2020 年度日本フォーカシング協会総会

議事録

赤字は総会後に修正した点
2020 年 11 月 8 日（日）13:00～16:1030
於：Zoom

会長あいさつと協会の現状について（会長・事務局長）
内田会長より、今年度の年次大会が延期となった経緯についての説明があり、参加者に情
報共有がなされた。
その後、青木事務局長より、表中の数字の修正点が示されたうえで、メンバー数の動向に
ついて報告がなされ、2019 年度はメンバー数が減少しているものの、大幅な減少というよ
りは誤差の範囲内という想定であることが報告された。
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＜ A．審議事項

＞

A-1. 法人化を検討するためのワーキンググループの設置について
内田会長より、資料に基づいて法人化を検討するためのワーキンググループの設置の経
緯（口座の引継ぎが難しい点、法人化のメリット：社会的信用が増す。法律・不動産・銀行
口座等の手続きがしやすい。デメリット：設置に書類・お金が必要。役員変更のたびにお金
がかかる。法人税もかかる。
）が伝えられ、具体的に検討するために、WG を作ることとな
ったことの説明がなされ、WG メンバーの募集をしていることが伝えられた。
意見）法人化を行う上での費用はどれぐらいなのか、現状の資金でできるのか。
副会長）初期費用で 12 万円、年間 10 万円ぐらいで、現在の残高内で対応可能ではある。
会長）お金の面を含めて WG で具体的に詰めていく必要があると思う。

A-2. 2019 年度収支決算報告及び監査報告（事務局長・監事）
青木事務局長より、以下の報告がなされた。
・そもそもの予算としては、これまでに溜まってしまっていた残高を少しずつ減らして
いくということで立てられていた。
・ただ、いくつかの理由により、黒字となっている
理由）
・松江での年次大会の準備金が寄付として戻ってきている
・年度末に例年東京で行われている運営委員会がオンラインとなり、交通費
や貸会議室の費用がかからなかった
意見）松江の年次大会については、島根県や松江市からの助成を得ていたため、準備
金を返金しないと助成を受けられない状況の為に寄付として返金すること
となった。今後の開催でこれに倣う必要はないと思う。
Zoom での運営会議は不便だったりしたのか、今後もオンラインなのか。
会長）年に 1 回は顔を合わせることが必要ではないかと考えている。次の役員の選
出の意味も含めてオンラインだけでは難しい。ただ、今後、可能性としては
あり得るが、現時点ではそこまで考えていない。
中村監事より、村上監事も含めた両監事から 2019 年度決算が適正と認められた旨の報告
があった。
内田会長より、監事から協会の運営に関する意見があったこととそれについての現時点
での意向が報告された。
監事からの意見
・事務局の負担が大きく、手当などはできないか
⇒協会全体としてボランティアでやっているので、これまで通りとしたい。
・名簿の管理
⇒これまで通り一部コロニーにお願いすることにしている。人数把握の難し
さはあり、郵便振替が年度区切りで、Paypal が支払日からの 1 年間という
ことになっている。四役は協会 HP 上で名簿を確認でき、不明な点があれ
ばコロニーに確認することはできるため、今後もこのような方針でやって
いきたい。

A-3.

2021 年度フォーカシング普及・活動助成金の承認（教育研修グループリ

ーダー）
酒井教育研修グループリーダーより、例年通り 20 万円の予算としたい旨が提案され、承
認された。

A-4.

2019 年度活動報告及び 2020 年度活動計画（各グループリーダー）

A-4-1.

