JAniCA 理事会／運営委員会議事録
資料１
資料２
資料３
資料４

定例報告（一部略）
平成 22 年度決算（速報）（略）
【若手】選定結果プレスリリース
第１回情報・意見交換会計画（2011 年 6 月 10 日付）

資料５
資料６

animaism（アニメーション業界の改革）（略）
JAniCA 第 5 回会員総会・式次第（仮）

資料７

JAniCA TIMES Vol.2（略）

2011/06/11

【出席者】
理事・監事：
出席：ヤマサキ、井上（俊）、笹木、杉野、森田、桶田（6 名、成立）
欠席：井上（鋭）
オブザーバー：
JAniCA 新聞編集部（畑中さん）、島村徹さん（一橋大学・学生）
、小林輝紀さん（早稲田大学・学生）

１

【報告】事務局定例報告
資料１記載のとおり。
新規入会者について、入会が承認された。

２

【報告】東京学生映画祭参加報告

３

【報告】若手アニメーター育成プロジェクト
資料３記載のとおり、平成 23 年度の進捗状況について報告された。
平成 22 年度の会計報告については、文化庁による確認作業完了を待って行うこととされた。

４

【報告】コンソーシアム構築事業
平成 23 年度の進捗状況について報告された。

５

【検討】6 月 19 日 情報・意見交換会
資料４記載のとおり、進捗状況が報告された。
杉野理事を中心に、森田理事、笹木理事が当日の運営を手伝うことが確認された。

６

【検討】震災応援プロジェクト
進捗状況が報告された。

７

【検討】日本アカデミー賞協会加盟に関する判断
【決議】賛成０、反対６
現時点において、JAniCA として日本アカデミー協会への加盟申請は行わないこととされた。

８

【検討】7 月総会の対応検討
【決議】賛成６、反対０
7 月 31 日 14 時より、資料６記載の内容で第 5 回会員総会を行うこととされた。
会員総会の案内は、①正会員（有料正会員）のみを対象として 6 月中に発送すること、②案
内には議案を明記すること、③出欠連絡票は委任状を兼ねることができるものとし、かつ、

その際に予め議案毎の賛成、反対を記入できるようにすることとされた。
９

【検討】会員種別の統合整理に関して意見交換
2012 年の定期総会までに、会員種別の統合整理について協議・検討を行うこととされた。

10

【検討】絵コンテ、パース等の各種講座再開に向けての意見交換
①隔月を基本として、絵コンテ等の各種講座を行うこと、②理事は、講座内容に関する企画
を最低 1 つ以上、7 月理事会までに提案すること、③講座とは別に、多年の経験を有する会
員へのインタビュー等を業として行うことを検討することとされた。

11

【検討】JAniCA 新聞
Vol.2 の発行と送付が報告された。

12

次回日程
7 月 23 日(土)

13 時～
以上

JAniCA$理事会$11-06-11$資料１

2011/06/11(土)

５ 懸念事項等


JAniCA 理事会
事務局定例報告

メールの配信不能者が増加しています。特
に国保に加入している会員については、早
急に連絡先の確認が必要です。

１

種別

11/05/14

11/06/10

変動

正会員

715

715

±0

19

19

±0

180

187

＋7

賛助個人

44

40

-4

賛助法人

1

1

±0

277

275

-2

業界会員
準会員

応援団

２



会員の入退会（2011/6/10 時点）

新規入会者承認（略）

３ 事務局作業実績（2011 年 5 月 14 日～）
05/16

外部問い合わせ対応(→杉井ギサブ
ロー氏)

05/--

意見交換会への補助作業

05/27

東京学生映画祭(→ヤマサキ代表)

05/29

Web 更新(申込フォーム)

06/02

会員通信「意見交換会案内」配信

06/03

外部問い合わせ対応(→芦田氏)

06/09

会員通信「CMT 案内」配信

06/09

JAniCATIMES Vol2 配送対応

他

会員入退会処理、会費未納者へ連絡、
国保対応、Web 更新

４

今後の予定
6/27
※

法人確定申告と納税

添付のファイルを参照ください。なお、
金額については 100 円単位の誤差が発生
する可能性はあります。

具体的には"～@mac.com"のアドレスが使
用できなくなっている会員が多いようです。

６

その他業界関連情報


6/16 AJA 懇親会に出席
以上
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