令和二年度第５回_JAMSNET 東京_定例理事会議事録
日時 ：令和３年３月９日（火曜日） 19 時 30 分-21 時（東京）5 時 30 分-7 時（NY）
会場 ：NISP 社 および オンライン開催
参加（敬称略）
理事長：仲本光一
理事 ：本間俊一，濱田篤郎，バーンズ亀山静子，井上孝代，福永佳津子，
吉田常孝，井上 祥，松永優子，岡田慎一郎，森博威，中山俊，
監事 ：古閑比斗志
事務局：長谷川真人，入沢 厚，柏原誠，島谷和恵
欠席（敬称略）
監事 ：和田仁孝
理事 ：鈴木満
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１.理事長挨拶、議長・書記・議事録署名人指名
議長：仲本理事長
書記：長谷川，島谷
議事録署名人：岡田理事，松永理事
＜東北大震災から１０年の節目にあたり、犠牲者のご冥福を祈り、１分間の黙祷を捧げた。＞

２.審議事項
1． JAMSNET 東京の来年度以降、NPO 法人継続について
ワーキンググループメンバー：
本間理事・亀山理事・森理事・吉田理事
→ NPO 法人継続のメリット・デメリット、活動の方向性について更なる議論が
必要であり、新年度・新理事による審議事項に変更。
解散手続きは資金面も含め複雑であり、事前にしっかり確認すべき（森理事）
(参考資料 1 を参照)
2． 来年度活動計画および予算案について：
仲本理事長
→参考資料 2 をもとに最終案を次回の理事会にて決定し、総会に提出予定。
共催・後援事業についても具体的な活動内容を示して頂き、理事会にて実施の
可否を決定していく。
3． 総会・講演会別日開催について：
岡田理事
→別日開催で承認された。総会は 6 月前半（講演会 6/27 の前）を目処に今後日程
を決定（総会資料は、5 月中開催予定の令和 2 年度第 6 回臨時理事会で確定）。
4． HP 記載情報について：
長谷川事務局
→参考資料 3 に記載されている事前の承認事項を確認し、異議なく承認された。
検討事項は今後も継続審議とする。
5． 相談事業の継続に伴うマニュアルおよび担当理事について：松永理事
→本年度内のお問い合わせは、会員連絡以外は、現在 16 件。売込み等も含まれて
いるので、内容に合わせた回答文を準備。相談に関しては担当グループを専門
別に作成、連携を取りながら回答する相談体制を提案。継続審議とする。

３.報告事項
1． JAMSNET ワールド・リーダーシップ会議について：
仲本理事長
→2021 年 2 月６日に開催、仲本理事長、井上理事、吉田理事、松永理事、
岡田理事、島谷事務局員、長谷川事務局員が参加。
議事録は 3/1 に理事 ML 配信済み。

2． 高齢者支援ネットワークについて：
仲本理事長
→前述の JAMSNET ワールド・リーダーシップ会議にて高齢者支援ネットワークの
活動について提案があり、1 回目の関係者会議が実施され趣意書を作成中。
今後、JAMSNET 東京にも参加希望者を募る予定とのこと。
3． NY 在外公館長表彰受賞について：
本間理事
→JAMSNET が NY 在外公館長表彰を受賞された。NY のみならず、各地のジャムズネ
ットメンバーの活動が評価されたことにつき本間理事より説明がなされた。
4． メンタルヘルス事業について：
鈴木理事
→事前報告の理事 ML の内容は資料で共有（参考資料 4）鈴木理事不在のため、
次回の理事会以降に詳細報告を依頼。質問事項あり。
5． 理事・理事長・監事の任期の確認 自他薦および事務局について
役員選出調整委員会：亀山理事・古閑監事
→現理事・理事長・監事の任期は、今年度末(2021 年 5 月 31 日)まで。来年度の
新理事・監事案を次回臨時理事会で決定し、総会にて最終承認予定。その
後、新理事による理事会を開催し、理事の互選にて理事長を決定し、会員に
発表する。
新理事候補：本間俊一，濱田篤郎，バーンズ亀山静子，岡田慎一郎，松永優子，
福永佳津子，井上孝代，鈴木満，石塚勇人
新監事候補：古閑比斗志，和田仁孝
退任予定 ：仲本光一，吉田常孝，井上 祥，森博威，中山俊
→新役員候補の決め方の正式な方法を細則などで定めた方が良い（濱田理事）
2 年後は今回同様、役員選出調整委員会が理事候補を選出するが、
細則に反映する。
→事務局については今回の理事会では特に言及なし。
6． 講演会について：
岡田理事
→参考資料 5 の内容にて実施することで特に異論なく承認された。
今後、詳細は随時メールなどを用いて共有していく。
→有料動画配信サービス「ｍｉｙｏｃｃａ」については、参考資料 6 の通りだ
が、説明会を別日で開催(岡田理事が日程調整予定)、継続審議とする。
（最終承認は必要ならばメールにて行っていく）
※3/15 付のメール連絡にて、現在稼働していないので、他をあたることを検討

