CFA ジャパンリジョン 2003 年ゼネラルミーティング議事録
2003 年７月 27 日（日）13:00-14:50
大阪全日空ホテル ４Ｆ 高砂の間

ス・オリバー）さんは憤りを感じられたことと思います。二度と
このような事のないように，リジョンもエキジビター，ブリーダ
ーの方も助け合って。
多くの出陳者の皆さまからご要望がありましたブリードカウ
ンシル申請書の翻訳を行うとともに，アルマナックの購読およ
びイヤーブックの購入申し込みについては窓口を設けました。
ショー会場で配ってきました。必要な方は私のところに言って
いただければありますので。新本さん，ジャパンリジョンのホ
ームページにも掲載してください（本年度のブリードカウンシ
ル申請は８月末締め切りです）。
リジョンホームページのブリーダーリンクを１件 3000 円。
（年間）で受け付けています。もし掲載されてないなどありまし
たらご連絡下さい。リジョンサイトがよく動いてきました。
このほか，クォリファイショーでは関西のみなさんにたいへ
んお世話になりました。１年間楽しく過ごすことができました。
［新本］ご質問，ご意見ありますでしょうか。なければ承認とさ
せていただきます。
［阿部博子］会計報告をさせていただきます。お手元の資料
の通りです。一部ミスプリントがありましたので訂正させてい
ただきます。ウェブサイトのリンクのお金は，前のサイト委託
先の MOA 入金分は入っていません。［中略］４月時点で４百
万円余の残があります。あと，昨年のアワードの会計報告な
どもあります。
［新本］後ほど，残金の使い道についての議題がありますの
で，その時にまた。
［小泉］ディレクタの持ち出し分が多いのではないかとの指摘
もありますので，昨年度は自腹で払っていた分などをちゃんと
計上したいと考えています。
［守谷］レシートちゃんとお切りになって，経費をちゃんと請求
して下さい。
［小泉］本質的にはリジョン運営はボランティアで，日当払うと
いうことはないんですが，全部がボランティア，ということで私
の任期の間はやっていきたいです。手伝ってくれた方に電車
賃も払ってないですけれど，これからも楽しく，よろしくお願い
いたします。

代議員出席クラブ（２２）
ジャパンリバティーキャットクラブ，アブシンベルキャットクラブ，
ヨコハマベイキャットファンシァーズ，ガンバ神戸キャットクラブ，
サンフラワーキャットクラブ，猫語りキャットクラブ，大阪フィロ
キャットソサエティー，リバティーキャットクラブ群馬，エンシャ
ンキャピタルキャットソサエティー，ホンキートンクキャットクラ
ブ，ジャパンシルバーアンドゴールデンキャットファンシァーズ，
マウントフジノーザンキャットクラブ，ロイヤルオールブリード
キャットクラブ，ジャパンアイチキャットファンシァーズ，A-1 キ
ャットアカデミー，アメリカンショートヘアークラブジャパン，神
戸ブルーウェーブキャットクラブ，テレストライアルキャットクラ
ブ，エースキャットファンシァーズ，トイキャットクラブ，キャメロ
ットキャットキングダム，ヘブンリーハッピーキャットクラブ
委任状（５）
ラッキーキャットクラブ，東京フィラインファンシァーズ，サクラ
キャットクラブ，ソマリキャットファミリー，ジャパンキャットファ
ンシァーズ
一般参加（１３）
【議長選出】
［小泉］みなさんこんにちは。2003 年ゼネラルミーティングを大
阪で開催します。私は執行部として報告事項をたくさん話さな
くてはならないので，議長を新本（洋）さんにお願いしたいんで
すが，いかがでしょうか。
［拍手で承認］
［新本］今回のゼネラルミーティング参加クラブ数は報告の通
りです（上記参照）。それではまず，ボードミーティングからの
報告をお願いします。
【ボードミーティング報告】
［小泉］お手元の資料にありますように，次の方々の昇格が
承認されました。トレイニー承認 田村朱紀さん SH（セカンド
スペシャリティー），アプレンティスへの昇格，上田阿由美さん
SH（セカンドスペシャリティー） 佐田美子さん SH（セカンドス