教育研修グループ関連の議事

（助成事業関連：酒井久実代、ワークショップ情報提供サービス関連：河﨑俊博）
資料に基づき、以下の報告がなされた。
【2019 年度活動報告】
≪助成事業関連≫
① フォーカシング普及・活動助成事業規程に基づき、2019 年度開催の研修会のための活
動助成の追加募集を行ったところ、以下の 2 件の応募があった。規程に基づき、フォー
カシング普及・活動助成委員会を設置した。委員会は教育研修グループリーダーが教育
研修グループメンバーから選出した 1 名の助成委員長と 2 名の助成委員とで組織され
た。助成委員長から委員会での審議の結果、2 件とも可であるが、1 件については課題
があるとの報告を受けた。運営委員会で 2 件の助成について審議がなされ、いずれも助
成が承認された。規程に基づき、A のワークショップには 50,000 円、B のワークショ
ップには 24,960 円の助成が行われた。
A. 代表：筒井優介 研修会名：フォーカシング・ワークショップ in 沖縄～人生 100 年
時代を生き抜くはじめの一歩～
B. 代表：山下和彦 研修会名：第 3 回インタラクティブ・フォーカシング・ワークシ
ョップ in 二本松
② 助成委員会から示された課題は、助成事業規程の第 3 条（１）では、「遠方より招聘す
ることを希望している」の主語がないため、申請者代表が主語だとすると、1 件につい
ては助成対象とはならないという解釈が生じるので、規程の改定が必要だとのことであ
った。この点について、運営委員会で審議した結果、申請者代表がその土地の人である
かどうかは問題ではなく、世話人がその土地の人で遠方より講師を招聘することを希望
していれば助成の対象となることが確認された。この規程の解釈と積極的に助成を行い
たい旨が助成委員に共有されることが望ましいので、総会のグループ討議の際に情報共
有を行い、助成委員を依頼する際にもその点を伝えていくことになった。
③ 助成を受けたワークショップの代表者に依頼し、ニュースレターにワークショップ報告
を掲載した。また、フォーカシング個人セッション、フォーカシング仲間募集のニュー

スレター原稿作成に関わる活動を行った。
酒井グループリーダーより、助成を受けた研修会の代表者に WS の報告を求められ、
筒井氏からは口頭で簡単な WS の報告がなされた。山下氏からの報告は、酒井グループリ
ーダーが代読した。
④ 教育研修グループのメーリングリストが運営サイトの事情により使用できなくなった
ため、協会のウェブサイト管理者の支援を受けて、新しいメーリングリストを作成した。
≪ワークショップ情報提供サービス関連≫
①「海外から講師を招いて実施するワークショップ開催・運営の手引き」を完成させ、ウェ
ブページへアップした。
②ワークショップ情報掲載依頼の審査およびウェブページへのアップ作業、ニュースレタ
ーのワークショップ情報の原稿作成を行った。
【2020 年度活動計画】
≪助成事業関連≫
①フォーカシング普及・活動助成事業の規程に基づき、次年度開催の研修会のための
活動助成事業を行う。
②フォーカシング普及・活動助成事業の規程に基づき、今年度開催の研修会のための
活動助成の追加募集を行い、活動助成事業を行う。
酒井グループリーダーより、
①②の応募期間は 2021 年 1 月 31 日までであることに加え、
「今年はコロナで難しいかもしれないが、企画があれば応募をしてほしい」ということが伝
えられた。
③フォーカシング個人セッション、フォーカシング仲間募集のニュースレター原稿作成に
関わる活動を行う。
≪ワークショップ情報提供サービス関連≫
①ワークショップ情報掲載依頼の審査およびウェブページへのアップ作業、ニュースレタ
ーのワークショップ情報の原稿作成を行う。
河﨑グループリーダーから、Zoom のイベントなども掲載依頼があることが伝えられ、そ
の他にも Zoom などを活用した WS 等の情報も寄せてほしい旨伝えられる。

A-4-2.

国際交流グループ関連の議事

国際交流グループ（リーダー：久羽 康、榊原佐和子）（2020年11月8日）
資料に基づき、以下の報告がなされた。
【2019年度 活動報告】
１． 国際会議・海外研修・海外講師によるワークショップ等の情報提供
The Focuser’s Focus国際交流コーナーで国際ワークショップの情報提供をおこなって
いる。2019年度は以下のイベント等について情報提供をおこなった（一部省略）。
• 第２回アジアフォーカシング国際会議（2019 年 11 月、上海）
• A Taste of TAE（2019 年 8 月～11 月、オンラインクラス）
• Advanced and Certification Weeklong（熟練者と認定のためのウィークロング）2019（当
時 2020 年 4 月～5 月にニューヨークで開催を予定）
• Second international Wholebody Focusing Retreat（当時 2020 年 7 月にバンクーバーで
開催を予定）
• Saying What We Mean（ジェンドリンの業績に関する学術的シンポジウム。当時 2020
年 10 月にシアトルで開催を予定）

２． The Focuser’s Focusへの記事投稿
• 春号：
「私のフォーカシング歴と香港・中国での発展」チーサン・チャン（天海道子訳）
「香港体験記」大澤美枝子
第 28 回フォーカシング国際会議 in メキシコ報告（土井晶子、李明）
• 夏号：
「私とフォーカシング：チリで、そして他の場所で体験したこと」セルジオ・ラ
ラ（久羽康訳）
• 秋号：
「なぜフォーカシングはうまく働くのか」
（ナダ・ルー制作のジェンドリンのビデ
オクリップの

