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特定非営利活動法人 ヴァーチューズ・プロジェクト・ジャパン 

平成 28年度総会 議事録 

 

１ 日 時    平成 28年 5月 8日（日）13：00～15：30 

 

２ 場 所   東京・せたがやがやがや館 

（ 東京都世田谷区池尻２－３－１１ ） 

 

３ 出席者   会員 166名のうち 22名 

および欠席・議事委任 92名   合計 114名 

 

４ 審議事項  第一号議案  平成 27年度活動報告について 

第二号議案  平成 27年度会計決算報告について 

第三号議案  平成 28年度活動計画について 

第四号議案  平成 28年度会計予算案について 

第五号議案  役員の退任と任命について  

第六号議案  ＴＶＰＪ登録地の変更について 

第七号議案  年会費額の改定について 

第八号議案  本法人定款の改定について 

第九号議案  ＴＶＰＪ事業への外部資金導入について 

 

５ 議事の経過概要及び議決結果 

司会の柳原理事による開会に続き、市川理事長より挨拶。次に司会者より、ヴァー   

チューズ・ピックと、本総会は会員 166 名のうち出席者 22 名、欠席・議事委任 92 名

で合計が 114名となり、会員総数の 2分の 1を超えるため、本法人定款第 27条により

総会の成立・開会が確認されている旨を報告。 

続いて、司会者より定款第 26条に基づき、議長の選出について説明。全員一致により、

鈴木美代子会員が議長に選ばれた。 

このあと定款第 30 条‐2 に基づき、議事録署名人として森真也会員と内田千鶴会員の 

2名を選出し、議事に入った。 

 

第一号議案  平成 27年度活動報告について 

柳原理事より、本法人の事業実施方針と事業の内容および成果について資料に基づき、

第二号議案と合わせて説明： 

 

・第一号事業は５２の美徳に関する講演会、美徳フェスタ、ＶＰキャラバン（大阪と  
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仙台）を実施した。 

・第二号事業はファシリテーター・スキルアップ・トレーニングとファシリテーター  

メンタリング（長野県と京都府）、ファシリテーター養成ワークショップ（11 月に  

埼玉県で）を実施した。 

・第三号事業はホームページを昨年リニューアルし、ニュースレターを 3 回発行した。

メーリングリストを従来のものから更新して運用を始めた。元気アップミーティング

を東京都内にて実施し、15名が参加した。 

 

第二号議案  平成 27年度会計決算報告について 

柳原理事より、資料に基づいて説明： 

 

・「経常収入の部」の「１会費・入会金収入」会費 342,920 円は、団体会費 2 万円、    

個人会費 108 名分。銀行振り込み手数料相当額を差し引いて入金している会員が  

いて、末尾に端数が出ている。 

・「経常支出合計」はマイナス 567,370 円で、年度途中で赤字（活動費が不足）と    

なった。 

・「その他資金収入の部」の「その他資金収入合計」は、690,012 円である。この内訳

は市川美紀子理事長からの一時的な借入れが 40 万円、寄付金 29 万円、預金利息  

12円。これらによって、年度途中の活動費不足を補填した。 

・27年度活動報告、決算報告については、5月 2日に山口一郎監事の監査を受けた。 

 

  山口一郎監事の監査報告： 

・第一号議案の活動報告に関して、資料のとおり執行されていることを確認した。  

理事長や理事の方が献身的に行っていること、その他の方の協力と努力を感じる。 

・第二号議案に関して、適切に執行されていることを確認した。内容は健全であるが、   

財務的に「健康」ではないと感じた。借入金や寄付金、また運営に従事している方

への十分な対価の支払いができていない。よって、健康体になるための努力は、  

皆さんでしていってもらいたい。 

 

第一号・第二号議案については、原案どおり承認された。 

 

なお、議案第一・二号に関して出席者から出された質問や意見、およびそれらに   

対する回答は以下のとおり。 

 