ペシャリティー），アプルーブドへの昇格 菰田尚子さん SH
（ファーストスペシャリティー），アプルーバルペンディングオー
ルブリードへの昇格 永山和歌子さんです。ジャパンリジョン
も他のリジョンもジャッジが十分とは言えません。一昨日，昨
日と大阪で初めてのジャッジングスクールが開催されました。
たくさんの方々がジャッジに挑戦して欲しいと期待していま
す。
残念なことなんですが，昨年 12 月末をもちましてナゴヤオ
ールブリードキャットクラブは CFA から脱退されました。
各クラブの方には，クラブのリストをお配りしています。クラ
ブ名が変更になったクラブ，セクレタリーが変更になったクラ
ブがございますのでご確認下さい。

【2003-2004 年度事業予定（終了分も含む）】
［小泉］５月 31 日〜６月１日に大田区産業プラザ（東京）にお
いてリジョナルショーを開催いたしました。皆さまのご協力，あ
りがとうございました。
８月９〜1０日に勉強会があります。 Hill s & CFA 猫ちゃん
大学セミナー（青山ケンネルカレッジ東山校）９日
10:30-12:00 Hill s セミナー 13:00-17:00 ショーグルーミング，
１０日 10:00-17:00 クラーキングスクールがあります。お手
元の青い紙の案内です。
そして今回のジャパンアワード，関西地区のみなさん木本さ
んはじめありがとうございました。
リジョン主催ではないんですが，アクト３で 50 人の方々が集
まってジャッジングスクールが開催されました。ひとりでも多く
のジャッジが育ってくれることを期待しています。
来年，2004 年１月 17-18 日 東京都産業貿易センター浜松
町館（東京都港区）で，2days ショー ８人の外国人ジャッジ，

【2002-2003 年度事業報告】
［小泉］昨年，みなさんご存じのソマリ遺棄事件というのがあり
ました。日本愛猫協会，各クラブ，エキジビターのみなさん，
ジャパンリジョンが協力して，特に関西地区の方々にお世話
になりました。ARK（アニマルレフュージ関西，代表：エリザベ
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う人たちとの間の溝はシビアな問題で，ソマリ遺棄事件のよう
なことがおこり，私たちも批判される面というのを彼らから見
れば持っているわけです。血統管理をする，美しいものを作り
出す，という誇りを持って，そういうことをショーの取材のなか
に入れていかないと。
［守谷］メディアに CFA のアピールをするようなことを考えてい
かないと。
［阿部勇］リボンとロゼットの説明，というのをきっちり入れても
らいたい。
［佐藤］アメショーでも色々な色があることを一般の方は知ら
ない。一同にアメショーのカラーを見せられるような展示をす
るのも。
［今井］NHK からの番組で，珍しい猫を取材したいと言われ，
希少種ばかり希望されました。
［阿部博子］珍しいだとか芸ができるだとか。
［山本］広告関係の仕事をしているんですが，メディアの CFA
を紹介する方法として，パブリシティーとして色々あります。
色々な資料を作って配るなど，方法があると思います。
［山下］新聞記事として取材したいという問い合わせも経験し
ています。
［小泉］メディア対応は関西は蟹瀬さん，関東は櫻井勝英さん。
よろしくお願いします。
◇
［小泉］ジャッジングスクールのために，ビデオプロジェクター，
スクリーン，ソフトウェア等をリジョンで購入しました。先に購
入したノートパソコンとともに，リジョンの資産として勉強会等
で使用していきたいと考えています。
［今井］プロジェクターもう一台あるといいですね。
［小泉］ジャッジングスクールの資料を翻訳して，ブリードカウ
ンシルの資料を CD にして，リジョンのジャッジングスクールや
ワークショップ，勉強会で使えるといいなと思っています。ぜ
ひ，それぞれのブリードカウンシルのメンバーの方にはお願
いしたいです。CD にしたものをちょこちょこ直したり。ディレク