7． 事務局の chat 利用開始およびデータ共有について：
長谷川事務局
→大量メールによる確認漏れなどを防ぐため Google workspace の活用を事務局
レベルで開始済み。利用には専用アドレス(XXX@jamsnettokyo.org)取得が望
ましいので、必要性を今後改めて検討して頂く。
４.その他
→理事・事務局スタッフで過去に JAMSNET 東京関連の活動にて立て替えをされ
ている方がいたら、事務局会計担当までご相談をして欲しい
（長谷川事務局員）
→今年は、NPO 法人 JAMSNET 東京設立 10 周年にあたり、新理事で企画を検討。
→令和 3 年 5 月中に令和 2 年度第 6 回臨時理事会を開催予定。
→事業として会員からの依頼でジャムズネット東京が後援となることは可能か
（福永理事）。過去にも同様の例があるが、具体的な手順は理事会での継続
審議とする。

以上
仲本議長は、以上をもって本日の議案の審議を終了した旨を述べ、21 時閉会した。以上の
議事の経過の概要および議決の結果を明確にするために、この議事録を作成し、 議長な
らびに議事録署名人が記名する。
令和三年 3 月 9 日
特定非営利活動法人 JAMSNET 東京
議 長

仲本 光一

議事録署名人 松永 優子
議事録署名人 岡田慎一郎

令和 2 年度第 5 回 JAMSNET 東京定例理事会参考資料：
■参考資料１.
1 月の臨時理事会で任命を受けました NPO 調査ワーキングチームからの報告。
目的：JAMSNET 東京の理事長、理事、事務局職員が「JAMSNET 東京が NPO 法人を継続す
るかどうか」判断を行うための情報を提供すること
その目的を受けて、
a）JAMSNET 東京が NPO 法人でいることのメリット
b）JAMSNET 東京が NPO 法人でいることのデメリット
c）NPO 法人の事務手続きの量、負担
d）NPO 法人解散時手続きの量、負担

を調査いたしました。

添付書類は３つになります。（今回は下記添付は１・２の２つ）
１）JAMSNET 東京が NPO 法人でいることのメリット/デメリットの比較表
２）NPO 法人手続き書類一覧（NPO に関して詳しい森先生から提供）
３）事務局の作業内容（事務局から提供）
この作業をしている間に明確になってきたのは、NPO 存続は「この団体が何をしたいか」
に大きく左右されるということでした。

メリットやデメリット、また存続に必要な負担、解散手続きに必要な負担を「大きい」と
捉えるか、「小さい」、「大きいがどうにかするための方策を考える」と捉えるのかは、
何をしたいのかによって変わりうるということを追記しておきます。

■参考資料 2. 2021 年度活動計画および予算案について：
活動予定・予算

※NPO 解散時は修正が必要となる

①イベント関係：
イベント名

詳 細

講演会

講師謝礼金

総会

金 額
5 万円

備 考
当日講師：1 万円×2 名
事前収録+当日ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ：
1.5 万円×2 名

