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2020年のAPFは、タイのチェンマイにあるDuangtawan ホテルにて、2020年 2
月 17日より 20日までの４日間で行われた。 
が、主要国の代表者は、コロナウィルスの影響にて、参加することができず、役員及
び、APFからサポートを受けているリージョンのみと言う状態で行われた。当初は、
参加できないメンバーは不参加となる予定だったが、開催の数日前に「オンラインで
つなぐ」ということが発表され、役員たちの賢明の努力で、私たちも参加することが
できた。世界的にも、コロナの影響下で、最初のヴァーチャル会議の開催になったと
思われ、そのような厳しい条件のもとで会議は行われた。 
報告書としては、４日間のスケジュールと、話し合われたこと等や決定事項の報告を
記載していきます。 
実際には、この後、コロナの影響が世界的にパンデミックになっていくので、APF開
催時に決まったことは、大幅に延期等の変更が出ていくが、APF会議での決定した事
項を報告していく（加筆によって変更が決定したところなどは、注意書きを入れてい
く） 
 
参加リージョン 
※ バーチャル参加に関しては、入ったり入らなかったりなどもあったので、各日程の

朝昼には点呼をとっているので、英語の議事録で確認してください。 
※ 毎回の点呼は、必ず行われ、非常に重要。それは、各リージョンの代表として、参

加していると言う責任を持って、遅刻したりと言ういい加減なことをしないために
かなり厳しく行われる。 

 
29 の登録リージョンのうち （初日の点呼にて） 
会場で参加 バングラディシュ、バーレーン、ブータン、カンボジア、インド、モル
ジブ、ネパール、NERF（北インド）、北パキスタン、シンガポール、タイ、UAE 
 
バーチャル参加 ニュージーランド、オーストラリア、インドネシア、日本 
 
ワークグループ  
会場参加 女性 FD 
ヴァーチャル参加 PR 
役員等 
会場参加 チェア、書記、会計、マーチャンダイズ、ゾーン代表、PR、女性 FD、ウ
ェブ、NAWSから２名（Timと Jane） 
ヴァーチャル参加 APFニュースレター編集長 
※ 今回は、カンボジアが参加して、大きな歓迎を受けた。 



DAY１ 第 1 日目 月曜日 2 月 18 日 
 
・ 平安の祈り（毎回） 
・ 今日の今日だけを読み合わせ 
・ 十二の伝統と十二の概念の読み合わせ 
 
・ アイスブレイク 
・ 自己紹介と今の気分 
最初にタイからの動議で「ヴァーチャル参加のRD‘s も含めての議決や選挙をしてい
く」ということで承認され始まりました。 
・ 動議：タイ 支持：NERF コンセンサスが取れ承認 
・ ロールコール（最初はオブザーバーもコールした） 
・ 最初にこのような状況での開催についての注意点、休憩、会食などなどの説明が続

いた。 
・ そして、会議での写真や匿名性についての話がきっちりとなされた。 
 
報告 抜粋 
会計 
2015-2019までの会計報告で、資金管理等含めて予算が増加しているので、様々な
ことで予算調整が必要というはなしを具体的に提示 
・ 資金調達、管理費、イベントや役員の仕事量、マーチャンダイズなどの販売戦略な

ど。 
 
マーチャンダイズ（物販） 
メンバー不足と、予算によって今後を検討 
 
ウェブ 
APFの法人化に関しての成果報告等（現在2020/9 においてAPFはニュージーラン
ドにおいて国際慈善団体としての法人化が成立しています） 
・ 法人化、銀行業務、コンプライアンス等々の透明性の必要性、法人の役員選出、銀

行口座の問題、NZメンバーのアカウント、公認会計士の任命 
 
ニュースレター 
編集者の継続（Phyllis）の任命 
 
その他のコミティ報告は、「コミティ報告」（英語）を参照 



コミュニティレポートと課題 
 
司会：マーク（WEB）とシャロン（女性FD） 
課題：距離や意見の相違、社会的スティグマ 
・ タイ北部と南部で田舎と都会などの問題がありましたが、オンラインなどを使って

克服している最中、農村コミュニティの問題にも焦点を当てている。（タイ） 
・ インドでの孤立に関しての問題は、スカイプにて解決した。（インド） 
・ 私たちもテクノロジーによって、理解が少ない地域へのアプローチに成功した（カ

ンボジア） 
・ 農村地域が苦労しているが、サポートしながら改善のために意欲がある。そのサポ

ートのために予算をとって地方に行きます（北パキスタン） 
・ Tim(WB)「ローカルサービスツールボックス」を参照してもらうと役立つ情報が

得られると。 
・ これまでブータンでNAは機能してこなかった。対立、差別、宗教的な問題など

で社会的にも難しかったが、2019年に団結しサービス構造を見直し立て直しまし
た。（ブータン） 

・ ニューカマーとオールドタイマーのギャップをなくすために記念日を制定した（イ
ンド） 

・ Jane(NAWS)これは、どこでもNAを始めるときに共通する問題です。米国でも
社会的課題とスティグマに80年代に直面し、広報がこれらの克服に大きく貢献し
ました。プロセスであり時間はかかるが、成長を必ずしていくでしょう。 

・ Tim(WB) 平安の祈りを第３ステップの祈りに置き換えることで宗教的な問題を解
決したところもあります。 

 
課題：翻訳 
・ 私たちは二十四の言語を持っており、最大の問題です。英語を話せる人はほとんど

いません（インド） 
・ NAWSとの連携が必要（Australia） 
・ 専門的な理解をするのが困難（インド）適切な翻訳者がいない。 
・ 翻訳のための基本文献を翻訳することをお勧め（Australia） 
 
課題：地方のグリウープ参加に関する難しさ 
・ オンラインで克服しています。以前はASCにも参加していましたが、地方のメン

バーはそれをやめ、オンラインでの参加に切り替えてうまくいっています（ネパー
ル） 

・ 月に1回のエリア会議は、非常に困難（北パキスタン） 



・ 世界中でヴァーチャルミーティングが、地方や離れたコミュニティで利用されてい
るZOOMも利用を工夫すれば無料で使える（PR） 

・ APFは慈善団体のステータスを得たので、G-suite,Google ハングアウトを提供で
きます（書記） 

 
課題：女性のミーティングの欠如と女性サービスメンバー不足 
・ 主の課題は、女性の会場不足とH＆I 女性メンバー不足（UAE） 
・ Jane(NAWS) プランニングベーシックスで計画をしていけばこの問題を解決す

ることができます。 
・ Tim(WB)UAEは APFWFDと連絡を取り合ってよくなっていってる。 
・ 女性FDWGはオープンでいつでも話を聞ける状態です（WFD） 
・ イスラムの女性は多くの障害に直面しています（バーレーン） 
・ 私たちはそのためのWGがあり、プレゼンテーションを共有したい（Australia） 
・ 女性が女性のオンラインを開けることをお勧めします（インド） 
・ そのためのメンバーすらいない、そこが問題（WFD） 
 
課題：ミーティングと回復の雰囲気 
・ ミーティングの後のミーティングの重要性とニューカマーは財産じゃない。ミーテ

ィングの後のミーティングが大事なのは、悪く言えば「ミーティングの重要性」の
魅力の本質を欠いているからだということをもう一度考えたい（ブータン） 

・ ミーティングが増えたり減ったり、揉めたり古い人のコントロールやニューカマー
との意見の相違などなどありましたが、なんとか会場も増えてきました（モルジ
ブ）イスラムとNAの対立が起きています。意見の相違が１番の問題です。 

・ Tim(WB)モルジブには、伝統や回復の雰囲気に関するワークショップがあります
か？ 

・ ワークショップをようやく今開催しています。FDトリップで、しばらくの間成長
をしていったのですが、また止まっています。全体的に、そのようなことへのワー
クショップをする資源がありません（モルジブ） 