タから指名されていただくかもしれませんので，ご協力下さ
い。
［今井］昨日のジャッジングスクール資料でも古いものが混じ
っていたりして，更新するのがたいへんですが，いいものがで
きることを期待しています。
［新本］今年度の事業予定についてご承認いただけますでし
ょうか［拍手］。

アメリカから６人，オーストラリアから２人のジャッジをお招きし
て開催いたします。また写真家としてラリー・ジョンソンさんが
猫ちゃんの写真撮影をします。
CATS! SHOW NEW YORK というのが 2003 年 10 月 11-12
日，ニューヨークマジソンスクエアーガーデンにおいて開催さ
れます。ぜひ行っていただいて，CFA 本部が考えるメディアシ
ョーというのに参加してください。
2004 年のアニュアルはフロリダで開催されます。日本リジョ
ンに対してペグさんから寄付の依頼があります。朝ご飯を提
供してくれないかと。2000 ドルと言われたんですが，まだ確約
はしていません。みなさんとご相談して，会計とも相談して，
2000 ドルを寄付したらどうかと思います。ジャパンホスピタリ
ティーをほんとはやりたいんですが，それだと 8000 ドルとかか
かってしまいますので，ちょっと難しいかもしれません。という
よりホスピタリティーのスポンサーはもう満員で，日程があい
てないので断られたのではありますが。
［佐藤］他のリジョンはどうなんですか。
［小泉］他のリジョンはお金持ちのところもあってロゼットを提
供したりホスピタリティーを提供したり，なにもやらなかったり，
色々です。向こうのショーでは入場料を取りますから，一般見
学者から入場料収入を集めて財政的に潤っているところもあ
るようですが，日本ではなかなかそれができません。何千人，
１万人とか入場者があるとぽんと寄付したりできますしね。
［守谷］いつだったか日本から寄付したことがありましたね。
［小泉］1500 だったか 2000 だったかだと思います。でもホスピ
タリティーをやりたいですね。
［守谷］最低でも 5000 ドルは必要でしょうね。
［小泉］朝食提供はどこかのリジョンと相乗りかもしれません。
［佐藤］ディレクタにおまかせしましょう。［拍手］
［小泉］マスコミ対応ということなんですが，CFA 本部もメディ
アの力を使おうとしています。今回，蟹瀬さん，櫻井勝英さん，
益子さんでメディアに対応していただいています。キャットショ
ーの取材は…，ホンキートンクの時にけっこう長い時間，NHK
が取材してました。
血統猫の啓蒙といっても，マスコミっていうのは［おたくの猫
は何をするんですか］と言うんです。［癒し，やさしさ，子供に
痛みや死を教えるのにも役立つ］と言ってるんですが，なかな
かそれを形で見せるのが難しいです。犬は見せやすいんで，
メディア向けなんですが，何かアイデアないでしょうか。
［新本］動物をキャラクターにしたアニメや，ロングのチワワを
使った広告が話題になったりしてもいます。
［小泉］アメリカンショートヘアーも NTT のコマーシャルに使わ
れて爆発的な人気が出ました。
［蟹瀬］いくつかのメディアの方々と話したときに，キャットショ
ーを取材してもシステムがわからない，と言われるんです。青
いリボン，赤いリボン，わからにうちに大きいリボンがついて，
いつの間にか終わってしまった。メディアとしては，コンテスト
の結果が素人でもわかるようなものがあれば。また，素人に
わかりやすいファイナルの時が，ギャラリーが少ない。ショー
のおわりの勝者ばかりのファイナルになってしまっているので，
絵にならない。メディアに持ち込むなら，サクラが必要でしょう。
夕方までみんな残っているように。ある程度やらせで盛り上げ
て。
［今井］BBC でドッグショーを１時間くらいで放送してたんです
が，メディア側と犬の飼い主の側とで検討して番組をプロデュ
ースするというのが必要でしょう。
［小泉］メディア用のリングを作って。
［小林］どういう風に猫が審査されて勝ち残っていくか，という
のがわかることが必要では。
