
 
 

特定非営利活動法人マイフェイス・マイスタイル 

２０１２年度 通常総会議案書 

 
 

日時 ２０１２年６月９日（土）１７：００～１８：００ 
場所 NPO 法人マイフェイス・マイスタイル事務所 

 
 

総会次第 
 （司会 外川浩子：NPO 法人マイフェイス・マイスタイル代表） 
 
１．開会 

 
２．議長選出 
 
３．資格審査報告（定足数の報告） 
 
４．議事録署名人選出 
 
５．議案審議 

    第１号議案 ２０１１年度事業報告 
    第２号議案 ２０１１年度決算報告 
    第３号議案 ２０１２年度事業計画（案） 
    第４号議案 ２０１２年度予算（案） 
    第５号議案 会員制度改定の件 
 
６．閉会 



【第１号議案】２０１１年度事業報告 

 
１．会員に関する事項 

会員数 ５３６名（２０１２年３月３１日現在） 
 正会員    １６名 
 賛助会員  ５２０名 

 
２．事業に関する事項 
（１）情報の収集およびその公開と発信並びに社会への啓発のためのイベント開催等に 

関する事業 
・企画展『「見た目問題」ってどんな問題？～顔の差別と向きあう人びと～』 
 （２０１２年１月３１日～３月２５日開催） 
・トークライブ＆交流会『しゃべる！「見た目問題」“親”年会』 
 （２０１２年１月２８日開催） 
・シンポジウム『「見た目問題」を見る！聞く！うなる？』 
 （２０１２年２月１２日開催） 

 
（２）国内外の関連する組織とのネットワークの推進のための事業 
   ・Web サイト、情報誌等で随時情報を公開 
   ・メール、Ustream 配信等による情報交換 
 
（３）調査研究および政策提言とその実現のための事業 
   ・病院についてのアンケート調査 
 
（４）情報誌および書籍等の制作・販売に関する事業 
   ・「見た目問題」総合情報誌『マイ・フェイス』Vol.005（２０１１年春号） 
   ・「見た目問題」総合情報誌『マイ・フェイス』Vol.006（２０１１年夏号） 
   ・「見た目問題」総合情報誌『マイ・フェイス』ダイジェスト版 特別 FREE 配布号 
 
（５）セミナー等の実施および講師の派遣に関する事業 

・講演：ファイザープログラム プレスセミナー（２０１１年５月１９日） 
・講演：明治大学国際日本学部（２０１１年６月２９日） 
・講演：同志社大学文化情報学部（２０１１年７月１４日） 
・セミナー：「見た目問題」から学ぶ→日本初のコミュニケーション・テクニック～ 
 （２０１１年８月６日、７日、１３日、１４日、２０日、２１日） 
・講演：すみだ NPO フェスティバル（２０１１年１１月１９日） 



【第２号議案】２０１１年度決算報告

　　

特定非営利活動法人マイフェイス・マイスタイル

（単位：円）

Ⅰ　経常収入の部
１　会費収入

会費収入 55,000 55,000

２　事業収入
(1)情報の収集およびその公開と発信並び

に社会への啓発のためのイベント開催
等に関する事業

0

(2)国内外の関連する組織とのネットワー
クの推進のための事業

25,000

(3)調査研究および政策提言とその実現の
ための事業

0

(4)情報誌および書籍等の制作・販売に関
する事業

660,480

(5)セミナー等の実施および講師の派遣に
関する事業

296,080 981,560

３ 補助金等収入

平成２３年度　特定非営利活動に係る事業　　会計収支計算書

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

（経常収支の部）

科 目 金 額

３　補助金等収入
地方公共団体補助金収入 0
民間助成金収入 2,034,120 2,034,120

４　寄付金収入 688,100 688,100

５　その他収入
利息収入 7 7

　　経常収入合計 3,758,787

Ⅱ　経常支出の部
１　事業費

(1)情報の収集およびその公開と発信並び
に社会への啓発のためのイベント開催
等に関する事業

352,454

(2)国内外の関連する組織とのネットワー
クの推進のための事業

529,691

(3)調査研究および政策提言とその実現の
ための事業

63,389

(4)情報誌および書籍等の制作・販売に関
する事業

1,081,042

(5)セミナー等の実施および講師の派遣に
関する事業

215,209 2,241,785

２　管理費
役員報酬 0
給料手当 0
什器備品費 63,698
光熱水費 237,436
消耗品費 66,670
通信運搬費 19,756
福利厚生費 47,633
交際費 19,640
租税公課 0



雑費 19,758 474,591

　　経常支出合計 2,716,376
　　経常収支差額 1,042,411

Ⅲ　その他資金収入の部
１　固定資産売却収入 0
　
　　その他の資金収入合計 0

Ⅳ　その他資金支出の部
１　固定資産取得支出 0
　
　　その他の資金支出合計 0

当期収支差額 1,042,411

前期繰越収支差額 2,684,204

次期繰越収支差額 3,726,615

（正味財産増減の部）
Ⅴ　正味財産増加の部

１　資産増加額
当期収支差額（再掲） 1,042,411

２　負債減少額 0

増加額合計 1,042,411

Ⅵ　正味財産減少の部部
１　資産減少額

当期収支差額(再掲)（マイナスの場合）

２　負債増加額
　　
　　減少額合計 0

　　当期正味財産増加額（又は減少額） 1,042,411

　　前期繰越正味財産額 2,684,204

　　当期正味財産合計 3,726,615



特定非営利活動法人マイフェイス・マイスタイル

代表理事 外川 浩子 殿

監査報告書

2012年 5月 31日

特定非営利活動法人マイフェイス・マイスタイルの 2011(平 成 23)年 度の財務諸

表並びに事業計画に基づ く会務について、監査 した結果、正確かつ適正であることを確認

いた しま した。

以上のとお り、ご報告申し上げます。

監事   山 口 ま ゆ
く )