・ Tim(WB)モルジブのFDのためにNAWSかAPFを要求することができます。 
・ NAWSの PRページに「イスラムコミュニティ」というページがあるので参照し

て欲しいのと、毎月のPRWGコールに参加して、他のコミュニティのサポートを
受けてください（PR） 

・ Na.org で IDTがたくさんありますので、それを活用してください（タイ） 
・ エゴの衝突があり、グループがたくさんできた（モルジブ） 
・ 私たちもエゴの対立があります（NERF）主に古いメンバーと新しいメンバーのエ

ゴの衝突です。伝統１についてのWSを何度もやりました。やってくださいでは



なくて、多くの場所へ提供しました。伝統１のワークショップは役に立ちます。 
・ 私たちはシンガポールのメンバーを招いて、２日間のキャンプを行いました。これ

は非常に役に立ちました（インドネシア） 
 
お知らせ 
ウェルカムディナーの情報～朝のセッション終了 
ティムより、「第３ステップの祈り」の提案で昼食へ 
 
DAY１ 午後 
NA ワールドサービスとワールドボードのアップデート 
 
司会：Tim(WB)と Jane(NAWS) 
・ 会議の参加者はドロップボックスにアクセスできるようになりました。 
・ WSCでシートを持っていないコミュニティが意思決定プロセスの一部となること

ができる委任として、サービス構造にZonal が含まれるようになりました。 
・ 私たちのワールドサービスの基本的な目的は、コミュニケーション、調整、情報、

およびガイダンスです。 
・ 2020CARがリリースされました。以下が含まれます。 
●ワールドボードからの5つのモーション 
●リージョンからの11のモーション 
●CARサーベイ 
●NA World Services が発行したすべてサービス資料と言語のリストの復旧 
2020年のCARサーベイとビデオは、www.na.org / conference で入手できます。 
2018年の英語の基本テキストの配布は66％、ペルシア語は24％、残りはさまざま
な言語です。 
2019年には、無料配布コストが大幅に増加しました。ほとんどの文献は中国のおか
げで関税が引き上げられました、 
送料の増加。送料には、さまざまな文献の無料配布も含まれています 
 
2020 CATもリリースされ、次のものが含まれています。 
●2020～2022年の戦略計画と提案されたプロジェクト計画 
●2020～2022年に提案された予算と予算の説明 
●リクエストと推奨事項を含むWSCシートレポート 
●ゾーンシートに関連するモーション 
●NAの世界サービスガイドの改訂案 
●2020～2022年のトラベル弁済規定 



●WSCの意思決定のために提案されたルールとツール 
今年は、予算が少ないため、ほとんどのワークグループがオンライン化されます。ワ
ークグループのメンバーが会議を行います。これは学び、貢献する機会であるため、
これらのワークグループへの参加が求められています。 
 
2018-2020 プロジェクト 
●メンタルヘルス/メンタルヘルス IP 
●新しい日々の瞑想の本 
●未来のWSC 
●トレーニングとツール 
●FIPT 運用ルール 
 
2020-2022 プロジェクト 
●新しいリカバリーパンフレット 
●少なくとも1つの既存の IPを更新します 
●スピリチュアルプリンシパルデイブックの最後のサイクル 
●ローカルサービスツールボックス 
●IDT 
●FIPT 
 
1 日あたりの（SPAD）瞑想本プロジェクト 
●フェローシップの関与 
●霊的な原則について書く会員が必要 
●オンライン入力の機会など、メンバーが参加できるさまざまな方法があります 
●資料は、フェローシップのレビューと入力のためにバッチでリリースされます。  
2 番目のバッチは10月発売 

●プロジェクトは2021年 11月に終了し、承認ドラフトが2022CARで公開されま
す。 
アミターブは上記のワークグループのメンバーです。 
彼はプロジェクトについて簡単に説明しました。 
2021年 3月 31日までにインプットを提供するよう要請された。彼はまた、さまざ
まなAPFからのインプットを提供することを提案した。 
この本を世界的な交わりを含むようにする。 
 
メンタルヘルス IPプロジェクト： 
ロジャーはこのプロジェクトのメンバーであり、 



プロジェクトについて簡単に話しました。 
それはCAR文献調査で非常に優先されたトピックであり、WSCからのリージョンへ
質問などがありました。 
プロジェクト計画の2016年。プロジェクトはWSC2018で承認されました。 
2回の対面会議、仮想会議やその他のオンライン通信モード。  
16 の郡から 500の応答を受け取りました。最終ドラフトは2020CARにあります。 
 
一部のNAWSサービス： 
●文献の制作と配布 
●翻訳のチェック 
●広報 
●メンバーや一般からの要望 
●定期刊行物とアプリ提供 
●ウェビナーとWeb会議 
 
次の分野でNAWSウェビナーを行っています。 
●PR 
●エリアサービス 
●H＆I 
●コンベンション/イベント 
●受刑者のステップライティング 
●ローカルサービスツールボックス 
 
コミュニティレポートと課題 
 
司会：アミタブ（PR）とスシル（会計） 
・ 文献の翻訳とサービス要員の不足。LTCをする人はいませんが、いろいろなグル

ープの有志が名乗り出て LTCの後押しをして活動している（バングラディシュ） 
・ 伝統７は難しい問題だが、APFから多くを学べた。ビジネスでこのことを話し合

うようになり解決していった。女性メンバーも一人のメンバーがオンラインなどを
開けて頑張っており、RSCもオンラインを取り入れ、多くの人に参加してもらえ
るようにする＆コスト削減（NERF） 

・ 伝統と概念の実践の欠如と構造の欠如。一体性のなさが課題。2013に ASCがで
きた。（北パキスタン） 

・ タイは、地域ごとのつながりが拒否されていましたが、その地域にいく資金を用意
し今ではつながりができました（タイ） 



・ 治療施設でできたグループが１４ありますが、このためにグループが分断されてし
まいます（シンガポール） 

・ 伝統と概念の欠如。FDとワークショップの手配（ネパール） 
・ NAWSにリソースがたくさんあります（Australia） 
・ 地域の声がリージョンに届かない（NZ）LGBTコミュニティへの配慮がまだない 
・ Tim(WB)WSにはジェンダー中立に関するモーションがあります。2020の CAR

で話し合われるでしょう。 
・ アルコールに問題があってもアルコールは薬物ではないという考えがあるのでMT

に来ません（タイ） 
・ PRとH＆I 活動が盛んに行われています（UAE） 
・ 今年からASCができました。古いメンバーがワークショップを開催し、新しい仲

間に対して良い雰囲気を作る働きに力を入れました。こちらではNAメンバー
は、警察に捕まっても投獄されません（バーレーン） 

・ 地理的にRSC会議の費用が莫大（Australia）テクノロジーが鍵 
・ ニュースレターを計画（インド） 
・ 小さすぎて回復の雰囲気を味わえない（ブータン） 
・ スポンサーシップデイ、PRウィーク、ピクニックの開催（ネパール） 
・ スポンサーシップのつながりは雰囲気が良くなる（会計） 
 
ここで、ブータンへのFDをNAWS的にも勧めた。 
 
・ インドでの学会にNAWSが来ていたらしいが、私たち（インド）は知らなかっ

た。どうせなら、何かしていってくれればよかった。費用も助かるし。 
・ これは専門的な取り組みのため専門的な対応に集中した。が、NAWSにもそのよ

うな意見があったことを打診する（Tim） 
・ 最後に、FDメンバーである joydeep が亡くなったことに彼の貢献を称えて話され

た。 
 
APF メンバーシップサーベイ 
 
司会：アミタブ（PR） 
APF初めてのメンバーシップサーベイについて話された。710人の回答者。 
この調査は専門家に対して、大きなNAの影響を伝えることができる資料になった。
この情報を、誰に、どのように渡していくか？というところまで話して、やっと効果
が出る。 
サーベイの内容は、APFのウェブサイトを参照してください。 