［今井］高いお金を出して品評会でわーわーきゃーきゃーいう
我々のようなのと，普通の猫，野良猫を含めて愛猫精神を言

【クラブ提案議題】
［新本］アメリカンショートへアークラブジャパンからの提案議
題の説明をお願いいたします。
［蟹瀬］今までに話し合われたことと同じような事になるんです
が，きちんとした決算報告書が出されていますけれど，お金
がこんなに残って，何に使っていくのか，というところです。目
標，目的を明確に。10 年後には CFA ジャパン会館を建てるん
だ，というような（笑）大きな目標，それと１年ごとの計画とそ
れを裏付ける予算案，それによって事業予定を評価できます。
予算に対してどうだったかという評価です。予算を作るのも，
報告書を作るのもたいへんだと思うんですが，そういう趣旨の
提案です。
［小泉］とてもいい意見だと思います。予算を組まなくちゃいけ
ません。今年ははじまってしまったので，来年は，やりましょう。
予算を作って，次にディレクタとなる方がその内容を引き受け
るかどうかはわかりませんが，たとえばブリードごとの日本語
版 CD を作るのにかかる経費を計上するなど。翻訳費用が結
構かかるでしょうがそれはメンバーの方々で安く上げてもらう
なりして，会議費用などを予算に入れていけたらと思います。
20 万だとか 30 万だとかかかるかもしれませんが。
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活発にさせるというのもうまくいってないようです。
［蟹瀬］このミーティングをオフィシャルなものにするには，きち
んと活動しているクラブを基準とするのがいいのでは。
◇
［新本］では次にマスタークラークについて，これも小林さん。
［小林］ジャッジを目指す方には，マスタークラークの経験が
必要です。その条件をクリアするために，必要な方にはマスタ
ークラークを優先的にさせてあげるようにできないでしょうか。
なかなかマスタークラークをさせてもらえないという声を聞き
ます。
［小泉］これは個々人の問題のようにも思われますが，しかし，
もし，困ったらディレクタに相談してくれれば，私がショー主催
クラブに話をしてみます。でも，まずは自分でクラブに積極的
にお願いして下さい。ご相談はいつでもお待ちしています。
［佐藤］ちょっと話はずれますが，マスタークラークにチャンピ
オン登録を頼むのは，いいのでしょうか。現金で３千円だとか
取っているようですが。サンデートランスファー分じゃない分も
なんですが。
［小泉］前にもこの話題が出たように思いますが，マスタークラ
ークが取り扱っているのではなくて，クラブが登録代行をして
いるので，クラブが領収書を出すようにしていただきたい。ク
ラブのセクレタリーと会計がきちんとするようにお願いします。
［佐藤］マスタークラークの資格を取るためにマスタークラーク
をさせてほしい，というお話に戻って，しかし，マスタークラー
クやクラークのライセンス持っている人がいっぱいいるにもか
かわらず，クラーク集めが難しかったりして，ライセンス取ると，
最低限しかやらなくなるようで，取ったらそれっきりの人が多
いですよ。
［今井］今はマスタークラークのライセンスは必要ないが，完
璧な仕事を３回やらなくてはならない。クラークリエゾンはちょ
っと今は席をはずしましたが守谷さんなので，困ったことはぜ
ひ守谷さんに相談して下さい。
◇
［新本］議題とは別のお願いですが，各クラブのショーセクレタ
リーの方は，ショー終了後すぐに，アンオフィシャルカウントと
チャンピオン，プレミアの成績を，リジョンサイトの成績掲載担
当の室伏さんにファックスしてください。送っていただければ
すぐに掲載されます。
［山下］ハウスの成績についても私のほうに早めにお願いしま
す。

［佐藤］１年に一度のミーティングでは間に合わないのでは。
［小泉］都度，メールやお手紙で連絡できるようにできればい
いかと思います。ぜひメールアドレスを各クラブはリジョンに
教えてください。アドレスは他に公開はしませんので。