Q．昨年の総会で繰越金が 2,218 円ということで大変危惧していたが、やはり借金と 

いう形になったのだなと驚いている。平成 26 年度の資料によると、次期繰越額が
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812,375 円だったのが、次の年には 2,218 円となっていて、この 81 万円の差額は   

どういう形でなくなってしまったのか。そこから来年に向けて、我々が借金を  

返して健康体に戻るための活動の仕方や対策が変わってくると思う。皆が危機的な

意識を持たなければ、借金を返せないのではないか。 

A．前理事長が亡くなって、活動の体制と内容が変わったことが影響している。平成

26 年にヴァーチューズ・コネクション札幌とのコンタクトを開始したことにより、

旅費交通費が増えたという事情。そして、大内博前理事長が亡くなった後に、会費

収入が 11 万円ほど落ち込んだ事情。さらに、事業の転換に加え、イベントへの     

動員が当初予定したよりもかけられなかったことなどが理由として挙げられる。 

これまで、自分たちが所属している NPO の運営費は自分たちの会費で賄おうと  

いう予算構造になっていなかった。それをできるようにしようというのが後述の 

提案である。 

 

Q．「平成 27年度収支の予算決算対比資料」によると、「年会費個人」決算額が 322,920

円になっているが、総会資料の「平成 27年度会計収支報告書」の「会費」342,920

円との違いは何か。 

A．年会費の項目には、個人と団体の 2 つがある。個人と団体会費の 20,000 円を    

合わせれば、総会資料「平成 27年度会計収支報告書」の「会費」342,920円と同じ

になる。 

 

第三号議案  平成 28年度活動計画について 

柳原理事より、資料に基づき、第四号議案・第七号議案と合わせて説明： 

 

・事業実施の方針については、基本的に平成 27 年度と同様。本 NPO 定款に記載され

ている第一号～三号までの事業に則っている。 

・実施体制の整備と実施方針に関しても平成 27年度と同様。 

・特定非営利活動に係る事業第一号は外向きに行われる活動。講演会を、東京都内、

大阪市内で 1 回ずつ開催したい。美徳フェスタを来年 3 月に東京都国立市で    

行いたい。ＶＰキャラバンは、実施にあたり会場費や経費がかかるにも関わらず、

高い金額設定にすることもできない等の事情により、今年度は休みとする。本総会

の議案にもあるが、外部資金を獲得し、外向けの事業に活用する動きを近場から  

始めていき、それを地方にも応用できないかと検討している。 

・第二号事業に関して、ファシリテーターの資格を持っている会員が、自信を持って

ＶＰを伝えワークショップを開催できるようになるために、トレーニングの機会を

今年は 4 回設けている。メンタリングは神奈川県三浦と京都での実施を計画して   

いる。ファシリテーター養成ワークショップは今年も埼玉県にて実施する。 
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・第三号事業について、ホームページの運営とニュースレターの発行を年に 3 回と    

考えている。 

・昨年までは第三号事業に元気アップミーティングを入れていたが、交通費等に   

かなりの支出が見込まれるなどの事情があるので休止する。まずは、それが行える

ような財源を確保するなり、Skype を使うなど別の方法で交流できないかなど、  

理事メンバーが中心となって考え、会員に提案できるようにしたい。 

 

第四号議案  平成 28年度会計予算案について 

柳原理事より、資料に基づき説明： 

 

・「次期繰越収支差額」は 395,590円と見込んでいる。この中から、市川理事長からの

一時借入 40 万円を収支の様子を見ながら 2 年かけて（半分ずつでも）返済して   

いきたい。 

 

第七号議案  年会費額の改定について 

柳原理事より、資料に基づき説明： 

 