0円

勉強会 2 回

オンライン
で開催を想
定

1 万円

講師謝礼
5000 円 x2 回分
（2020 年度実績を参考）

交流会 2 回

オンライン
で開催を想
定

1 万円

話題提供者謝礼
5000 円 x2 回分
（2020 年度勉強会実績を参考）

東日本大震災被災地中学生と在メル
ボルン日本国総領事館との継続的交
流支援

0円

後援依頼、予算不要
鈴木理事提案

アジア・豪州邦人を対象とした PFA 子
ども版

オンライン
研修会

2 万円

（共催の場合）
鈴木理事提案

その他

オンライン
交流会など

8 万円

理事・会員からの提案事業今後、
公募する必要あり。

小 計

15 万円

②事務費関係：
分 類

詳 細

金 額

情報提供事業

NISP 社への SSL 更新費・
HP 保守費

12 万円

Zoom 通信費

zoom ビジネスを利用した
場合

3 万円

業務委託費

税理士・会計士・司法書士
など

15 万円

その他経費

雑用品購入、スタッフ交
通費など

5 万円

小 計
合計

支出

35 万円
50 万円

備 考

収入予定
分 類

金 額

会費収入

30 万円

寄付収入

10 万円

その他
有料配信サービス 等

10 万円

合計

50 万円

収入

■参考資料 3．JAMSNET 東京 HP の内容について
会員ページについて:
・一律のパスワードにして、半年又は 1 年に 1 回、変更するようにする。
・載せるコンテンツも総会・議事録ではなく、メルマガ・有料配信動画の内容など、
会員としてのメリットがあるような内容に限定する
・検討事項：会費支払いページは会員ページ内で無くとも良いか、今後検討していく。
一般ページについて:
・総会・理事会の議事録を一般ページに公開として JAMSNET 東京の活動に興味がある方に
オープンな形にする。
以上、前回の事務局会議前にメールにて理事に事前承認済み
以下提案
・掲載する情報:6 月以降、担当理事を決めて、担当理事の承認が得られた内容を公開
・JAMSNET 関連団体のイベント情報は JAMSNET 東京の活動に関連性があり、主催者の同意
が得られれば、一般ページ上でも公開
■参考資料 4．メンタルヘルス事業について：

鈴木理事

２月 12 日にアジア・大洋州・中東在留邦人メンタルヘルス対策のための産学官民協働オ
ンライン情報交換会を開催(JAMSNET 東京後援)。120 名が参加。動画を YouTube で 3 月 31
日まで配信中。

■参考画像

■参考資料 5．講演会

岡田理事

１．講演会企画について
２０２１年 第１０回 JAMSNET 東京 講演会（オンライン開催）
目 的：JAMSNET 東京の活動周知と医療福祉・スポーツ等の啓発及び参加者の
交流を目的と して、オンライン講演会を開催する。
テーマ：「コロナ禍を越える身体からの発想」
一年以上に渡るコロナ禍の現在、様々な問題が噴出している。しかし、それ
らの問題を乗り越えるのは我々の生身の身体である。本年の講演会では、東
京オリンピックから考えるスポーツの本質を皮切りにして、医療、介護の現
場での取り組み、極限の場から生まれたストレスケアなど、身体を通した発
想と実践を展開。コロナ禍を生きるヒントを追求する場としたい。
日 時： ２０２１年６月２７日（日）１４：００～１８：００