DAY２ 二日目 火曜日 2 月 19 日 
 
ロールコール、JFT、十二の伝統・十二の概念の読み合わせ 
 
ゾーナルデリゲート WSC 代表 １st セッション 
 
司会：ハシブ（ZD）、Tim(WB) 
2020 年以降、WSCでシートを持っていないコミュニティのためにゾーンに対しての
シートが与えられました。APFで話されたことがシートの代わりにWSCの会議に届
けられます。 
モーション＃１ NAの長期目標  
モーション＃２ メンタルヘルス IP 専門家の話ではない。フェローシップのための
フェローシップである。 
モーション＃３-5 NA の知的財産権について 
 
APF 銀行口座の選択肢等 更新、進捗、次のステップ 
 
司会：マーク（WEB）、スシル（会計） 
要約すると、現在APFはバンクオブハワイにアカウントを持っており、主にハワイの
NAメンバーによって運営されています。 
2018年、戦略的計画により、増加する課題に対処するための新しいアカウントの必
要性が特定されました。 
マネーロンダリング防止規則の継続的な導入があり、 2019年、APFは代表者が参
加するセッションを開催し、追加の新しい銀行口座の開設を進める方法についてのガ
イダンスを求められました。 
登録がオーストラリアフェローシップにどのように役立つかについて簡単に話しまし
た（Tim） 
APF2019 以降に取られた手順 
1.まず、バンクオブハワイのアカウントに関しては何も変わっていません。 
2. APFをニュージーランドの国際慈善団体として登録するには、最初に登録する方が
よいとアドバイスされました。 
ニュージーランドで登録された法人としてAPFを作成します。 
3. APF Incorporated Constitution は、APF管理者によって起草、レビュー、承認
され、代議員に配布。 
4.規約は、法人化される前にニュージーランド慈善サービスによって校正されまし
た。 



5.ニュージーランドの15人のNAメンバーが、APFIncorporated と Society の設立
を正式に申請しました。 
2019年 12月 5日に設立されました。新しい「管理委員会」には同じメンバーがい
ます 
6.この時点から、続行する決定は、法務部門であるAPFIncorporated の議事録に記
録されます。 
APF2019 以降に取られた措置 
1. APF Incorporated の設立後、APF管理者は 12月 17日に更新することに同意し
ました 
2.国際慈善団体としての登録申請は、7日に送信され、承認されました。 
1月と申請時のアドバイスは12週間かかります。 
3. APF Incorporated Admin は 1月 10日に会合し、ニュージーランドに本拠を置
く銀行を開設することに合意しました。 
アカウントを作成し、会計システム（Xero）をセットアップして、会計士を任命しま
す。 
4. APF Incorporated の銀行口座は、2020年 1月 31日にニュージーランドで正式
に開設されました。 
NZD、AUD、USD。すべてのアカウントがアカウンティングで構成されています 
現状 
1. APF Incorporated が設立され、NZバンキングの Incorporation に関して完全に
透過的に運用されています。 
ロジャーとシャロンと2人で運営するアカウント 
5.アカウントシステムのセットアップとBOHおよびNZアカウント、Paypal など 
6.公認会計士が任命され、私たちを支援します。 
いくつかの基準を満たす必要があります 
●現在破産していない 
●16歳以上であること 
●不正行為で7年以上の懲役を宣告されていない 
●NZチャリティーによって役員として禁止されていない 
 
1. APF は、ニュージーランド政府によって正式に登録および承認されます。 
2.ニュージーランドと米国（ハワイ）の銀行口座、そしておそらくAUがあります 
3.私たちの銀行関係は、正式で、正確で、透明性があります 
4.マネーロンダリング防止法のリスクを軽減し、アカウントの運用を困難にします。 
5.政府と会うと、APFが認められていることがわかります。 
6.これは、APFへの旅行者にビザを申請するときに役立ちます 



7.信頼ある僕の作業負荷をやがて削減するツールを用意します 
8.ハワイとニュージーランドの間で作業負荷を分散します 
9.私たちのアカウントは公認会計士によって検証されます 
その後、会議では小グループに分かれ、慈善団体としての登録のさまざまな側面につ
いて話し合いました。 
組織、銀行口座。それからみんなが大規模なグループに戻ってきて、いくつかの質問
と小グループからの回答が繰り返され、大グループの全員に通知されました。 
慈善団体のメリット、コンプライアンス、訴訟費用について質問がありました。 
最初はニュージーランドの信頼ある僕に頼る必要があります。 
 
DAY2 午後 
スピリチュアル・プリンシプル・ア・デイ（SPAD）ワークショップ 
 
ロールコール 
司会：アミタブ（PR）、Tim(WB) 
2018 のWSCにて承認され、この本の作成に取り組むワークグループが結成されま
した。このWGでは、世界中の様々な地域から意見を収集し、様々な場所でワークシ
ョップを実施しています。その後、小さなチームに分かれ、スピリチュアルな原理に
ついて取り組みました。 
APFでもこのワークショップを行いました。 
資料に関しては、www.na.org/spad からダウンロードできます。 
 
戦略プラン 1stセッション ゾーンアセスメントワークショップ 
 
司会：ハシブ（SPP）、Tim(WB) 
ゾーンの説明～APFの歴史～戦略プランの歴史 
どのように、NAを発展させていくか？問題を改善させていくか？を、戦略プランと
して考えることの重要性、その影響など、戦略プランとして計画を立てることで改善
される実際を各役員が話をした。 
その後スモールグループに分かれて「APFが直面する主な課題について」のワークシ
ョップを行った。結果は以下の通り 
・ ZOOMグループ 信頼ある僕の欠如 
・ グループ１    信頼ある僕の欠如 
・ グループ２    資源不足-コミュニケーション、人的資源 
・ グループ３    ワークグループメンバーのコミュニケーションと参加の欠如 
主な課題： 信頼ある僕とコミュニケーションの欠如  



DAY3 三日目 水曜日 2 月 20 日 
 
ロールコール、JFT、十二の伝統・十二の概念の読み合わせ 
 
CAR セッション ゾーナルデリゲートディスカッション 
司会：ハシブ（ZD）、ロジャー（議長） 
ハシブが 2016-2018の動議について話し、WSCに参加するにあたり、ビザが必要
で、ビザが降りないという話になった。2020年はずーむでのWSCになったので問
題なく行われた。 
それから、ZD alt のポジションを開き、履歴書を1つ受け取りました。  
ZDができるようにコンテキストも変更されました 
今、事実上WSCに参加しています。ジェーンはまた、ZDの資金調達の問題について
話すように要求されました 
ZDAlt は NAWSからの資金提供はありません。 NAWSの SteveR は、次の場合に
NAWSが ZDAlt に資金を提供しないことを確認しました。 
ZDが参加します。 ZD Alt は、彼または彼女がZDが参加できない場合にのNAWS
によって資金提供されます。 
Hasib は、シートを持っていないコミュニティの良心を収集しており、ロジャーは、
この議論には2つの側面があると述べました。最初の側面は、ZDalt のみを選択する
かどうかです。 
その後、彼または彼女はZDとして確認されるため、04年の任期になります。二番目 
ポイントは、ZD / ZD Alt の現在の基準は、使徒を持っていないリージョンなどから
来る必要があると述べているということです。 
「シートを持っていないコミュニティから」という言葉を明確にする必要がありま
す。 
Mark（Web）は、より明確にするために必要なガイドラインの改訂を指摘しまし
た。 
ロジャーは、これが将来の参考になるので、これについてもっと明確にする必要があ
ると言いました。 
ベネディクト（インドSOSONA RD）：彼の個人的な考えは、NAWSが着席したコミ
ュニティに資金を提供する場合 
代議員がビザを取得しない場合、Alt は NAWSから資金提供を受けることができま
す。 
※ハシブが入国ビザが取れないことに対しての、ZDAlt の設定について、議論が繰り
広げられた。 
 