翻訳）

• 冬号：第２回アジア・フォーカシング国際会議（上海）報告（アン・ワイザー・コーネ
ル、土井晶子、

土江正司、桜井多恵子）

３． 「シリーズ：世界のフォーカシング」原文の掲載（日本フォーカシング協会ホームペ
ージ）
【2020年度 活動予定・方針】
活動方針：海外のフォーカシングに関する動きを協会メンバーに紹介し、協会と世界のフ
ォーカシング・コミュニティとの接点を作る。以下の１・２の２項目を中心としつつ、近
年では３の活動にも取り組んでいる。４はTIFIとの連絡がうまくつかず、ここ数年止まっ

ている状況である。
１． 国際会議・海外研修等の情報提供
• 国際会議・ワークショップなどの情報発信。オンラインクラスに関しても積極的に情報
提供をするようにしているが、情報が出た時点で開催までそれほど日がないことも多
く、The Focuser’s Focus に載った時点では情報が古くなっているという課題がある。
２． The Focuser's Focusへの記事投稿・海外への情報発信
The Focuser’s Focusの国際交流グループコーナーでおこなっている、国際交流に関す
る記事の募集と掲載を、今後も継続する。例として以下のようなものを考えている。
• 国際会議・ワークショップ等に参加したメンバーに呼びかけ、体験記等を取りまとめて
ニュースレターへの記事投稿を促す。
• 日本での取り組み等の海外への発信。
• 世界のフォーカシングについて、海外フォーカサーにお願いできる場合は紹介原稿の
執筆をお願いする（「シリーズ：世界のフォーカシング」）。
• ジェンドリンや世界のフォーカシング・コミュニティと日本のフォーカシング界との
交流にまつわるエピソードについて、話題提供者がある場合には原稿の執筆をお願い
する（「ユージン・ジェンドリン＆フォーカシング＆日本」）
• YouTube のジェンドリンのビデオクリップ（ナダ・ルー制作）の翻訳文の掲載
３． YouTube動画の字幕作成
• ナダ・ルー制作のジェンドリンのビデオクリップに日本語字幕をつける作業は継続を
していけたらと考えている（4 月に「Why Focusing Works」）の字幕がアップロードさ
れた）。ただ、YouTube の字幕機能に変更があったようで、今後、これまでと同じよ
うな形で作業を行うことができるかどうかが不明。
４． TIFIとの連絡
• 現在、ジェンドリンの論文のボランティア翻訳原稿でアップロードがなされていない
ものが１本ある他、日本フォーカシング協会サーバーにある FOLIO 翻訳文の TIFI 日
本語サイトへの移行もストップしたままになっており、TIFI のウェブサイト管理者に
はメールで連絡をとっても返信が来ない状況。折を見てメールを送ることを続けてい
く。
意見）TIFI との連絡が止まっているということだが、電話での連絡はどうか。
久羽グループリーダー）ハードル高いですが、検討します。

A-4-3.

ニュースレター編集グループ関連の議事

資料に基づき、以下の報告がなされた。
○ ニュースレター編集グループ
【2019 年度 活動報告】
・・・①企画 ②業務分担と計画 ③発行作業軽減活動
④長期計画 ⑤連携の見直し・調整
方針：フォーカシングの正確で充実した情報を読みやすいニュースレターとして発行を続
ける。
① 企 画
・新企画はなし
② 業務分担と計画
▼分担方針
・投稿のお誘いを行う(グループ全員)。
・グループリーダー２名の内、１名は編集長、１名は運営担当を担う。
・編集長は、各号の呼びかけと発行の取りまとめと発行責任
・副編集長は、各号の実質責任者として制作プロセスを取りまとめ、コロニー印刷への
入稿
・運営担当は、年間計画の作成、振り返り、人事、Dropbox 内の整備
・年間を通して、原稿窓口（者）を決める。国際交流グループと教育研修グループは毎
号。
書評、ＪＣＦＡ、ミニミニ実践報告（2019 年総会時 GMT にて終了を報告）
、リレー連
載（研究者の数珠つなぎ）等の各企画は、窓口が原稿を集める（具体的に原稿を依頼
し受け取る）が、グループ全員で協力（提案・リクエストなど）する。
・編集人材の育成＝割付経験者を増やし、将来の副編集長、編集長候補者を増やす。
・Web 担当はグループメンバーの連絡先一覧及びメーリングリストの管理
▼役割担当
グループリーダー 編集長：片山睦枝