【第３号議案】２０１２年度事業計画（案） 

 
１．情報の収集およびその公開と発信並びに社会への啓発のためのイベント開催等に 

関する事業 
・「見た目問題」で悩まないためのオープンミーティング（助成：株式会社ファイザー） 

 北陸（富山）、東京、九州（大分）にて開催 
 
２．国内外の関連する組織とのネットワークの推進のための事業 
  ・Web サイト、情報誌等で随時情報を公開 
  ・メール、Ustream 配信等による情報交換 
  ・Web 版サポートセンター開設 
 
３．調査研究および政策提言とその実現のための事業 
  ・「見た目問題」に関する調査協力 
 
４．情報誌および書籍等の制作・販売に関する事業 
  ・「見た目問題」総合情報誌『マイ・フェイス』 

Vol.007（２０１２年夏号）以降、順次発行 
 
５．セミナー等の実施および講師の派遣に関する事業 
  ・組織強化セミナー開催（助成：ゴールドマン・サックス証券株式会社） 
    「見た目問題」×国連 ～世界視点から、日本の「見た目問題」を考える～ 
    セルフヘルプグループとしての活動と問題点 
    セルフヘルプ論から学ぶリーダーシップ 
    情報収集・発信するためのロジカルシンキングとは 
    企業の社会責任活動と NPO 
    サポートグループと専門職のパートナーシップ 
    次世代の市民運動家たちへ 



【第４号議案】２０１２年度予算（案）

特定非営利活動法人マイフェイス・マイスタイル

（単位：円）

Ⅰ　経常収入の部
１　会費収入

会費収入 200,000 200,000

２　事業収入
(1)情報の収集およびその公開と発信並び

に社会への啓発のためのイベント開催
等に関する事業

200,000

(2)国内外の関連する組織とのネットワー
クの推進のための事業

50,000

(3)調査研究および政策提言とその実現の
ための事業

50,000

(4)情報誌および書籍等の制作・販売に関
する事業

4,000,000

(5)セミナー等の実施および講師の派遣に
関する事業

200,000 4,500,000

３ 補助金等収入

平成２３年度　特定非営利活動に係る事業　　会計収支予算書

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

（経常収支の部）

科 目 金 額

３　補助金等収入
地方公共団体補助金収入
民間助成金収入 500,000 500,000

４　寄付金収入 9,600,000 9,600,000

５　その他収入
利息収入 1,000 1,000

６　その他の事業会計からの繰入
　　経常収入合計 14,801,000

Ⅱ　経常支出の部
１　事業費

(1)情報の収集およびその公開と発信並び
に社会への啓発のためのイベント開催
等に関する事業

500,000

(2)国内外の関連する組織とのネットワー
クの推進のための事業

1,000,000

(3)調査研究および政策提言とその実現の
ための事業

500,000

(4)情報誌および書籍等の制作・販売に関
する事業

4,000,000

(5)セミナー等の実施および講師の派遣に
関する事業

500,000 6,500,000

２　管理費
役員報酬 0
給料手当 7,200,000
什器備品費 100,000
光熱水費 200,000
消耗品費 100,000
通信運搬費 200,000
福利厚生費 200,000
交際費 50,000



租税公課 100,000
雑費 50,000 8,200,000

　　経常支出合計 14,700,000
　　経常収支差額 101,000

Ⅲ　その他資金収入の部
１　固定資産売却収入 0
　
　　その他の資金収入合計 0

Ⅳ　その他資金支出の部
１　固定資産取得支出 0
　
　　その他の資金支出合計 0

当期収支差額 101,000

前期収支差額 3,726,615

次期繰越収支差額 3,827,615



 

【第５号議案】会員制度改定の件 

 

 認定 NPO 法人申請を鑑み、会員制度をより明確化させるため、２０１２年度より、会員

制度を下記のように改定する。 

 なお、会員制度改定にともない、MFMS メールマガジン『MFMS マガジン』を廃止し、新た

に、メールマガジン『「見た目問題」マガジン（仮称）』を配信する。MFMS の活動に限定

せず、広く「見た目問題」に関連する情報を掲載していく。 

 

 

 議決権 活動 年会費 

正会員 あり 積極的に参加 一口 １０，０００円 

賛助会員 なし 活動を応援 一口 １０，０００円 

メルマガ読者 なし 自由参加 ０円 

 

 

■正会員 

MFMS の活動に積極的に参加してくださる方。 

ご自身の特技を活動に生かしてみたい方、ボランティアスタッフとして活躍したい方、

「見た目問題」ネットワークをつなごうという方など、大歓迎です。 

 

■賛助会員 

 MFMS の活動を応援してくださる方。 

MFMS は、みなさんからの支援を必要としています。みなさんの持つ、少しの力を分けて

ください。その力を持って、MFMS は活動を続けていきます。 

 

■メルマガ読者 

 「見た目問題」に関心のある方なら、どなたでもご登録いただけます。 

 

 

※特典につきましては、正会員、賛助会員、メルマガ読者において、すべて同じです。 
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