CAT ディスカッション 
 
司会：ジェーン（NAWS PRマネージャー） 
CATには、ZDによる承認が必要な予算が含まれています。 
また、4年プロジェクトであるSPADを除いて、会議参加者によって投票される提案
されたプロジェクト計画も含まれています。 
APF ZDが提案されたプロジェクトの中で優先順位を付けて、作業を開始する最も重
要なプロジェクトを特定することに投票すると述べました。 
会議の参加者は、2020年の戦略計画も承認する必要があります。 
CATには、コミュニティによるWSCシート要求も含まれています。 
 
NAWS セッション：メンバーをサービスに引き付ける IDT ワークショップ 
司会：ティム（WB）、ジェーン（NAWS PRマネージャー） 
この問題ディスカッショントピックを容易にするためのサポートドキュメントは、
APF Webサイトにアップロードされるか、NAWS Webサイト
（https://www.na.org/?ID=IDT-IDT）からアクセスできます。 
 
JAPAN APFでは、このワークショップを国内でも行うために、IDTの翻訳を始めて
います。 
 
DAY3 三日目 午後 
 
ロールコール 
 
女性 FD プレゼンテーション 
司会：シャロン（女性FDコーディネーター） 
ニュージーランドからの女性メンバーの映像が発表されました。 
女性の FD アップデート 
●FDコーディネーターの Joydeep が昨年亡くなったことへのお悔やみ 
●女性の FDは性別を分けることではありません 
●女性を男性と一緒にフェローシップに参加させるためのスペースを確保するための
専用FDです。 
女性の FD の現状 2018-2019 
Women FD Environmental の 19の APFコミュニティの女性から受け取った合計
115の回答 
 



女性の85％がスポンサーを持っていると特定し、86％がホームグループを持ってい
ると述べ、69.5％が地域社会で女性ミーティングがあり、65％がサービスを行なって
おり、95％が文献を持っています 
自国語でミーティングを利用できる42％は、コミュニティに障壁があると回答しまし
た。 
ミーティングに参加したい女性。女性の31％が、メッセンジャーの一員になりたいと
回答しました 
 
詳細な現状は、APFのWebサイトからダウンロードできます。 
環境スキャン（現状）の次のステップ： 
●この調査をいつどのように再度行うかを計画していますか？ 
●全員からのフィードバック、特に回答がなかったコミュニティからのフィードバッ
クが欲しいです。 
 
●APFフェローシップ開発プール情報フォーム 
https://forms.gle/S1wsFx4Le9j1EavK6 
●最近のAPF会議から生まれた新しい戦略と方向性。 
女性旅行者＆広報＆翻訳 
必要とされていること？ 
●旅行者だけでなく、スキルと才能、経験、強さ、希望、コミュニティ、メンバー、
他のワークグループとのつながり 
●NAファンドの慎重な使用をサポートするプロセス 
●共有リソース。ワークショップ、ビデオ、ヒントシート 
FDに参加するには、次のメールアドレスにメールを送信してください：
women@apfna.org 
fdc@apfna.org 
たとえば、ブータンが現在のガイドラインに従ってFD旅行を要求した場合、実施す
るのは非常に困難です。 
それをより実用的かつ効果的にするためには、いくらかの改良が必要です。 
ロジャー（議長）：FDフローチャートは、FDワークグループによってすべての拠点
をカバーするように作成され委員会によって承認されました。コミュニティの要件で
はありません。 
たとえば、予算やその他の詳細を確認し、それらの予算を最小限の時間で承認するこ
とは非常に困難です。 
ティム（世界委員会）：女性のFD活動を支援するようNAWSに依頼することができ
ます。 



PR と FD 
 
司会：アミターブ（PRコーディネーター）とシャロン（女性FDコーディネーター） 
アミターブはFDの重要性とPRとの関係を述べました。 
 
経験の分かち合い： 
イランのMahboubeh B（女性の FDワークグループメンバー）：彼女は女性のFDに
関与しており、ドバイへの女性のFD旅行を行いました。彼女は、イランに10,000
人の女性会員と290人の毎週の女性会議があると述べた。イランでは、回復期にある
女性にとってもさまざまな課題があります。彼女は、女性が回復する機会が増えるこ
とを望んでいます。 
 
インドネシア、バリ島のニタ（女性FDワークグループメンバー）：彼女は自分の経験
について話しました。 
当初、彼女はプロのイベントプランナーとして考えていましたが、前回のAPFで、メ
ッセージを伝えることがすべてだと気づきました。 
彼女の回復の最初の7年間、彼女はただクリーンでしたが、回復を理解していません
でした。 
政府との会合の後、彼らの法的登録について、彼らは刑務所でアクセスできるように
なりました。それから彼女は奉仕に非常に積極的でした。 女性の刑務所へのH＆I ミ
ーティングも。昨年のAPFの後、彼女はステップワークを開始しました。これは彼女
にとってまったく異なる経験です。バリには、ネイティブと外国人の2種類のフェロ
ーシップがあります。彼らは先月文献の翻訳を始めました。現在、彼女は3人のイン
ドネシア人女性のスポンサーにもなっています。サービスは彼女にとって決して簡単
ではありませんが、彼女は一貫性を保っています。彼女はまた、FDワークグループ
のズームミーティングに参加することは、彼女が多様性を体験するためのもう1つの
素晴らしい経験であると述べました。 
 
トップ（タイのメンバー）：彼女は自分の経験を共有しました。当初はタイにはネイテ
ィブメンバーはほとんどいませんでしたが、今では4人のタイ人女性メンバーがこの
部屋に座っています。彼らは翻訳文献で大きな進歩を遂げました 
彼らは男性の刑務所と女性のリハビリでメッセージを伝えています。彼らは回復と会
合において女性の面で大きな影響を経験しています。 
 
ニュージーランドのMischa（女性の FDワークグループメンバー）：彼女は自分の経
験を共有しました。彼らの交わりには強い女性が何人かいて、回復中の女性を支えて



います。彼女はサービスと回復に携わったことに感謝の意を表しました。 
 
アミターブは、女性による分かち合いについて他人の気持ちについて尋ねました。ジ
ェーン、ベネディクト、スシル、バーダーは彼らの見解で応えた。 
その後、全員が小グループに分かれ、FDと PRが回復期の女性のためのアイデアをど
のようにサポートしているかについて話し合い、発表しました。 
 
戦略プラン 2 回目のセッション 
司会：ハシブ（SPポイントパーソン）、アミタブ（PRコーディネーター）、Tim（WB） 
 
戦略から生じる問題/課題 
計画プロセス。かなりの数の戦略が実行されましたが、結果が出ていないことに気が
つきました。2019年の会議では、新しい戦略を採用したり、既存の戦略を優先した
りしませんでした。非現実的または不合理と見なされた戦略、またはさらなる議論が
必要な戦略について話し合いました。そこで、具体的な戦略について話し合い、解決
策を見つけました。 
 
2020 年の会議では、長期計画の最後の年の始まりであったため、SPワークグループ
は、進行中の未実行の戦略を実行するためにリソースに焦点を当てる必要があること
に気づきました。戦略プランセッション1の 2日目、ゾーン自己評価に関するワーク
ショップを実施しました。このワークショップは、未来プロジェクトのWSCによっ
て開発され、WSCからゾーンフォーラムに伝えられました。 
このワークショップは、ゾーンがその起源、成功、長所、短所を反映するためのツー
ルになることを期待してというスピリットで開発されました。このワークショップ
も、APFの現在の状況に応じて工夫されました。参加者は、そのワークショップで次
の3つの重要な問題についてブレインストーミングを行いました。 
 