・本ＮＰＯの管理運営にかかる費用を基本的に会費収入で賄えるようにしたいという

のが、年会費改定の趣旨である。 

・事業展開に伴う事務量の増加、事務経費（役務費）の確保を念頭に、管理費を会費

収入で賄っていきたいということである。 

・団体会員年会費については今年度は据え置きとしたい。この件は、いろいろな団体

から寄付を募るなど別の考え方もあるため、来年の総会で提案し、審議したいと  

考えている。 

・年会費額改定について＜参考＞資料「会費収入と管理費支出の推移」に基づくと、

これまでの予算は、会費収入で管理費を賄おうという発想ではできていない。 

・H24 会費収入 413,000 円が H25 会費収入 299,000 円となった理由は、25 年 2 月に

大内博前理事長が亡くなられた影響が考えられる。古くから大内前理事長とご一緒

されていた方がＮＰＯから退会されたことがあった。 

・資料の H28 の部分の記載額は予算額ということで、管理費を賄えるような収入に  

していきたい。 

・H28の管理費 701,600円は、例えば賃借料 10万円（総会会場の借用費）など、万が

一、公共の施設が借用できない場合を見込んで多めに見積もっている。実際は 60万

円前後が運営費でかかることが考えられる。したがって、50 万円は会費で賄い、  

後は他の事業で得られる収入でカバーしていければという含みがある。 

・年会費額改定について＜参考＞資料「管理費目ごとの支出の推移」に基づくと、H26
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役務費として 383,350 円が支出されているが、実際にはこのうち 20 万円は寄付と 

いう形でＮＰＯに戻ってきている。つまり、この段階で事務担当者が役務費を満額

もらってしまうと運営上厳しいという事情があり、伝票上は頂いた形にして、   

その分は寄付という形で戻し入れている。本来、いわゆる事務経費としてもらえる

ものを受け取らずに、運営に充当した。 

・H27 役務費の支出 174,250 円についても、7 万円は寄付で戻し入れていることと、 

8 月以降の事務経費が支出するような作業に対して支払いは全て止めてあるので、 

それを実際に経費で計算すると 30万円ほどかかってしまう。したがって、今、理事

メンバーが事務的なことを負う部分については全て無給で行っている。ただし、  

実際、実務的なことを会員の方々が担当するには、まったく無償でというわけにも

いかないので、わずかであるが、役務費予算を計上し、手当てしたいと考えている。

それを見込んだのが H28役務費の 288,000円である。 

・寄付受けしている 28万円のうち 7万円は事務担当者がもらう形にして戻しているが

残りの 21万円はファシリテーター養成ワークショップを担当されたマスターファシ

リテーターが講師料 21 万円（1 人 7 万円×3 名）をもらい、それを NPO に戻して   

いる。 

 

第三号・第四号・第七号議案については、原案どおり承認された。 

 

  なお、議案第三・四・七号に関して出席者から出された質問や意見、およびそれらに  

対する回答は以下のとおり。 

 

Q．平成 28 年の固定負債になるのは、27 年度の市川理事長からの借入 40 万円が   

残っているということなのか。 

A．そのとおりである。 

 

Q．平成 28 年の収支予算の方には、キャッシュフローのやり取りなので、固定負債に

ついて出てきていないということは理解した。返済金の予算化はしていなくて、

経常収支の差額が出た分について、最終的に決算の時に返済に充てるという形の

整理なのか。 

A．そのとおりである。借入金 40 万円について、本来は総会を通して、承認を得なけ

ればならない事項なのだが、年度の途中でストップさせてしまうことはできない

ので、内輪のメンバー間でやり繰りをしたということをご理解いただきたい。  

通常の場合は、遅くとも 2 年くらいの中で最低でも本年度半額、来年度半額と  

いう形で返済していくが、収入の状況等によっては、理事会で検討してできる  

だけ速やかに返済を進めていきたい。 
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Q．第１号の事業収入予算 385,000 円に対して、第１号事業費支出が 20 万円という  