会 場：配信会場：ＮＩＳＰ社
受益対象者：JAMSNET 関連団体会員および一般市民等 約１００名を想定
主 催：ＮＰＯ法人 JAMSNET 東京

※後援等を今後検討

実行委員：理事・事務局・ボランティア
※承認後、役割分担し、ボランティア募集
内 容：
第Ⅰ部 講演会 １４時～１６時２０分（３５分講演×４） 司会 岡田
講演１ 平尾剛 氏 神戸親和女子大学 教授 元ラグビー日本代表
「ラグビーＷ杯～東京五輪 スポーツの本質とは何か（仮）」
ラグビーワールドカップから東京五輪に至る、スポーツ界のうねりを、
元アスリートで身体論の研究者が、スポーツ本来の在り方という本質を
踏まえ、新たな視点で読み解く。
※ＴＢＳラジオ アシタノカレッジ 2 月 11 日放送
「平尾剛が唱える。スポーツ＝健康ではない！」
https://www.tbsradio.jp/562244
講演２ 加藤節子 氏 沖縄県ちゅうざん病院 摂食・嚥下障害看護認定看護師
JAMSNET スイス会員
「看護師だから出来ること～新型コロナ禍の中で学んだこと～（仮）」
クラスター発生病院に派遣された体験と、勤務病院の現場の実情を現
場の看護師の
視点から提言。また、摂食・嚥下指導からＱＯL 向上に関わる取り組みを
国内外でも活動している経験から、在宅高齢者へのアドバイスもしてい
ただく。
※JAMSNET スイスＨＰ 「新型コロナから得たこと」加藤節子
https://jamsnetswiss.org/post-385/
講演３ 津田薫 氏 特別養護老人ホームさっての里
介護福祉士・イラストレーター
岡田慎一郎 介護福祉士・介護支援専門員・理学療法士
実技講演「ステイホームを乗り越える介護予防と介護技術」

語られることの少ないコロナ禍の介護現場状況をイラストレーターとし
ても活躍する異色の介護士と対談しつつ、在宅で出来る介護予防と介護
技術を実演、解説する。
※「ＧＯＧＯ介護！」産業編集センター 津田薫 著
https://www.shc.co.jp/book/9759
講演４ 伊藤烈 氏

ロシア軍格闘術「システマ」公認インストラクター

実技講演「ステイホームを乗り切る

ストレス緩和のブリージング技法

（仮）」
ロシア特殊部隊の教育プログラムであるシステマ。格闘術のみならず、戦
場でのメンタルコントロールの技法も豊富で、世界的に一般市民にも広
がりを見せている。今回は、誰もが画面越しでも行える呼吸によるストレ
ス緩和の技法を中心に紹介。
※参考記事「世界の賢人がロシア式「システマ」を学ぶワケ 東洋経済オ
ンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/124868
※実技講演については、生配信が技術・コスト的にも難しいため、事前に
録画したものを配信。津田氏、伊藤氏、岡田は北参道にある（株）夜間飛
行のスタジオで収録予定。
第Ⅱ部 シンポジウム・質疑応答

閉会 １６時２０分～１７時

第Ⅲ部 参加者オンライン懇親会

１７時～１８時

小グループに 1 名ずつ司会者として、理事・事務局を配置、参加者が自
己紹介と感想を語り合い、交流する。
収 入：会員無料・一般参加者 有料配信が出来ないか検討
（晶文社配信システムの活用）
支 出：講師料 ５万円 （4 名分、岡田は 0 円）
内訳 当日のみの講演者 ２万円 （１万円×2 名）
事前収録と当日のディスカッション参加の講演者 3 万円
（1 万 5 千円×2 名）
※事前収録会場の（株）夜間飛行のスタジオ、撮影機材は無料で借用

※可決後、運営スケジュール・スタッフ等などの詳細を決定し、企画書を提出。
■参考資料 6．講演会有料配信サービスへの登録と活用について
昨年 8 月の事務局会議でプレゼンがあった晶文社の動画配信プラットホーム
「ｍｉｙｏｃｃａ」を活用し、今回の講演会の有料配信を検討。
〇晶文社 オンラインイベント配信プラットホーム「ｍｉｙｏｃｃａ」
ＨP（スマホ対応）
https://miyocca.com/#/

（みよっか）

〇「ｍｉｙｏｃｃａ」 Web 資料
https://www.shobunsha.co.jp/e-book/miyocca/HTML5/sd.html#/page/1
--------------「ｍｉｙｏｃｃａ」の３つの特長
・カンタン…スマホ等で撮った動画を UP するだけ。
・早い………決済システムが完備されているので、登録初日から収益化。
・ノーリスク…導入費用、月額固定費もゼロ。売上があった場合のみ 20％の手数
料。
---------------上記のように、導入費用、ランニングコストがかからず、売上時のみ 20％の手
数料と、リスクなく始めることが可能。
また、今回の講演会をきっかけに、今後の勉強会/交流会、過去の動画なども、
配信することが出来るようになる。
売り上げがあるかは未知数だが、今後、会を継続するにあたって、収益を上げ
るための仕組みづくりをすることは重要と考える。
導入にあたっては、晶文社の担当社員による説明、サポートもある。