1.サービス体としてのAPFの最大の課題は何だと思いますか？ 
2.この課題の背後にある課題は何だと思いますか？ 
3.特定された課題がAPFに与える可能性のある影響は何ですか？ 
ワークショップの間、参加者はAPFが現在直面している主要な課題に優先順位を付け
ました。 
 
 
 
 



主な課題 
APFでの信頼ある僕とワークグループのメンバーの不足 
 
この主要な課題の解決策を見つけることを目的として、参加者は再びブレインストー
ミングを行いました。 
次の 3つのキーでチャレンジのロックを解除します。 
 
1.メンバーをAPFサービスに引き付けます。 
2.かかわりやふれあいなどを作っていきます。 
3.メンバーのサービスを維持します。 
 
デリゲートとAlt デリゲートは、解決策をブレインストーミングして調査し、優先順
位を付けました。 
 
1 APF サービスにメンバーを引き付けるために 
01APFの日またはAPF勉強会 15P 
02APF情報をASC / RSC /グループと共有する 9P 
03 ホストエリア（開催地）のGSR / RCMをAPF会議に招待する8P 
04 スポンシーのメンタリングをおこなう 5P 
05 APFの信頼ある僕が、さまざまなコミュニティでワークショップを開催する2P 
06APF後の頻繁なフォローアップ2P 
07 非アクティブなコミュニティとつながりを持つ1P 
08 インフォメーションテクノロジーの幅広い活用1P 
 
2 かかわりやふれあいなどを作るために 
01 APFの日を制定 11P 
02 やる気のあるメンバーとの経験の共有 9P 
03 リージョンのウェブサイトでのサービスポジションに関する情報提供5P 
04 APFの写真やビデオを地域コミュニティと共有する3P 
05 役員とワークグループの回復マイルストーンを承認/祝う 2P 
06 ヴァーチャル会議を使用してグループメンバーと交流する2P 
07 アディクトを刺激するために、スピーカーとして女性とのヴァーチャルミーティン
グをおこなう2P 
08 RDが自分のリージョンでAPF欠員を発表して募る 2P 
 
 



3 メンバーの APF サービスを維持するために 
01サービスのスピリチュアルな恩恵に関するワークショップを実施する17P 
02 ワークグループの削減/統合 4P 
03 サービス期間等を短くする4P 
04 信頼ある僕に過度の作業をかけすぎない 3P 
05 適切なポジションに適切な人を選ぶ2P 
06 役員/ WGメンバー感謝状を与える2P 
07 信頼ある僕の継続性とローテーションのバランスを保つ。 1P 
08 APFポリシーの情報をAPFメーリングリストに送信1P 
 
責任のポイント： 
戦略的計画ワークグループは、特定されたソリューションを実行するために必要な優
先順位のイニシアチブを取ります。 
戦略を実装するために、SPワークグループはAPF役員と相談し、十分なものがある
ことにも注意し、必要なサポートとガイダンスを求めます（必要な場合）。 
 
お知らせ 
タウンホールセッション（H＆I に関するプレゼンテーション） 
アミターブ（PRコーディネーター）が進行役 
H＆I に関する個々の経験。 
このプレゼンテーションの詳細は、APFのWebサイトにあります。 
 
DAY4 四日目 木曜日 2 月 20 日 最終日 
 
ロールコール、JFT、十二の伝統・十二の概念の読み合わせ 
 
戦略プランプレゼンテーション 
司会：ハシブ（SPポイントパーソン） 
戦略プラン案が提示され承認されました。（前日午後に行ったもの） 
 
APF＆APF コンベンション 2021 立候補 
インドのバンガロールでAPFと APNCNA3をホストするために、インドから立候補
がありました。 
インドのバンガロールのさまざまな側面に関するビデオが発表されました。 
モバイルアプリによる「参加のしおり」を作ります。 
APF会議会場に2つのホテルオプションを提示しました。最初のものは5つ星です 



ホテルと2つ目は 4つ星ホテルです。 
600人が損益分岐点。に関しての話をしました。 
APF 2021 の会議で、ビザを取得できない可能性があります。 
ビザが取れない場合のヴァーチャル 参加の準備もして欲しい。 
APFWebシステムと統合して、参加申し込みをすることができます。 
そしてインドでのAPF会議と大会の開催に関して異議はありませんでした。 
 
※ 2021/10 の時点で、2021年バンガロールでのAPF及びAPFCNAはコロナの影

響で、延期が決定しています。 
※ 2021年はオンライン会議が決定し（日時未定２月）、2022年にバンガロールで

のAPF及びAPFCNAが決定しています。 
 
APF 法人化会議  
2020 年より APF がニュージーランドを軸に、国際ボランティア団体として
法人化されます。 
 
ロジャー（議長）から、APF Incorporated AGM2020法人化についての説明があり
ました。 
1. 議長からの説明 
2.リモート参加者を含む参加者の記録 
3.AGMの議事録の承認 
4。2019年の議長のAGMレポートのプレゼンテーション 
5. 2019 年 12月 31日までのアカウントの提示 
6.監査役の選任 
7.一般事業 
 
ロジャーより 
アジアパシフィックフォーラムインコーポレイテッドの最初の年次総会へようこそ。
これは私たちの最初のAGMであるため、前のAGM会議議事録はありません。 
2019年には、APFの会則が制定され、2019年 12月 5日にAPFが設立されまし
た。 
APF Incorporated の財務：最初の会計年度は2019年 12月 31日に終了し、APF
には 2019年中に収入、支出、残高がありませんでした。 
APF Incorporated は、2019年に終了する年度のNIL リターンを提出します。 
APFは 2020年 1月 1日に取引を開始し、すべての収入と支出は2021年の第 2回
年次株主総会で会計処理され提示されます。 



1月、オーストラリア・コモンウェルス銀行の一部であるASBにニュージーランドの
銀行口座を開設しました。運用する主要通貨であるNZD、AUD、USDの口座を開設
しました。 
私たちは、年末報告書を作成し、ニュージーランド政府への財務報告および報告義務
を履行するために、Alleviate Accounting を利用しました。これらは、APF会議後に
提出されます。 
返品やチャリティーレポートの提出を迅速かつ簡単にするために、会計システム
（Xero）を確立しました。 
APFは、Alleviate Accounting を介してXero の料金を支払います。また、スキャン
した紙の文書や請求書の処理を簡素化するために、Hubdoc にサインアップしまし
た。 Hubdoc は Xero サブスクリプションに含まれています。 
ニュージーランドを拠点とする法人化社会としてAPFを設立するプロセスに参加して
くださった皆様、ありがとうございました。 
 
マークは、私たちの会計プロセスを処理するために会計事務所に支払う必要があると
述べました。団体のメンバーはすべての代表者とAPFの信頼ある僕です。メンバーに
は、この社会に対する個人的な責任はありません。 
会計は、この法人化のアイデアは昨年の戦略プランプロセスから来たと述べました。 
会計は、プロセスの明確化を支援するために、マークにこのAPF会議への参加を要求
しました。 
質問等 
Sajal（バングラデシュRD）：代理代議員は社会のメンバーですか？ 
Reza（秘書）：はい、APFの現在のメンバー（RD、AD、および信頼ある僕）は、自
動的に組み込まれたAPFのメンバーになります。 
Shifan（Maldives RD）：APF Incorporated の取締役会は誰ですか？ 
Mark（Webservant）：APF Inc の取締役会は、APF管理者‒会長、秘書、会計およ
びFDコーディネーターになります。 
 