ことで、きちんと支払えるような感じはしているのだが、実際には平成 27年度の

第１号事業費では 478,666 円が支出されている。今年度予算で半額に支出の   

見立てが圧縮されているが、これは確実に大丈夫なのか。 

A．見立ては大丈夫と言える。去年との比較という意味では、昨年の第１号事業を展開

するに当たって、収入が少ないのに、それなりに支出が生じている。そういった  

ことが起きないように吟味した上で、今年の計画に反映している。 

 

Q．会員数が 166名とのこと、498,000円（166名×3000円）が入るわけだが、会員と

して登録しているけれど会費は納めていない会員が存在すると理解する。来年度の

予算では 540,000円が計上されていて、これは 5,000円の会費とすると 108名分で

ある。会員数が減るという見込みの中でこの予算が立てられているのか。会費を 

納めて会員という理解でいたが、そうではない会員もいるのか。 

A．おっしゃるとおりである。166名が登録しているけれども、今回の総会のお知らせ

をしても、返信が遅かったり、全くなかったりする人が相当数いる。したがって、

今回の総会とこの総会後の一か月くらいで、会員の整理を行いたいと考えている。

去年の会員費を支払っていない人もいるので、支払う意思がない場合は、その方は

退会することになる。それを行っていった時に、残った予想人数に基づいて見積も

っている。 

 

Q．会員である人たちと会員費を支払わないことで会員ではなくなる人たちで、なんら

かのクッションを置くのはどうか。例えば、半年間猶予を設けるとか休会扱いに 

するなどが考えられる。 

A．今まではやることが多岐に渡り、個人のケアまで手が回らなかった。今まで督促が

十分に出来ていなかった。それよりも優先しなければならないことがたくさん  

あった。だが、今年から、事務担当が新しく割り当てられたので、対応を改善して

いけると考えている。ＴＶＰＪを退会することがＴＶＰＪあるいはヴァーチューズ

とご縁が切れるということでは全くない。同時に、NPO の使命は社会貢献で   

あって、そのためにお金（会費）を払い、そして何ができるかということ。それが 

様々な事情によりできない方もいらっしゃるし、そうであっても、自分なりの  

やり方で学んでいきたいという方もいらっしゃる。ＶＰのご縁は大切にしながら、

一方でＮＰＯのメンバーとして活動するかどうかをご自身で明確にしていただく

ことが必要であると考えている。 

 

Q．会員の意思を聞く時に、まとめて先払いしてもらうことや、会員であり続けたいと

いう人に対して「終身会員」のようにしてまとめて支払ってもらうなどしては  
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どうか。 

A．現在は定款に、年会費として謳っている。アイデアとしてご意見を今後の参考に  

させていただく。ちなみに、現状では、まとめて数年分を収めてくださる方も   

いらっしゃるのでそれに対応している。 

 

Q．年会費は 4月 1 日～3 月 31日までの 1年度の年会費ということで理解しているが

例えば 9 月に入会した場合、3 月末締めで同じ金額 5,000 円が 1 年間の年会費と  

いうことで、また 4月になったら新たな会費を支払うシステムという理解でよいか。 

A．そのとおりである。 

 

Q．第２号事業収入 2,300,000円の予算は、それぞれの２号事業に対してどれくらいの

見立てでこの予算がたてられているのか。定員になったと想定した予算なのか。 

定員割れということもありうるのではないか。支出の金額も、人数の増減によって

下がって来ることもあるのか。毎回、定員に対して、皆さんのコミットなど足りな

かった時に、次回にどういう反映のさせ方を検討しているのかを確認したかった。 

A．予算案における支出想定額は、事業によって、ＴＶＰＪの処理の中で何を含めるか

によって違う。例えば、メンタリングについては宿泊費等を含めた金額を徴収して 

一括払いにしている。一方で、ファシリテーター養成ワークショップでは、宿泊費

に関して参加者がそれぞれ現地で支払うようなシステムでやっている。収支の計算

に当たっては各事業に最小催行数を設定し、それに沿って計算している。最大  

20人のところを 20人で計算するのではなく、10人は集まるだろうということなら

ば、その 10 人を基本に計算し、そこからプラスがあれば、収入として積んで    

おける。それらのことを吟味した上で、それぞれの事業担当者が計算したものを 

反映させている。支出については、人数が減ることで下がる部分とそうでない部分

があるが、そのあたりのことも含んだ上で収支を出している。 

 