［喜多］年度計画ですが，ショーが月の特定の時期にばかり
重なると，職種によっては参加しにくいこともあるので，その
調整はできないものでしょうか。
［佐藤］関西と関東で同日は認めるということだったんですが，
同日開催はなるべく避けてもらえるといいんですが。
［阿部勇］これはリジョン予算ではないですが，お金の話のつ
いでに，キャットショーの出陳料はもう少し安くならないもので
しょうか。
［小泉］５月のリジョンのショーはチャンピオンシップ 17000 でし
ましたが，少々安くしても出陳数はあまり増えず，値段ではな
いと言う意見もあります。
［蟹瀬］無茶な値段（安い値段で）でキャットショーをやってい
るクラブの者ですが，入場料を取って稼げるシステムにならな
いと，なかなかエキジビターの負担を減らすのは難しい。その
ためには，見学者に優しく対応してくれるエキジビターになっ
てもらわないといけない。１年や２年で変わるものではないで
すが，どうぞお客さん見ていってください，というようにならな
いと。
［小泉］アメリカではキャットショー会場で for sale の猫を買うと
いうことも一般的です。
［小島］どうも日本では猫をショー会場で売ることに出陳者が
抵抗があるみたいです。このあいだ横浜でやったショーでは
入場料を取りました。結果的には６頭の猫が売れたそうです。
その場で持ち帰った子もあったそうです。出陳料安くするとい
うことは他で，入場料などで稼げるようにするのはひとつの方
法だと思います。スポンサー見つけてきたり。
【その他】
［新本］ディレクタから寄付についての報告があります。
［小泉］リジョナルショーでコーヒーを販売したところ，たくさん
の人にのんでいただいてお金が残りました。それと，ショーの
期間中に亡くなった私の母が残していた少額を足して 500 ド
ルを CFA に寄付しました。トム・デントさんからウィン財団に寄
付しましたという領収書が来ました（拍手）。
◇
［新本］議事案作成後に送られてきたご意見について，小林さ
ん，お願いいたします。クラブ数について。
［小林］60 以上のクラブがリジョンにありますけれど，ここに出
席しているクラブや，ショーをしているクラブ，どれだけがちゃ
んと活動しているのか，クラブフィーだけ払っていて，顔を見
たこともない，ショーもしない，そういうクラブセクレタリーとい
うのはいかがなものか…ということなんです。
［小泉］これについては私からお答えします。お金だけ払って
活動しないクラブ，たしかに問題ですが，CFA 事務局としては，
そういうクラブをなくしてしまうよりは，お金を払ってくれるなら
そのままにという考えです。昔は３年に１回ショーをしないと廃
止，なんてことだったようですが，今はそういうのがなくて，年
会費をぎりぎりまでに払えば存続できるということです。アメリ
カでも活動しないクラブは廃止させよう，という提案が出ます
が，トム・デントさんはそれは収入が減るからと難色を示され
ます。活動してないクラブのセクレタリーに，あなたたちがクラ
ブ持っていても何にもならないので，やりたいという方にセク
レタリーを替わっていただいたら，と紹介した事もありましたが，
なかなか難しい問題です。
［新本美智枝］昨年アンケートが来てクラブの活動報告を出し
なさい，というのがありましたが。
［小泉］そういう試みがありましたが，なかなかそれで活動を

◇◇◇
［新本］これで用意した議題はすべて終了です。
［小泉］本日はありがとうございました。みんな仲良くをモット
ーに今年度のシーズンをやっていきましょう。皆さん，大事な
リジョンの方々ですので，ジャパンリジョンを仲良く盛り上げて
いきたいと思います。小さなトラブルが大きなトラブルにならな
いように解決していきたいと思います。ご協力をお願いいたし
ます。本日はどうもありがとうございました。
［拍手］
［記録，編集，新本洋士，新本美智枝］
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