信頼ある僕の在職期間に関するわかちあい 
 
2019 年に指名が提出されなかったFDコーディネーターという1つの役職がありま
す。さらに、FDコーディネーターおよび会計のポジションが早期に欠員したため、
これらのポジションの通常の在職期間は、1年、2年、または3年のいずれであるか
という問題があります。 
それを分かち合いたいということでディスカッションがありました。 
レザ（秘書）が上記の状況を説明しました。 



シャロン（女性FDコーディネーター）は、FDコーディネーターとして役割を果たす
意欲を表明した。男子も女子もコーディネーターとしては関係なく作業ができること
の再確認をしました。 
Mark（Web Servant）：現在、役員が、早期の欠員が原因で発生する可能性のある空
席で行動する人物を選択する権限を与えられているかどうかは不明です。たぶん、そ
の人がその役職を引き受け、次の会議で選出される可能性があります。 
エリオット（オーストラリアRD）：彼は、シャロンの世話役に対する意欲を支持し、
また、早期の欠員が原因で生じる可能性のある空席で行動する人物を役員が選択する
ことを推奨しました。 
Sajal（バングラデシュRD）が、「ZD＆ZD Alt は一時的に FDコーディネーターの役
職を務めることができますか？」という問いに、議長は、既存の作業負荷では非常に
難しいと述べました。 
アミターブ（PRコーディネーター）：私たちは非常に野心的な戦略に取り組んできま
した。一度に複数の役割を担うことはできません。 
レザ（秘書）：そのような責任を一緒に負うことは非常に困難です。会計の任期につい
ても話し合う必要があります。 
シャロン（女性のFDコーディネーター）：これらのポジションを空けて、関連する戦
略を保留にすることを過去にした人はいますか？ 
ロジャー（議長）：私たちはすでにそれを経験しています。 
Mark I（Web Servant）：この問題に関する導きを得るために4番目のコンセプトを
調べることができます。 
 
※ また、法人化の方も絡んでくるので（会計）法人役員を招いて話し合うべきでは

ないかという意見に、「話が別の方向になる」ということで、議論が中断しまし
た。 

エリオット（オーストラリアRD）：法人役員は、役員に適した候補者を転送して、暫
定期間の選択のためにそれらの候補者を調べることができます。 
スシル（会計）：昨年、会計を続けることは不可能であると明言した。意図せずご迷惑
をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 
 
APF役員は暫定的に信頼ある僕を任命することができ、早期の欠員による信頼ある僕
の任期を維持するために残りの期間になうということ、及び実際のAPFのバランスと
実践を考えなければいけない。全体の福利を考えて。 
 
会計報告： 
ウメ（日本RD）はスシルに献金をどのように移すことができるか尋ねました。 



スシル（会計）：彼は銀行の詳細をウメにメール共有します。 
代表者、信頼ある僕、ワークグループのメンバーにAPFからいくつかの贈り物があり
ました。 
 
DAY４ 四日目 午後 
 
ロールコール 
 
選挙 
選挙ガイドラインはロジャーによって読まれました。 
 
議長 
役割と責任が読まれました。 
1名の履歴書を受け取りました：Reza A、バングラデシュ 
指名された人からの質問と書面による回答が読み上げられました。 
ノミネートセカンド：SOSONA 
結果：RezaAが議長に選出されました。 
 
セクレタリー： 
役割と責任が読まれました。 
2名の履歴書を受け取りました：Bijay L、（ネパール）＆Ali R（パキスタン） 
指名された両方の人々からの質問と書面による回答が読み上げられました。 
ノミネートセカンド：ビジャイのノミネートはネパールが出向し、アリのノミネート
はインドネシアが出向した 
結果：BijayL がセクレタリーに選出されました。 
 
会計： 
役割と責任が読まれました。 
1名の履歴書を受け取りました：Hasib Y、バングラデシュ 
指名された人からの質問と書面による回答が読み上げられました。 
ノミネートセカンド：SOSONA 
結果：HasibY が会計に選出されました。 
 
Webサーバント： 
役割と責任が読まれました。 
1名の履歴書を受け取りました：インド、バッパ 



指名された人からの質問と書面による回答が読み上げられました。 
ノミネートセカンド：バングラデシュ 
結果：Bappa がWeb Servant として選出されました。 
 
Alt Zonal Delegate： 
評価基準、役割、責任を読みました。 
1名の履歴書を受け取りました：アッシュ、タイ 
指名された人からの質問と書面による回答が読み上げられました。 
アッシュはまた、彼が将来ゾーン代表として選出された場合、彼はリージョン代表の
地位を辞任することを明らかにしました。 
ノミネートセカンド：カンボジア 
結果：Ashが Alt Zonal Delegate として選出されました。 
 
会計報告 
会計は、予算とともに財務レポートを提示しました。 
予算は全体によって承認されました。 
 
PR ポスター発表 
アミターブはPRポスターを発表し、PRワークグループへの参加者の参加を求めまし
た。 
 
オールドビジネス 
2019APF議事録の承認 
動議：タイ 
セカンド：バングラデシュ 
提案の内容：2019APF議事録が承認されること。 
意図：2019年の会議の議事録が正確であることの確認。 
説明責任のポイント：APF書記 
経済的影響：なし 
結果：承認済み 
 
ニュービジネス（新規議題） 
 
提案＃4 
2020年予算の承認：APF議長による提案 
動議：SOSNA 



セカンド：パキスタン北部 
提案書：会計が提示した2020/2021予算が承認されること。 
意図：2020年から 2021年のAPFサイクルの予算を採用します。 
説明責任のポイント：APF会計係 
経済的影響：予算に記載されているとおり 
結果：承認済み 
 
提案＃5 
APF役員会議議事録の公開：Webサーバントによって提案された提案 
動議：ネパール 
セカンド：SOSONA 
提案の内容：APF役員は、役員会議などで承認された議事録をAPF一般リストに公
開します。 
意図：役員が、役員として下した決定を説明責任のために報告するようにします。 
説明責任のポイント：APF書記 
経済的影響：なし 
結果：コンセンサスにより承認 
 
提案＃6 
Zoomアカウントを更新する：PRコーディネーターによる提案 
動議：バングラデシュ 
セカンド：インドネシア 
提案の内容：そのAPFは Zoom Professional アカウントをさらに12か月間更新し
ます。 
目的：APFワークグループ会議でズームビデオ会議オプションを利用できるようにす
るため、及び男性と女性の両方のための会議、および年次APFサービス会議。 
説明責任のポイント：APF会計係 
経済的影響：180米ドル 
結果：コンセンサスにより承認 
 
提案＃7 
Webサーバントの宿泊施設、食事、送迎、ホテルへの資金提供：会計が提出した提案 
動議：SOSONA 
セカンド：タイ 
提案の内容：2020年のAPF会議に出席するためのAPF Webサーバントの費用は、
他のAPFの信頼ある僕に提供される航空運賃、宿泊施設、食事の標準的な資金に従っ



て満たされること。 
目的：APFへの出席費用を払い戻して、法人化された社会になる、慈善団体として登
録する、銀行口座と会計システムを設定する、そして次の信頼ある僕に引き渡すプロ
セスを案内します。 
説明責任のポイント：APF会計係 
経済的影響：1217米ドル 
結果：コンセンサスにより承認 
 
提案＃8 
FD予算（一般）：会計が提出した提案 
動議：カンボジア 
セカンド：インドネシア 
提案の内容：APFは、2020/2021サイクル中にフェローシップ開発のために
15,000 米ドルの予算を承認します。 
目的：コミュニティの要求を満たすためにFDワークグループにリソースを提供する
こと。 
説明責任のポイント：APF会計係 
経済的影響：15,000 米ドル 
結果：コンセンサスにより承認 
 
