Sustainability”から選択 

③平和・繁栄・持続可能性  3 Peace, prosperity, sustainability 

概要  Overview 

２月３日より毎月、熊谷市内の親子６０組の皆様とともに、企画会議
を実施致しました。熊谷への空襲と戦後復興期の熊谷市民の精神性に
ついて学び、次世代へと承継していく為に今、私たちができることを
共に企画致しました。 
結果、空襲時に一番の犠牲者を出しながら、戦後復興の象徴として、
そして、今や、熊谷市のシンボルである中心市街地を流れる『星川』
に、平和と自立と共助の心を込めた１人１人の写真を合体させると、
昔と現在の１枚の絵ができるモザイクアートを設置をし、戦後復興期
に市民が行った、市民自らがまちを創る事業を開催致しました。 

 From February 3rd, we held a planning meeting every month 
with 60 parents and children in Kumagaya city. In order to learn 
about the air raid to Kumagaya and the spirituality of Kumagaya 
citizens during the post-war reconstruction period, we planned 
together what we can do now to pass on to the next generation. 
As a result, while putting out the best victim at the time of air 
raid, as one of the symbols of postwar reconstruction, and now 
in Hoshikawa, which flows through the central urban area, 
which is the symbol of Kumagaya City, a person who filled in 
with peace and independence and mutual support When 
combining photos of one person, we set up a mosaic art that 
allows us to draw a picture of the old and the present, and we 
held a project for citizens to create their own town, which the 
citizens performed during the post-war reconstruction period. 



市民の平和への願いの醸成と、まちづくりへの参画を、青年会議所が
手法を提供し、多くの市民とともにまちづくりを行ったこと。（影響
力） 
自らが率先して、そして、共に手を取り合いながらまちを良くする意
欲の醸成（意欲） 
運動を形に残すことで、継続的に運動を発信すること（投資） 
熊谷市教育委員会、灯篭流し実行委員会等、行政と多くのまちづくり
団体とともに、企画から実行まで行ったこと。（協働） 
青年会議所が主導となりながら、行政とまちづくり団体の新たなつな
がりを促せたこと。（つながり） 

 
The Youth Council provided methods to foster citizen's wish for 
peace and to take part in community development, and 
conducted community development with many citizens. 
(Influence) 
Fostering the will to make the city better by taking initiative and 
by hand together 
Transmitting the movement continuously by leaving the 
movement in shape (investment) 
Having done from planning to execution with administration and 
many town development groups such as the Kumagaya City 
Board of Education, the lantern drop executive committee. 
(Collaboration) 
Having been able to promote a new connection between the 
administration and the town development group while being led 
by the youth chamber. (connection) 

予算計画通りにプロジェクトを実行できましたか？ 
予算上の工夫や、予算の内訳の概算を記述してください 

 
Was the budget an effective guide for the financial 
management of the project? ※150 単語まで  

事業全体予算 559200 円 
 
内訳 
会場設営費：14400 円 
企画・演出費：463600 円 
広報費：45440 円 
雑費：35600 円 
 
協賛等を募ることなく、全てメンバーからの会費で実施致しました。 

 
 
Overall business budget 559,200 yen 
 
Breakdown 
Venue cost: 14400 yen 
Planning and production costs: 463,600 yen 
Public relations expenses: 45,400 yen 
Miscellaneous expenses: 35,600 yen 
 
All were carried out with membership fees from members 
without asking for sponsorship. 

このプロジェクトはどのように JCI ミッション・ヴィジョンを推進し
ましたか？ 
ミッションとヴィジョンに分けて記載 
ミッション：より良い変化をもたらす力を青年に与えるために、発
展・成長の機会を提供すること 
ヴィジョン：若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークに
なること 

 
How does this project advance the JCI Mission and Vision? 
※200 単語まで 
【参考】 
JCI Mission：To provide development opportunities that 
empower young people to create positive change 
JCI Vision：To be the leading global network of young active 
citizens 

多くの市民とともに、企画会議を実施致しました。会議の運営能力の
向上とコミュニケーション能力の向上の機会となりました。 
 
参加者とともに、地域の歴史を再認識することで、メンバーの愛郷
心、組織への帰属意識が高まりました。 

 
We held a planning meeting with many citizens. It was an 
opportunity to improve the management skills of the meeting 
and the communication skills. 
 
By re-recognizing the history of the area together with the 
participants, the members' love-loving feeling and belonging to 
the organization increased. 

   

② メンバーの参加 
 

Membership Participation 
LOM メンバーの事業参加人数を記述してください。（数字で記載） 

 
By number, how many members were involved in this 
program? ※2 単語まで 

５８名 
 

58 people 

LOM メンバーの参加率を記述してください（％で記載） 
 

By percentage, how many members of the Local 
Organization were involved in this program? ※１単語まで 

９６％ 
 

96% 

LOM メンバーの主な役割を記述してください 
 

Describe the main roles of the participating members in 
this program※300 単語まで 

企画立案、行政、まちづくり団体との事前調整、会議の運営、掲示物の
作成、事業当日の設営、運営。  

 
Planning planning, administration, prior coordination with the 
town development group, management of the meeting, creation 
of postings, construction on the day of the business, 
management. 