Q．一つの事業内容について、この事業は何人の参加者を見込んで計画を立てているか

を知りたい。それを最低ラインにして、予算を立てているかが見えるとよい。 

A．メーリングリストを通じて皆さんにご案内し、ご協力をお願いしていきたい。 

 

Q．メーリングリストでの案内は見落とす人が多いので、なるべく封書で案内が欲しい

という声が関西ではある。重要なお知らせはなるべく封書で送ってもらいたいと 

いう意見がある。 

A．要望として承っておきたい。全員に封書でとなると、時間と労力・費用がかかる  

ことになるので、検討が必要である。 
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第五号議案  役員の退任と任命について 

市川理事長より、資料に基づき説明。 

 

・副理事長であった大内ジャネット氏に関しては、居住地が山梨県であるが、日本を

長期間離れることもあり、理事会への参加もなかなか難しいということで、顧問と

してお願いしたい。 

・平成 27 年度まで理事を務めていた根路銘沙織会員より、任期途中ではあるが、      

仕事の都合で退任したい旨の意思表示があった。代わりに風瀬由季会員を理事に  

推薦したい。 

・風瀬会員にはＴＶＰＪ事務局におけるホームページやニュースレターの運営で、  

多大なる時間を割いての編集作成に尽力いただいている。 

・理事の任期 2 年に変更はない。年度の途中で新任者に交代した場合、その新任者の

任期が、前任者の任期の残存期間であるという意味である（ＴＶＰＪ定款第 16条の

3）。 

 

本件については、原案どおり承認された。 

 

第六号議案  ＴＶＰＪ登録地の変更について 

市川理事長より、資料に基づき説明。 

 

・山梨県にこの法人があることで、不便さを感じていたこと、またそこでの活動の  

実態がないことを踏まえて、多くの会員を抱える東京・神奈川の近くということで

神奈川県に移転することを、今年度に実施したい。 

・運営上、担当者居住地により近いところに法人が置かれることにより、登録地から

のいろいろな情報が得られるし、また他団体との連携が可能になるのではないか。 

 

本件については、原案どおり承認された。 

 

なお、議案第六号に関して出席者から出された質問や意見、およびそれらに対する  

回答は以下のとおり。 

 

Q．事務局本部として、日本の中心地である東京にある柳原理事の自宅という可能性は

あるのか。 

A．理事会があって事務局があるという組織ではない。理事会が事務局の役割を果たし

ている。したがって、理事長のところに事務局を置くということである。事務局と

いう場所は固定していない。 
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Q．今の銀行口座である山梨中央銀行もまた変更になるのか。 

A．山梨中央銀行は支店が遠いので、ゆうちょ銀行など振込手数料がかからない銀行に

ＮＰＯが移転した段階で変更したい。 

 

第八号議案  本法人定款の改定について 

市川理事長より、資料に基づき説明。 

 

・「第２章 目的及び事業」において、「啓蒙」という言葉を使ってきたが、抵抗が      

あった。「啓蒙」は上から下へのイメージがある。「啓発」は行動や言動による様々

な刺激を受けて、自分が変容していくという双方向の意味合いがある。したがって、 

「啓蒙」から「啓発」へと表現を変更したい。 

・「第３章 会員」において、個人会員費を 3,000円から 5,000円に改定。 

・「第３章 会員」において、「名誉会員」を「名誉会員及び顧問」に変更したい。 

 

本件については、原案に沿って以下の質問に対する回答のとおり表現に修正を  

加えることで承認された。 

 

  なお、議案第八号に関して出席者から出された質問や意見、およびそれらに対する  

回答は以下のとおり。 

 