提案＃9 
女性の FD予算：女性のFDコーディネーターが提案した提案 
動議：カンボジア 
セカンド：SOSONA 
提案書：APFが FD予算全体の30％を承認することは、女性にFDを提供するため
に保持されます。 
目的：コミュニティの要求を満たすために、女性のFDワークグループにリソースを
提供すること。 
説明責任のポイント： 
経済的影響：FD予算の合計に含まれています 
結果：コンセンサスにより採択 
 
提案＃10 
APFガイドラインを確認する：議長による提案 
セカンド：SOSONA 
提案の内容：APF役員は、次のプロセスとポイントを含むAPFガイドラインのレビ



ューを実施します。 
・このAPF会議後 90日間、コミュニティが改善の余地のある分野に意見を提供する
機会を提供します。 
 
次の点に注意してください。 
・ サービスに積極的に参加するメンバーにとって障壁となっていた「APFでの最近

の経験」への言及を削除する。 
・ 選挙プロセスを詳しく説明して、候補者に質問をする方法を明確にします。 
・ 「CBDMの基本」文書に基づいて、APF会議で利用されるコンセンサスベースの

意思決定プロセスに関するガイダンスを強化します。 
サービスツール 
・ 部屋のサイズやインターネット接続など、APF会議を主催するための会場要件に

関するガイダンスの改善。 
・ APF会議でのZoomビデオ会議の使用。参加できるユーザー、セッションの記録

の使用方法など。 
・ APFに定足数があるかどうか。 
○ガイドラインの他の問題について 
・ ドラフトレビュードキュメントは、次のAPF会議の少なくとも60日前に参加者 

に提供されます。 
意図：ガイドラインの見直しを行うこと 
説明責任のポイント：APF議長 
経済的影響：なし 
結果：コンセンサスにより採択 
 
提案＃11 
APF Incorporated バンキング：バンクオブハワイアカウントの署名者の確認 
APF議長による提案 
動議：ハワイ 
セカンド：バングラデシュ 
提案書には次のように書かれています。 
APF会長とAPF会計係がバンクオブハワイの銀行口座の署名者になること。 
目的：APFが銀行口座情報を処理してアクセスできるようにすること。 
説明責任のポイント：APF会計係 
経済的影響：なし 
代表団による議論の後、提案は以下に修正されました： 
提案書：バンクオブハワイの更新された署名者は次のようになります。 



1.新しいAPF会計係（Hasib） 
2.ハワイのRD（エリック） 
3.ハワイのタリM 
4.ハワイのボブW 
結果：コンセンサスで承認 重要なことで非常に揉めました。 
 
提案＃12 
APFInc への代表理事の報告の承認：APF議長が提案した提案。 
動議：カンボジア 
セカンド：SOSONA 
提案書には次のように書かれています。APF Incorporated Chairperson’s Report
が承認されること。 
意図：議長の報告を承認すること。 
説明責任のポイント：APF議長 
経済的影響：なし 
結果：コンセンサスにより採択 
 
提案＃13 
テリー（会計士）へのコハ（ギフト）：会計係との設立についての議論に応えて、そし
て2日目の会期中にAPF議長によって提案された提案。 
動議：SOSONA 
セカンド：インドネシア 
提案書：APFは、「APF Incorporated」の会計および銀行業務の導入時に、APFに
すでに提供されたサポートに対する感謝の印として、Terri Churton（会計士）へのさ
さやかな贈り物（「koha」）を購入しました。 
意図：「コハ」は、ニュージーランドのアオテアロアで使用される一般的なマオリの習
慣であり、この文脈では、テリーとナルコティクスアノニマスフェローシップの間に
存在する関係の価値の認識として使用されます。 
APFには無料で重要なサポートが提供されており、過去の経験に基づくと、APFが
会計士さんに請求する継続的な料金は非常に低いかゼロになる可能性があります。 
説明責任のポイント：発信APFWebサーバント 
経済的影響：最大200米ドル 
結果：コンセンサスにより採択 
 
 
 



提案＃14 
法人設立ワークグループ：銀行および法人設立に関する議論のフォローアップとし
て、APF議長によって提案された提案。 
動議：パキスタン北部 
セカンド：SOSONA 
提案の内容：APFは、今後 18か月で展開されるプロセスを実行するための「法人化
アドホックワークグループ」を作成します。 
 
このワークグループのメンバーは次のとおりです。 
・APF議長 
・AFP会計係 
・APF Webサーバント 
・現在のAPF女性フェローシップ開発コーディネーター 
・APFにシートがあるコミュニティからの関心のある代表者。 
 
タスクには次のものが含まれます。 
・ ニュージーランドチャリティーサービスへの申請結果のフォローアップ 
・ APF Incorporated、慈善団体としてのAPF、銀行サービスおよび当局に関連す

る既存のAPFガイドラインを確認します。 
・ 報告要件を検討します（必要に応じて財務およびその他を含む） 
・ APFの代表者に定期的に電子メールで報告し、進捗情報を提供し続けます。 
意図：登録された慈善団体になるために必要なプロセスに従うこと 
説明責任のポイント：APF議長 
経済的影響：なし 
結果：コンセンサスにより採択 
 
提案＃15 
戦略プラン：2020年の戦略計画を承認する 
SPポイントパーソンによる提案 
動議：オーストラリア 
セカンド：アオテアロアニュージーランド 
提案は次のとおりです。2020年の戦略計画が承認されること。 
意図：2020年のAPF会議中に代表者と実施されたSPセッションの結果である、
SPワークグループによって提示された戦略計画案を正式に採用すること。 
説明責任のポイント：戦略的計画ポイントパーソン 
経済的影響：なし 



結果：コンセンサスにより採択 
 
提案＃16 
ゾーンデリゲートとZD Alt からWSCへの資金提供 
オーストラリア地域によって提案された提案 
動議：オーストラリア地域 
セカンド：カンボジア 
提案の内容：APFが 2020年にゾーンデリゲートAlt を選出した場合、WSC2020
に参加するためにそのZDAに資金を提供します。資金には次のものが含まれます。 
・ 空港送迎 
・ Guide To World Services の旅行ポリシーに沿った日当。 
・ ツインシェアに基づくルーミング。 
すべての費用は、WSCの資金提供を受けたプロセスを使用して文書化され、フォー
ムが提出され、WSCの終了から30日以内に前払い金がAPFに返送されます。 
意図：ゾーンデリゲートによるズームへの参加に加えて、APFゾーンが直接の意見を
持つこと。良心は以前、直接会うことの重要性を表明しており、私たちの参加に影響
を与える可能性のあるズームに関する予期しない問題のバックアップを提供します。 
説明責任のポイント：Zonal Delegate Alt および Treasurer 
経済的影響： 
・2020年 4月 24日に出発して2020年 5月 3日に戻る往復便 
（CNX-LAX）、キャセイパシフィック航空US $ 1080 
・日当：1日あたり60米ドル x10日= 600 米ドル 
・ルーミング：1泊 83.81 米ドル x9泊= 754.29 米ドル 
総費用：US $ 2434.29 
結果：コンセンサスが不足しているため採用されなかった 
 
提案＃17 
ZD＆Alt の選挙プロセス APF中の議論、および信頼ある僕とSPワークグループに
よる役割と欠員/在職期間についての以前の議論に続いて、APF議長によって提案さ
れた提案 
動議：ネパール 
セカンド：バングラデシュ 
提案の内容：Zonal Delegate および Zonal Delegate Alt の選挙プロセスは、将来の
APF会議のために次のように変更されます。 
・これらの役割に選出される候補者は、Zonal Delegate Alt の役職に選出されます。 
・Zonal Delegate の役職には単一の候補者がおり、その人が提供するサービスに充し