運営担当：野村昌世

副編集長 春号：白土准子、夏秋号：野村昌世、冬号：野村喜三枝
原稿窓口 国際交流コーナー：古本眞里子、教育研修グループ：後藤春美、
事務局コーナー・集い：副編集長、自由投稿、数珠つなぎ：編集長、
ＪＣＦＡ：笹田晃子、書評：宮川睦子（夏号まで）堀尾直美（秋号から）
、ミニミニ実
践報告：白土准子（夏号まで）
、
割付担当 春号: 長嶋宏美、夏号：田邊裕、秋号：宮田周平、冬号：泉屋昌平
校正担当 笹田晃子、鳴海明敏、勅使河原真弓
表紙デザイン：久羽康
Web 担当：野村喜三枝、野村昌世
③ 発行作業軽減活動
・Dropbox 内の随時メンテナンスと活用促進

・ページ数を最大３２ページ程度に抑える
・利用していたメーリスのサービス停止に伴い引越しをした
④ 長期計画
・人材確保と育成
⑤ 連携の見直し・調整
・協会 Web サイトのニュースレターページ更新作業（事務局 Web 担当との連携）調
整
【2020 年度 活動計画】
・・・①企画 ②業務分担と計画 ③発行作業軽減活動 ④コロニ
ー印刷との連携調整 ⑤長期計画
方針：フォーカシングの正確で充実した情報を読みやすいニュースレターとして発行を続
ける。
⓵ 企 画
・新企画はなし
②業務分担と計画
▼分担方針
2019 年度と同じ
▼役割担当者
グループリーダー 編集長：宮田周平

運営担当：野村昌世

副編集長 春号：野村昌世、夏号：野村喜三枝、秋号：泉屋昌平、冬号：未定
原稿窓口 国際交流コーナー：古本眞里子、教育研修グループ：中村匡男、
事務局コーナー・集い：副編集長、自由投稿、数珠つなぎ：編集長、
ＪＣＦＡ：笹田晃子、書評：堀尾直美
割付担当 春号: 泉屋昌平、夏号：上村英生、秋号：山下佳久、冬号：未定
校正担当 笹田晃子、鳴海明敏、勅使河原真弓、佐本珠美
表紙デザイン：久羽康
メーリングリスト：野村喜三枝、野村昌世
③発行作業軽減活動
・Dropbox 内の随時メンテナンスと活用促進
・ページ数を最大３２ページ程度に抑える
・各グループとの連携（入稿時・校正時）の見直し、調整
④ 長期計画
・人材確保と育成
⑤ 連携の見直し・調整
・コロニー印刷との編集作業日数見直しと調整（印刷所の都合により）

A-5.

運営委員・監事承認

A-5-1.

新監事の承認（監事：村上優子氏）

新監事 三木健朗氏が、前任者村上優子氏より推薦されたことが中村監事より報告され、
承認された（任期：2021 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日）

A-5-2.

新グループリーダーの選任（会長）

（一旦休会し、各グループ会議、のち総会を再開し報告）（後述 C-1）

A-6.

2020 年度予算（事務局長）

青木事務局長より、2020 年度予算について説明がなされた。
・集いの準備金が持ち越しとなったため、その分の支出がない。
・年度末での運営委員会は次期会長を四役以外の運営委員で検討する必要があり、対面
での実施を予定しているため、事務局運営費については例年通りの予算を立ててい
る。
以上の説明に引き続き審議がなされ、承認が得られた。

A-7.

その他

内田会長より、その他の審議事項の有無について確認されたが特になかった。

＜ B.

報告事項

＞

B-1. 2021 年度年次大会について（会長）
内田会長より、2021 年度年次大会の準備委員長である上村氏が紹介され、上村氏によ
り、日時：２０２１年６月２６日（土）、２７日（日）、場所：社会福祉総合センター（札幌
市）ということで報告があった。新型コロナウィルス感染症拡大の懸念もあることを考えて
対面での実施だけでなく、一部オンラインも含めた形でのハイブリッド方式での実施も検
討していることが報告された。また、2 月の NL でお知らせがなされる予定。

B-2. その他
内田会長よりその他の報告事項の有無が確認されたが、特になかった。

＜C.グループミーティング後の審議・報告＞
C-1.