Q．「第３章 会員」の「第 8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費」

について、法律的な用語の観点で「別に」という表現は別に会費規則や覚書を定款

とは別に定めることになる。したがって、「次に定める」や「第 2 項に定める」と

いう表現に変えるべきである。 

A．原案に沿って、以下の記述のとおり表現に修正を加える。 

「別に定める」→「次に定める」へ変更する。 

 

Q．「第４章 役員及び職員」の第 14 条「5 顧問は、理事会の推薦により、総会の   

議を経て決定する」という表現について、決定の権限が誰にあるのかが分らない。

そこを明確にした上で、表現を変更したらどうか。 

A．原案に沿って以下の記述のとおり表現に修正を加える。 

「総会の議を経て」→「総会の議決をもって」へ変更する。 

 

Q．「名誉会員」とは誰のことか。現在はいるのか。 

A．「名誉会員」とは、ＮＰＯの活動において顕著な働きのあった方である。現在は   
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いない。ＴＶＰＪ定款第３章会員第 6条（2）において、「この法人の活動に多大な

功績のある個人及び団体」という規定は存在している。今はそれに該当する方は 

まだ出てきていない。 

 

Q．例えば、ある資産家がいたとして、その方が当ＮＰＯに多大な献金をした場合、  

そのような人は名誉会員になるのか。 

A．この件については、理事会で検討したい。 

 

第九号議案  ＴＶＰＪ事業への外部資金導入について 

柳原理事より、資料に基づき説明： 

 

・外部資金導入の計画は、本ＮＰＯの行う第 1 号事業を推進するための財源になり  

うるのと同時に、活動を知ってもらう機会、また他の個人・団体等とつながり   

ながら事業展開する機会ととらえている。 

・内田千鶴会員がかつて仕事でこのことについて専門的に取り組まれてきたキャリア

があるので、その力を借りてＮＰＯとして外部資金を獲得できればよいと考えて 

いる。 

・多くの場合、助成対象となるのは翌年度の事業。したがって、現段階で会員の    

皆様に具体的にお示しできる事業計画はないが、一般市民に向けた活動のための 

事業計画立案とそのための予算獲得という方向で進めることについてお認めいただ

きたい。 

 

本件については、原案どおり承認された。 

 

  なお、議案第九号に関して出席者から出された質問や意見、およびそれらに対する  

回答は以下のとおり。 

 

Q．外部資金とは、出し元はどういうところを想定しているのか。 

A．内田千鶴会員に調べていただいて、いくつか候補にあがっているところには、   

子どもゆめ基金、ＪＴのＮＰＯ助成事業、平成 28 年度キリン子育て応援事業と  

いった財団や企業が社会貢献する個人団体に対して支援する助成金などが挙げ 

られる。 その他に都道府県のホームページを見ると、ＮＰＯ対象のそういった  

助成が受けられるシステムなどが考えられる。皆さんにも加わって、お力を借りて

やっていきたい。決まった暁には、皆さんには積極的に参加していただきたい。 
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６ 報告事項等 

●市川理事長より、平成 28年度ＴＶＰＪ運営事業新担当者の発表と紹介 

   ＊別紙総会資料のとおり 

 

●市川理事長より、「内なる美徳を呼び起こすワークショップ（WS）」の開催に関する

ガイドラインについての説明： 

   ＊別紙総会資料のとおり 

     

・ファシリテーター1 人でも開催は可能であるが、アメリカでも 2 人で行うことが  

基本となっている。健康管理や手違いなどを考慮すると、2 人だと安心安全では  

あることを踏まえる。 

・学習時間が 12時間以上あることは必ず守ること。 

・参加費の基準について統一してほしいという意見もあるが、会場費がそれぞれに  

おいてギャップがあるため、2万円＋修了証書代だけ設定を設けるにとどめる。 

・修了証書発行依頼は期日を守ってほしい。そうでなければ、発行担当者に負担が   

かかる。 

 