ていることを条件として、確認プロセスを通じて現在Zonal Delegate Alt にサービス
を提供しています。 
・したがって、Zonal Delegate Alt の意図は、Zonal Delegate での勤務に移ること
であり、合計で4年の任期です。 
・2020年の Zonal Delegate Alt の選挙では、選挙サイクルがZonal Delegate の選
挙サイクルと一致し、WSCのタイミングと一致するように、任期は1年になりま
す。 
意図：これら2つの役割の選出プロセスを明確にすること。 
説明責任のポイント：APF議長 
経済的影響： 
結果：コンセンサスにより採択 
 
提案＃18 
5 日間の会議になる：女性のFDコーディネーターが提案した提案 
動議：シンガポール 
セカンド：パキスタン北部 
提案の内容：APF役員は、役員会議の時間とリソースの利用可能性に応じて、コミュ
ニティのスコーピング、予測されるコスト、および利益分析を含む、APFを 5日間の
会議に延長する可能性を調査してメンバーと協議します。 
意図：より多くの会話を可能にし、フェローシップの発展、人間関係の構築、および
逆FDの機会を提供すること。 
説明責任のポイント：APF議長 
経済的影響：なし 
結果：コンセンサスにより採択 
 
提案＃19 
コミュニティレポートテンプレート：提案SOSONARDおよびWomen’s FDコーデ
ィネーターとの話し合いに続いて、APF議長が提案した提案。 
動議：SOSONA 
セカンド：ネパール 
提案の内容：APFの信頼ある僕がAPFコミュニティレポートテンプレートを確認
し、次の点を考慮してください。 
・各コミュニティの女性に関するセクション 
・APFへのコミュニティの資金提供に関するセクション 
・LGBTコミュニティに関するセクション 
目的：コミュニティレポートテンプレートは、長年にわたって変更されていません。



このレビューは、コミュニティのニーズをより完全に理解し、APF参加者により関連
性のある情報を提供する機会を増やします。 
説明責任のポイント：APF書記 
経済的影響：なし 
結果：コンセンサスにより採択 
 
提案＃20 
年次APF会議：女性のFDコーディネーターが提案 
動議：カンボジア 
セカンド：タイ 
提案書：APF年次総会は、多数のメンバーやコミュニティがその場所を訪れたときに
発生するフェローシップの発展とアウトリーチの機会を促進するために、代表者によ
って選択および承認されたコミュニティで開催できること。 
意図：まだ苦しんでいる中毒者にメッセージを伝えること。 
説明責任のポイント：APF議長 
経済的影響：不明。 
結果：コンセンサスの欠如による棄却 
 
提案＃21 
WSCへの座席要求の申し立て：タイRDからの提案 
動議：タイ 
セカンド：インドネシア 
提案書：APFが 2020WSCでタイのシート要求の動議を提起するため。 
意図：新しい座席のワークグループは、タイがWSCに着席することを推奨しません
でした。これは単なる推奨事項です。 WSCのシートコミュニティとして、APFは、
参加者の1人に代わって、WSCのNAフェローシップの良心への投票を開始するた
めの動議を進めることができます。タイは5年前にシートプロセスを開始しました。 
説明責任のポイント：ゾーンデリゲート 
経済的影響：なし or APF 
結果：コンセンサスの欠如により棄却 
 
提案＃22 
APF仮想会議：PRコーディネーターによる提案 
動議：SOSONA 
セカンド：インドネシア 
提案の内容：APFは、2019年 11月に開催されたものと同様に、2020年中にヴァ



ーチャル会議を開催すること。 
会議の議題は、代表者からの提案を考慮して、APFの信頼ある僕によって起草されま
す。これはディスカッションベースの会議のみであり、ヴァーチャル会議では決定は
行われません。 
目的：年次の対面APF会議の間にヴァーチャル会議を引き続き開催すること。 
説明責任のポイント：APF議長 
経済的影響： 
結果：コンセンサスにより採択 
 
提案＃23 
Webサーバントガイドラインの更新 
APF議長による提案 
動議：ネパール 
セカンド：NERF 
提案の内容：Webサーバントから電子メールで送信されたWebサーバントガイドラ
インの改訂案は、APFガイドラインに含めることが承認されています。 
目的：変更された内容（オンラインストア、オンライン投稿、コンベンションオンラ
イン販売など）に関する情報を含め、いくつかの追加の責任（新規ユーザーの管理や
既存ユーザーの更新など）を明確にすること。 
説明責任のポイント：APF書記 
経済的影響：なし 
結果：コンセンサスの欠如による棄却 
信頼ある僕は、この問題を次のガイドラインレビュープロセスに持ち込みます。 
 
 
提案＃24 
空席の決定を下すための役員の裁量APF2020 会議での空席セッションでの議論に続
いてAPF書記が提案した提案 
動議：オーストラリア 
セカンド：シンガポール 
提案の内容：APF管理者は、暫定的に特定の職務の履歴書がない場合に信頼ある僕を
任命する裁量権を持ち、法人役員に報告します。信頼ある僕を任命する過程で、コミ
ュニティは、暫定期間に奉仕する潜在的な信頼ある僕の名前と履歴書を転送すること
ができます。 
目的：空席が発生した場合や偶発的な欠員が発生した場合に、APFがバランスの取れ
た方法で機能できるようにすること。 



説明責任のポイント：APF議長 
経済的影響：なし 
結果：コンセンサスで採用 
 
提案＃25 
2021 年のAPF会議とAPFCNA-III コンベンション 
APF議長による提案 
動議：モルディブ 
セカンド：シンガポール 
提案には次のように書かれています。2021年のAPF会議とAPFCNA-III 大会がイン
ドのバンガロールで開催されること。 
意図：2021年のイベントの場所を決定すること。 
説明責任のポイント：APF議長 
経済的影響：APFCNA-III コンベンションのスタートアップ資金として5000米ドル 
結果：コンセンサスにより承認 
 
その他 
ベネディクト（インドSOSONA RD）は次の提案を提示しました 
APF / NAWSからの政府への手紙：PRの取り組みは魅力を生み出し、APFや
NAWSのような国際機関がNAメッセージの中央政府や州政府に連絡すればより効果
的になります。私たちをコミュニティのリソースとして認識し、最終的には政府に深
刻さをもたらします。最後に、リージョン団体がフォローアップします。 
 
コミュニティレポートテンプレート：コミュニティレポートテンプレートには、リー
ジョンの貢献が必要な見出しが1つあるはずです。 
 
APF会議およびコンベンションのチェックリスト：会議およびコンベンションの開催
地域のAPF会議およびコンベンションのチェックリスト。 
最小ホールサイズ、収容人数、部屋代などの明確な仕様が作成されます。 
すべてのデリゲートへのホテル確認メール：デリゲートの入国管理に役立つホテルの
予約/宿泊施設の確認に関するホテルからのメール確認。 
すべての参加者への最終確認のメール：ホテルの住所、連絡先の詳細、ロケーション
マップなどを再度通知する、すべての参加者への最終確認のメールは、旅行中の参加
者に役立ちます。 
 
 



その他の保留中のディスカッション 
 
ニュービジネスは予想よりも長くかかったので、それ以上の議論のための時間が残っ
ていませんでした。 
 
閉会式 
2020年のAPFミーティングは、午後7時頃に閉会し、平安の祈り、写真撮影、オー
クションが行われ終わりました。 
 

参考議事録：APF書記 Reza 
文責：ウメ 

翻訳協力：ショーン 
 

この報告書は、APF2020の議事録及び、参加したRD、RDAlt の報告書に基づいて
作成されています。APF会議に関してのお問い合わせは、 
najapan.apf@gmail.com までご連絡ください。 

 


