CFA ジャパンリジョン 2005 年クラブミーティング議事録
2005 年 1 月 8 日（土）13:00-16:00
品川プリンスホテル別館会議室
代議員出席クラブ（３０）
テレストライアルキャットクラブ，ネコガタリキャットクラブ，がん
ば神戸キャットクラブ，ジャパンノルウェージャンフォレストキャ
ットブリードクラブ，ジャパンアカデミックキャットソサエティー，
MC ジャパンキャットクラブ，キャットコミュニケーションプロセス，
エンシャンキャピタルキャットソサエティー，キャッツアイファン
シァーズ，東京キャットファンシァーズ，アブシンベルキャットク
ラブ，レックスオリエンタルキャットクラブ，ラッキーキャットクラ
ブ，オーサカフィロキャットソサエティー，ロイヤルオールブリ
ードキャットクラブ，トウキョウ A&A キャットクラブ，ペルシャン
フェリーズキャットクラブ，アメリカンショートヘアークラブジャ
パン，サンパシフィックキャットクラブ，エンチャンテッドキャット
ファンシァーズ，東京フィラインファンシァーズ，リバティーキャ
ットクラブ群馬，マウントフジ東京キャットクラブ，サンフラワー
キャットクラブ，ジャパンリバティーキャットクラブ，ジャパンシ
ェーデッドファンシァーズ，横浜ベイキャットファンシァーズ，ソ
マリキャットファミリー，フレンドリーインターナショナル，ヘブン
リーハピーキャットクラブ
委任状（１３）
サンキョウトキャットクラブ，エースキャットファンシァーズ，A-1
キャットアカデミー，マウントフジノーザンキャットクラブ，紀伊
キャットファンシァーズ，リバーサイドキャットクラブジャパン，
スマイルキャットクラブ，神戸ブルーウェーブキャットクラブ，ノ
ースランドキャットファンシァーズ，ベルチェブランキャットクラ
ブ，インフィニティーキャットファンシァーズ，ポカホンタスキャ
ットクラブ，キャメロットキャットキングダム
（オブザーバークラブ：ポートランドキャットクラブ）

のかわからない。前年度との比較が必要。■リジョン年
間事業収入は，基本事業としてキャットショー，アワード
で収入が発生。クラブ年会費，ショールールスタンダー
ドの売り上げも。■貯金を事業の引当金として配分して
みた。いくらが適当か，というのを話し合う必要がある。
■企業の協賛金がなくなった場合，現在の運営では，
毎年貯金を取り崩すことになる。■エクセルのスプレッ
ドシートに設定。これを用いて予算を作り，決算を行え
ば，毎年の収支が比較できる形になる。会計担当者が
変わっても同じようにできる。手順書を作りたい。
［守谷］会社の経理手順があるように，リジョンのエクセ
ルシートを手順ひな形として受け継ぐのがよい。
［一同］拍手。
［桜井］ショーが直前にできなくなるという事態がないと
も限らない。天災などが発生し，事前の支出だけ残って，
ショーがキャンセルになった場合。そのためにも資金は
必要だ。５００万円をうまく使う配分を考えた。
［新本］決算時期については。
［新井］リジョナルアワード前までで切ったらどうか。ア
ワードの際にミーティングで報告するのだから。
［小島］会計は独立させたらいい。ディレクタ任期と会計
は別にしては。
［守谷］アワードの準備は事前に行っており，お金が発
生している。ロゼットや楯も。
［新井］リジョン会計と，イベントの企画を別会計にすれ
ば，次のディレクタに移行してもトラブルにはならない。
［新本］事前経費をリジョンから，アワード会計に仮払い
して，会計をリジョンから切り離すのはどうか。
［黒川］以前会計をやった経験からすると，アワード担
当クラブから細かい報告を受けず，残高がない状態で
引き継ぎ，心細かった。リジョン会計から現在いくら出て
行っているのかがわかることが重要だ。
［田村あ］前任のディレクタが主催するからと言って，ア
ワードの収支を待って会計年度を設定したのでは，８月，
９月まで決算がずれ込んで報告が翌年になってしまう。
［新本］ディレクタ任期と同調させる。リジョンからアワー
ドの仮払金をたとえば２００万円，アワード用の口座に
入れてそこからやりくりして，最終報告をすればよい。
［小泉］これからは毎年同じ会計の期間にしたい。
［田村］リジョンから，アワードの仮払金を別会計口座に
もらうのがよい。それなら，アワード会計が年度をまた
いでも混乱しない。
［新本］ディレクタの考えをもとに，７月から翌年６月，個
別事業は別会計にということでどうか。桜井さんにフォ
ーマットを作ってもらい，リジョンの仮払い支出がわかる
状態で，決算をしてもらう。
［一同］拍手。
【ペットレスキュー予算】
［新本］一昨年の１０万円の支出は，これはソマリ遺棄