Q．ファシリテーターの参加費や再受講者の参加費について、規定はあるのか。 

A．規定としては設けていない。主催者がその都度設定している。 

 

Q．美徳の承認証を作っていたが、それはどうなるのか。 

A．以前、12時間ワークを大内博氏と大内ジャネット氏がやっていた時は、初受講者

であれ再受講者であれ全員に修了証を発行していた。その後、事務局が証書を   

発行するようになった際に、大内夫妻より複数回ワークに参加している方には、

毎回、承認証は必要ないのではないかということになった。しかし、最後の修了

証書授与の時に、初参加以外の方たちにも美徳を承認するものがあるとよいので

はということで、「美徳の承認証」を用意するようになった。柳原理事が修了証   

発行を担当していた時は、ファシリテーターからの連絡のタイミングがワーク  

開催の直前で、修了書を会場に直接届けたことが 5～6 回ある。開催が決まった  

段階で、まずは修了証発行担当の福井和香子会員に連絡してほしい。 

 

Q．ワークショップを開催する際の書籍の使用について、「52の美徳 教育プログラム」

の本はなくても開催は可能であるというのがガイドラインなのか。 

A．テキスト（本）を購入するというのが基本的姿勢である。現在、太陽出版で在庫

が少ないということだったが、本の体裁がソフトカバーに変更され、500 部増刷  

される予定である（途中経過）。 
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Q．ワークショップの開催前にマスターファシリテーターにその内容について報告 

する際は、どのマスターファシリテーターに連絡すればよいか。 

A．1 人のマスターファシリテーターに連絡すれば、全員のマスターファシリテー    

ターに連絡が行くことになっている。但し、シュエリン公子会員はＶＰＩＡの  

理事として多忙であること、大内ジャネット顧問は日本にいらっしゃらないこと

と日本語を読むのが難しいこともあり、現在はマスターファシリテーターとして、

市川美紀子理事長、鈴木るみ子副理事長、森登志子会員が確認している。 

 

Q．今年、新たにファシリテーターになった人数、年間の 12 時間ワークの受講者数、  

現在のファシリテーター数を知りたい。 

A．12 時間ワークの受講者数は年間で 45 名。今年度ファシリテーターになった方は

11名。現在のヴァーチューズ・プロジェクト・ファシリテーターは全部で 300名

前後。ファシリテーターであるかないかについては、本ＮＰＯ入会の条件には  

なっていない。 

 

Q．参加希望者のメンタルコンディションに関する留意点について、告知の際に注意

書きを出していなかったが、注意喚起のために告知の際にひと言書き添えた方が

よいか。 

A．ガイドラインにある書き方で書き添えてよい。これに関しては、今後ホーム   

ページにも載せる。 

 

Q．「2 人以上のファシリテーターで開催することになっていますが」という表現に  

ついて、それが大前提となっていることを知らない人も多かった。また、    

大内ジャネット顧問が、かつて「2 人で開催すると望ましい」と話していた。   

よって、「2 人以上のファシリテーターで開催することが望ましい」という表現に

変えた方がよいと思う。 

A．「2 人以上のファシリテーターで開催することが望ましい」という表現に変える。 

 

Q．ガイドライン 1で、過去がどうであったということ（「2人以上で開催することに

なっていますが」のような表現）を表記する必要はなく、「2 人以上で開催すると

望ましい」とした方が皆にとって認識しやすい。 

ガイドライン 6 は、「WS の 2 か月以上前に案内を告知することが望ましい」と  

いう文章よりは、項目化した方がより明確になるのではないか。また「～以上」

という場合は、何人と人数を明確にすると良いのではないか。 

A．文面を検討する。 
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Q．ホームページの会員ページにガイドラインも載せたい。ファシリテーターでない

方も見るということになるが、そこに何か境界線（会員用など）を設けた方が  

良いのか。 

A．全体に見えても問題ないことであるし、はっきりと分かるようにもなる。 

 