新グループリーダーの選任（会長）
役

名

氏

名

就任

満了

任

改

時期

時期

期

選

会長

内田 利広

2019.4

2022.3

3年

副会長

森川 友子

2019.4

2022.3

3年

事務局長

青木 剛

2019.4

2022.3

事務局次長

松尾 秀寿

2019.8

2022.3

ウェブサイト管理者

小田 大輔

2019.4

2022.3

ウェブサイト管理者

山崎 暁

2019.4

2022.3

監事

中村 匡男

2020.4

2022.3

2年

監事

三木健朗

2021.4

2023.3

2年

ニュースレター編集グループリーダー

宮田 周平

2020.4

2022.3

2年

ニュースレター編集グループリーダー

泉屋 昌平

2021.4

2023.3

2年

国際交流グループリーダー

榊原 佐和子

2020.4

2022.3

2年

国際交流グループリーダー

久羽 康

2021.4

2023.3

2年

教育研修グループリーダー

河﨑 俊博

2020.4

2022.3

2年

教育研修グループリーダー

越川 陽介

2021.4

2023.3

2年

＊

＊

＊

＊

酒井教育研修グループリーダーより、後任についてはまだ了承が得られていないが、候補
者があるので、承諾が得られ次第報告したいということが提案され、了解された。
教育研修グループリーダーに関しては、事前にグループ別ミーティングにて候補者の氏
名を挙げて確認がなされ、グループ内では承認されていた。総会後、酒井教育研修グループ
リーダーが越川氏から承諾を得て、運営委員会でメール審議を経て承認されたことより、
2021 年 4 月から 2 年間越川氏が教育研修グループリーダーに就くこととなり、教育研修グ
ループ内でも情報共有がなされた。
国際交流グループは、久羽氏が引き続き 2 年継続されることとなった。
ニュースレター編集グループは、野村昌代氏に替わり、泉屋昌平氏が担当されることにつ
いて内諾が得られたということであり、泉谷氏より挨拶があった。

C-2. グループミーティング報告
C-2-1. 教育研修グループ
酒井グループリーダーより、NL 校正に関して、春号にまとめてチェックがあるため、グ
ループリーダーと執筆者の両方でチェックをしたいこと、ただし、新たな情報を入れるので
はなく、あくまで提出した原稿と間違っていないかという点についてのみの修正とするこ
とを執筆者にも伝え、もし新たな情報に修正する場合は夏号以降にすることを厳守するよ
うにすることとなったことが報告された。
また、グループリーダーを有償ボランティアという形とし、参加が必須とされている年次
大会の参加や交通費などの補助がなされるようにすると、グループリーダーの役割を引き
受けていただきやすいのではないかという提案があった。
河﨑グループリーダーからは、WS 情報掲載の申し込みフォームを再検討することが報告
された。加えて、TR 資格などの確認についての方法が、確認された。TIFI 主催の WS 情報
の掲載申し込みがあった点についても報告され、国際交流グループの方が掲載される場所
としては適切ではないかということで、国際交流グループと引き続き相談することとなっ
た。

C-2-２. 国際交流グループ
榊原グループリーダーより、活動がわかりづらかったり、英語ができないと入りづらいと
思われているのではないかということで、月例会を開く予定ということが報告された。国際
的な研修に出ることや通訳などに協会から補助があればという意見があったことも情報共
有され、検討してもらえるとありがたいとのことだった。

C-2-3. 国際交流グループ
宮田グループリーダーより、ニュースレターの形式について、PDF とオンラインで公開
してはどうかということや、即時発行できる利点などが話し合われたが、長年会員でオンラ
インにアクセスできない方もいらっしゃり紙媒体の方がいいという方もいらっしゃるだろ
うという意見があったことが報告された。事務局を依頼しているコロニーでニュースレタ
ーの発行や封入がなされていること、原稿を各所から得てニュースレターグループで編集
していることなど、ニュースレターグループだけで検討できることではないこともあり、一
度現状のニュースレターに関する問題提起をニュースレターであげて、ご意見をいただい
てから検討してみてもいいのではないかということが話し合われたとのこと。

C-3. その他
内田会長より、2022 年度の集いの開催地が決まっていないため、自薦他薦を問わず、候
補地に関してお知らせしてほしい旨が伝えられた。