【議長選出】

［小泉］議事進行を新本洋士さんにお願いしたい。
［新本］この会議は，７月のゼネラルミーティングとは異
なって，クラブ代表者だけのクローズドな会議なので，
議事録はクラブ以外には公表しない。
【これからの事業計画】
［小泉］■５月：ヒルズ大学セミナー 北海道■７月９日
（土）リジョナルアワード 横浜ロイヤルパーク（東京の
会場をあたったが，高い）■８月：ヒルズ大学セミナー
東京■１０月：リジョナルショー（クォリファイショーはなく
なる見込み）■2006年１月 リジョナルショー（２dayショ
ー） また大きなショーを開催したい（浜松町館５階）■
各ブリードの（全部ではないが）CDがある。旧ジャッジ
ズスクールで使われたパワーポイントファイル。これの
翻訳をしてはどうか。
【リジョン会計と予算】（パワーポイント資料）
［桜井順子］■リジョン運営には明確な目標が必要。リ
ジョンの資金はうまく活用されているかどうかが，よくわ
からない。過去３期分の決算報告を並べてみた。項目
がまちまちであった。■ボランティアレスキューの支出
のある年がある。■サーチャージの額が変動している。
会計年度の切り方の問題か。■ディレクタ経費もディレ
クタによってまちまちのようだ。小泉ディレクタは年間25
万円で足りるのか。■お金は増えているが，これでいい
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でになんとかできるといいかもしれない。
［黒川］売ってもいいのか。著作権はCFA本部にある。
［小泉］本部に確かめてみる。
［桜井（夫）］CFAの啓蒙活動のために実費配布できる
なら，本部は認めるだろう。
［室伏］この件は大賛成だが，CFAジャパンリジョンとし
ての啓蒙普及活動計画の中でやってもらうとより効果
的ではないか。個別に決めていくと，重複したり不足し
たりが起こる。プロジェクトチームの設置を提案したい
が，体系的にまとめていくのがよい。
［新本］CDについてはディレクタに人選等をまかせて，
半年くらいの間にやってみる，ということで。
［一同］拍手。
【休憩】
【クラブ提案事項】
【出陳者間のトラブル】
［島田み］トラブル，いじめ。家までいやみを言いに来る
出陳者がいて困る，と聞く。悪口を言われたり。
［小泉］○さんが●さんにやられた，というのがわかれ
ば，言ってきてくれば話を聞く。相談の秘密は守る。
［島田ゆ］実際に相談を受けたことがある。そんな猫は
保健所にやってしまえ，などと。故意に嘘を言う人もい
る。事実関係をしっかり調べて解決してほしい。
［秋山］ディレクタはジャッジなので，敷居が高いという
面も。ジャッジに対する悪口もずいぶんある。
［新本］クラブを通じてでもディレクタに相談して欲しい。
【クラブリスト修正について】
［田村あ］次回の改訂で修正する。
［新本］クラブ連絡先，代表者など，変わった場合には
ディレクタに連絡を。
【出陳者へのショールールの周知】
［新本］ショールールを知らな出陳者という議題。
［守谷］出陳者の責任の部分については読んでおいて
欲しい。
［新井］出陳料を前もって払い込む人は少ない。ショー
ルールでは前もって払うとなっている。出陳料は振り込
むのがいい。最低限のマナーを１枚で配布しては。
［守谷］前回のミーティングでそういうのを作ってカタロ
グに載せようということになったのではなかったか。
［小島た］ベテランや，初心者とは言えない出陳者にも
ショールールを知っていて破っている例がある。４ヶ月
未満と思われる子猫をショー会場に連れてきているの
を見たことがある。クラブで教育するなどしてほしい。
［小泉］リジョンサイトに出陳の仕方は載っているが。エ
ントリーをしたらすぐお金を払いましょうとか。
［新井］締め切りすぎてからキャンセルする例もある。
［小泉］締め切り後もエントリーを受け付けているのだか
ら，キャンセルもOKでないとフェアではない。
［田村あ］エントリーをほんとうに締め切るまでは，エント
リーもキャンセルも両方受け付けるべきだ。
［新井］１日エントリーは１万円だが２日だと１万９千円
の場合が多いが，当日になって２日出陳に変更の場合
はもう１万円もらっている。１日出陳料を２回払うように
要求したら拒んだ出陳者がいて困った。
［田村］以前は１日出陳の猫には出さない日はＡＡＡＡと