Q．告知する担当者がいろいろと分かれているので、担当者の連絡先を明確にして  

もらいたい。 

A．ホームページに、virtues.japan@gmail.com をニュースレター用の代表メール  

アドレスとして記載している。方法として、このアドレスにメールを送ってもら

い、その際にメールの担当者を明記してもらうと、自動振り分けで担当者に届く

仕組みを作ることが可能である。このシステムに漏れがないかどうかを風瀬理事

が確認して細心の注意を払って準備したい。 

 

●ＶＰＩＡ（ヴァーチューズ・プロジェクト国際協会）の理事でもあるシュエリン公子

会員よりＶＰＩＡの動向について報告。 

 

リンダ・カヴェリン・ポポフ氏からの言葉： 

・2013 年にリンダ氏が株式会社ヴァーチューズ協会をカナダのＶＰＩＡ（ＶＰ国際 

協会）に移した。 

・2014 年から一つの組織となった国際協会が様々なヴァーチューズの資料や権利を 

守りながら、世界中のヴァーチューズに関わる方々に奉仕をすることを嬉しく思う。 

・教育的な面やマネジメントの面については、その道のプロの方に理事として入って

もらい組織化した。ラジオやテレビ、ユナイテッドエアラインの放送にも出て  

喜ばしく思っている。 

・理事の背景もインド、カナダ、日本、アメリカ、フィジー、太平洋諸島、オースト

ラリア、ニュージーランドと多岐に渡っていることも喜びの一つである。 

・フィジー島災害支援の活動について基金を世界中から集めるという大きな事業を 

成し遂げたことを評価したい。 

・創始者として、国際協会の理事に全幅の信頼を置いている。 

 

シュエリン公子会員からの報告： 

・2015年になって、ヴァーチューズとしては新人だが、事業運営の面でプロである人

を入れたため、議長・副議長・書記・会計を行っていたマスターファシリテーター

がほとんどいなくなってしまった。けれども、ヴァーチューズを大切に考えて  

やってくださった。 

・2015年にシュエリン公子会員は国際協会から頼まれて、国際顧問団を作った。各地

mailto:ホームページにvirtues.japan@gmail.com


14 

 

にマスターファシリテーターを一人ずつ選んで、世界全体の組織を作った。アジア

はグレースというシンガポールの人が行っている。各大陸に顧問ができた。 

・国際メンター大会をカナダで主催した。第 2 回目が 2017 年にアフリカで開催され

ることになった。国際協会は地域のメンター大会を大切にしなければならない。 

ニュージーランドでは、メンターのしっかりした教育を行っている。今季は 2 つ  

大きな大会が開かれる。アフリカでは、ダラさんがメインスピーカー。 

・ヴァル・ヒリカーという方が腹話術を使ったヴァーチューズを行っていて、    

フィジー島全体の教育省まで到達した教育方法を行っている。だが資金が必要。 

そこで国際協会の中に開発基金部というのがある。 

・世界献金機構という組織があって、そこにヴァーチューズ・プロジェクトを登録  

した。登録すると、プロジェクトを上げなければならない。フィジー島における  

プロジェクトとして、サイクロンにより被災した子供たちに腹話術を使ってヴァー

チューズ・プロジェクトで助けるというプロジェクトを上げた。そのプロジェクト

には 6,000ドル必要。世界から 5,000 ドルを短期間で集めなければいけなかった。 

・これらは、ヴァーチューズを世界中で広めていこうという点で重要。 

・世界の場面で活躍してくださるボランティアがいたら、後継者を探している。 

 

●ファシリテーター・スキルアップ・トレーニングとＴＶＰＪ7 月メンタリング開催に  

ついて柳原理事から案内。 

 

以上により、総会を終了した。 

 

以上、この議事録が正確であることを証します。 

 

平成 28年 5月 8日 

 

 

議    長      鈴 木 美 代 子     印  

 

 

 

議事録署名人     森   真 也     印  

 

 

 

   同       内 田 千 鶴     印  