   

③ 地域社会への影響 
 

Community Impact 
このプログラムの地域社会的影響を、どのように測りましたか？ 

 
How did the Local Organization measure community 
impact for this program? ※200 単語まで 

事業参加者全てに、アンケートを実施。また、参加者とともに作成し
た掲示物付近にアンケートを設置。掲示物をご覧になった方からもア
ンケートを実施し、効果測定をしました。  

 
 
Conduct a questionnaire on all project participants. In addition, 
we set up a questionnaire near the posting created with the 
participants. We also conducted a questionnaire from those who 
saw the postings and measured their effectiveness. 



このプロジェクトが与えた地域社会への影響を記述してください 
 

Describe the actual community impact produced by this 
project. ※300 単語まで 

主なアンケート結果から、事業参加者の愛郷心が高まったとの回答が
約９８％、歴史を知ったことで平和への想いが強まった、また、歴史
を次世代へと語り継ぎ、自立と共助の心をバトンとして渡していく必
要性についても約９０％の方にご理解頂きました。また、後日のアン
ケートにおいては、家庭内にて、ご家族で改めて歴史について話をす
る機会を持って頂いたことや、改めて近隣住民とのコミュニケージョ
ンをはかって頂いた方が約５０％に上り、意識改革のみならず、行動
を促すことができました。 

 
From the main questionnaire results, about 98% of the 
respondents said that the apocalyptic of the project participants 
had increased, their desire for peace was strengthened by 
knowing the history, and the history was passed on to the next 
generation, independence and co-help About 90% understood 
the need to pass the heart as baton. Also, in a later 
questionnaire, about 50% of those who had the opportunity to 
talk about the history in the family again at home, and those 
who tried to communicate with the neighbors again Not only 
reform of consciousness but also action could be promoted. 

   

④ LOM への影響 
 

Impact on Local Organization 
このプロジェクトの運営によって、LOM が得たことを記述してくださ
い  

 How did the Local Organization benefit from running this 
project? ※200 単語まで 

行政や、まちづくり団体との関係性を強固にできたこと。また、市民
とともにまちづくり運動を推進し、知名度の上昇ができたこと。 

 Having been able to strengthen the relationship with the 
administration and the town development group. In addition, we 
promoted town development movement with citizen, and that 
rise in fame could be done. 

このプログラムによって、どのように JCI ミッションを推進しました
か？  
ミッション：より良い変化をもたらす力を青年に与えるために、発
展・成長の機会を提供すること 

 How did the program advance the JCI Mission? ※200 単語ま
で 
【参考】JCI Mission：To provide development opportunities that 
empower young people to create positive change 

多くの市民とともに、企画会議を実施致しました。会議の運営能力の
向上とコミュニケーション能力の向上の機会となりました。 
地域の歴史を再認識することで、メンバーの愛郷心、組織への帰属意
識が高まりました。 

 We held a planning meeting with many citizens. It was an 
opportunity to improve the management skills of the meeting 
and the communication skills. 
By re-recognizing the history of the area, members' sense of 
love-locity and belonging to the organization increased. 

このプロジェクトによって、どのように JCI ヴィジョンを推進しまし
たか？  
ヴィジョン：若き能動的市民の主導的なグローバル・ネットワークに
なること 

 How did the project advance the JCI Vision? ※200 単語まで 
【参考】JCI Vision：To be the leading global network of young 
active citizens 

参加者とともに、地域の歴史を再認識することで、メンバーの愛郷
心、組織への帰属意識が高まりました。 

 
By re-recognizing the history of the area together with the 
participants, the members' love-loving feeling and belonging to 
the organization increased. 

   

⑤ プログラムの長期的な影響 
 

Long-term Impact of the program 
このプロジェクトによって得られると予測される長期的な影響を記述
してください 

 
What is the expected long-term impact of this project? ※
200 単語まで 

歴史を語り継いでいくことによって、平和への願いと、自立と共助の
心が受け継がれていくと考えます。 
 
また、市民と一緒に作成した作成物は設置カ所のまちづくり団体へと
寄贈し、予定としては１０年間設置予定となっております。 
 
事業参加の思い出とともに、語り継がれると考えます。 

 
By passing on history, I believe that the desire for peace and the 
spirit of independence and mutual support will be passed on. 
 
In addition, we donate creation which we made with citizen to 
town development group of setting place and will plan setting as 
plan for ten years. 
 
I think that I will be told along with the memories of business 
participation. 

このプロジェクトの改善点・改善策を記述してください 
※マイナスな表現はしないでください。前向きな改善点を記載しまし
ょう 

 
What changes would you make to improve the results of 
this project? ※300 単語まで 



運動の派生を見越して、同じ趣旨・目的のもと、それぞれの市内小学
校や郵便ポストを装飾する等、各所に提案して参ります。 

 
In anticipation of the derivation of the movement, we will 
propose to each place, such as decorating the city elementary 
schools and postal posts under the same purpose and purpose. 

 

「目的・財務計画・実施」項目に添付する画像を下部に貼付してください 

 

 

 



 

 

「メンバーの参加」項目に添付する画像を下部に貼付してください 
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