事件対応でARKへのもの。
［小泉］年間いくらか決めて寄付していくのがいいと思う。
別会計にして，随時，寄付も集めていくといい。
［新井］大きな災害があったら役員支出を都度検討。リ
ジョンへの寄付とリジョンからの支出を報告する。
［小泉］新潟中越地震にも対応した。スマトラ沖地震の
津波被害は大きすぎてリジョンでは対応できない。リジ
ョンでは国内でのペットレスキュー活動に使いたい。
［菰田］ショー会場での募金行為では，領収証を。
［新本］ペットレスキューの会計を立てて，募金も随時受
け付ける，突発的な災害についてはディレクタ判断で。
［一同］拍手。
【適正な貯蓄額】
［小泉］５０４万円，６月時点で，その後数十万円増えて
いるので，もう少しある。
［田村］儲けようと利益を目的にしてイベントをやってい
るわけではない，自然体で，増えても減ってもいいよう
に思う。スポンサーがいつまで貢献してくれるか。
［新井］事業計画に沿った適正な額を考えてはどうか。
［桜井］お金が残れば，勉強会を今までやってない場所
でやってみよう，今までやったことのないCFAの広報の
ための事業をやってみよう，ということになる。
［桜井（夫）］お金の割り振り，年間予算での割り振りを
考えて，キープしておけばいい。貯めるではだめだ。
［小泉］１千万円貯めても仕方ない。必要額を置いて，
余剰金で新しい事業展開ができる。最低ライン，５００
万円は置いておこう，というのでは。
［一同］拍手。
【ディレクタ経費】
［小泉］年間２５万円で十分である。通訳の方にお世話
になっているが，ボランティア精神のある方で，ほんの
気持ちでいいです，ということで安くお願いしている。
【２００５年１０月のリジョナルショー】
［新本］昨年７月の１day６リングショーは好評だった。
［小泉］設営と撤収があって，翌日アワードだったのでき
つかったが，好評であった。１０月も可能なら１dayに。
［新井］PIOの２階では６リング立てるのは難しい。
［小泉］バックトゥーバックのショーになることもありうる。
［新本］会場の確保しだい，ということで，ディレクタあず
かりに。（注：現在確保している会場は浜松町館の２階
なので，６リング立てるのはやはり難しい。）
【CD（猫別パワーポイント解説ファイル）の件】
［新本］メインクーンのところは翻訳してみた。それほど
ボリュームはない。しかし全部やるのはたいへんだ。
［小泉］全猫種がるわけではないが，７割方ある。
［新井］最初から全部じゃなく，主だったところからはじ
めてみれば。今年はここまで，と。
［新本］翻訳は難しくないが，ブリードごとの特徴がある
ので，そのブリードの方にやってもらうのがよい。
［四俣］人材も多いので，ブリードごとにやったらいい。
自分たちの勉強のため，ということもある。
［佐藤］ある程度まとまった調子にするのがいいかもし
れない。まとめる人が必要。人によって表現が違う。
［小泉］スタンダードとセットで頒布してもよい。ブリード
ごとでも，ロングとショートにまとめても。次のアワードま
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っしょにいれば，コミュニケーションがはかれる。
［田村］番号順に並べたことがあるが，不評だった。
［新本］アンバサダープログラムは，桜井勝英さん，新
本美智枝がディレクタから指名されて，クォリファイショ
ーの時に，見学者をまとめてショーの説明をした。アン
バサダープログラムのガイドブックを現在翻訳中。もう
すぐ配布できる。アンバサダープログラムは見学者対
応。このほかにメンタープログラムがある。先輩出陳者
が新人出陳者の専属の先生になるもの。
［小泉］アジリティーをCFAでは考えている。一般を呼び
込むため。イエネコならCFAに認定されてなくてもいい。
［田村あ］階段を上ったり，トンネルをくぐったりを教えて，
それをショー会場で披露する。
［小泉］猫種の小冊子の日本語版も作りたい。
［四俣］CDを翻訳する際に，いっしょにやるとよい。
［佐藤や］CDをリジョンから売り出すなど，できないか。
きれいな猫の写真が欲しい人もいる。
［新本］リジョンサイトに提供されている猫の写真は，商
業的に転用することはできないだろう。
［佐藤や］リジョンサイトでキャットショーの流れを見せる
ようにするとよい。
［島田み］冊子にブリーダーの紹介をするとよい。
［小泉］ベテランクラスを大阪フィロでやったが…
［今井］素晴らしかった。年配になっても生き生きしてい
る猫が７頭出て，日曜だけ２リング審査された。中高年
なのに素晴らしい猫で，ジャッジ二人が悩んでいた。
［新本］ディレクタの仕事が増えて申し訳ないが，ディレ
クタに人選をまかせて，プロジェクトチームを立ち上げ
るということでどうか。現在進行のものも含めて。
［一同］拍手。
【法人格】
［小泉］ジャパンリジョンは税制上は［人格なき団体］扱
いである。固定された事務所があるのがよが。
［小島（夫）］プロジェクトチームで議論してはどうか。
［新井］ディレクタが変わった場合も継続するということ
で…。リジョンに固定した部分を作っておけばよい。
［小泉］。固定したスタッフを確保するのは難しい。法人
化するには，CFAジャパンリジョンは予算規模がまだま
だ小さい。人格なき団体で十分かもしれない。
［今井］継続性を持ったリジョン運営を積んでいってから
法人化を考えたらどうか。
［小泉］この件は今回も保留としてまた議論したい。

印刷されていたが，現在はできない。
［四俣］アブセントの徹底が一番いい。アブセントだった
のが出陳するという連絡は，マスタークラークからリン
グクラークへ指示が合った場合だけ有効とするべきだ。
［岡田］TICAでは出さない日はカタログのアワードを書く
線がない。
［新本］色々な出陳者がいるということで，マナーについ
ては，主催クラブが厳しくやっていただきたい。
【啓蒙普及プロジェクトの提案】
［室伏］夢のような話をしたい。日本とアメリカのキャット
ショー出陳者についてアンケートを取って調べてみた。
人と動物の関係学会で２回報告をしている。第８リジョ
ンは特殊。１〜７リジョンはセントラルオフィスのリソース
をそのまま利用できるが，英語の問題，法律，習慣の
問題がある。ジャパンリジョンが中心になってやっていく
必要がある。日本では血統猫に対する認識が低い。広
報活動，猫種の紹介をジャパンリジョンとしてこれまで
あまり行ってない。体系的にひとつひとつ継続的にやっ
ていく必要がある。リジョンホームページは充実してき
ているが，はじめて見た人への案内にはまだなってい
ない。出版物もＣＦＡジャパンとしては，一時アワード猫
の写真集があったが，その後はない。ＣＦＡ本部の出し
ている各ブリードの冊子の日本語版も必要。ディレクタ
の下に普及啓蒙活動のためのプロジェクトチームを作
り，どういったことが必要か一時計画を策定し，実施，
検証して，各クラブとのタイアップをしてはどうか。以前
は猫集めをそれほどしなくても150くらい集まった。今は
熱心に集めないと100くらいしか集まらない。どういう順
番で，目的にしたがって計画を立てて，修正しながらア
クションを起こしていけたら。ジャッジやベテランの方は，
もはやあまりブリードしていない。ブリードキャットを支え
ている方は，はじめてから10年くらいまでの方。その層
を増やして，新しく参加する人を増やしていくのがよい。
プロジェクトのようなもので目玉を作っていく。具体的に
何を優先してやっていくか，インターネットを使って検討
できる。一度に何もかもはできない。Catsなどの猫雑誌
にCFAジャパンのページもあるといい。TICAの猫は雑
誌や猫のカタログによく紹介される。
昨年，東京と神戸で出陳者にアンケートを行った。年
間繁殖腹数を見ると，３〜４腹までが多い。飼育年数と
ショーへの参加は右肩上がりに相関がある。左下ゼロ
付近のところを増やしていくことが必要。ショーに出陳
する頭数を調べると，１頭が多い。米国ではキツン，チ
ャンピオンシップ，プレミアシップと３頭セットで出す人も
多い。ショー参加の目的は，タイトルを取る，アワードを
狙う。お友達と会ういいチャンス，ということで参加する
人も多い。グランドを取りたいという人が多い。グランド
を取る人は継続的に出陳するだろう。米国では初心者
に説明する資格が与えられている人がいる。小さなリボ
ンのようなものがあって，その人がわかる。
［小泉］バッジがある（アンバサダープログラム）。アメリ
カではエキシビターを同じブリードごとにまとめているこ
とがある。同じブリードの人は中が悪い場合もあるが。
［新井］インターナショナルなどでは，ブリードの垂れ幕
があって，その下にその猫種の人たちがいる。３日もい

［記録，編集，新本洋士］

リジョンからのお願い
１． 事前のショーフライヤー，ショー終了後のショーカ
タログのディレクタへの送付をお願いします。
２． ショー結果の報告をしてください。
（ショーセクレタリーあるいはマスタークラーク）
■ ファイナルシート，アンオフィシャルカウント
→室伏 fax 055-973-7887
■HHP エントリーのカタログ掲載部分と HHP ファイ
ナルシート →濱保 tel/fax 03-5477-6262
３． クラブ名簿の間違い，変更はディレクタに連絡を。
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