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1：	 CCSを作る目的

CCS とは Corporate	Culture	Standard の略で、団体活動の判断基準を明確にし、
個々の考え方、行動を統一することで、団体としての方向性をそろえることを目
的としたものです。
メンバーの人間力を向上し、参加意識を統一するためのツールです。

2：	 CCSの使い方

活動、運営中は CCS を常に携帯し、活動、運営の中で迷いが生じたときには、
他人に確認する前に CCS を読みます。CCS に書かれていることはすべてに優先
しますので、書かれていることは書かれている通りに実行します。
万が一紛失した場合は、速やかに事務局に連絡してください。

＜やってはいけないこと＞
•	CCS をコピー（撮影を含む）、転載すること
•	他人に譲渡、貸出すること
•	廃棄すること

3：	 CCSの配布について

配布時に 2,000 円の預り金をお預かりします。
CCS は 6 ヵ月ごとに改定するため、改定時に返却されないこと、また、紛失、
漏洩などを防止するためです。
なお、預り金は CCS が不要になった場合、お申し出により速やかに返却いたし
ます。（預り金に利息は発生しません）

（配布先）
池本克之、関谷政弘、関谷珠紀、畠田留美、安野弘之、レノンリー、原まどか、
小笠原美穂、六田裕美、森大樹、渡部涼、迫田良平、横山博紀、菊池捷太
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4：	 CCSの更新について

6か月ごとに配布しているメンバーにアンケートをとり、集計し、更新作業をする。

5：	 CCSの返却について

CCS は新規参加メンバーなどに貸し出す場合があります。その際には、預り金と
して 2,000 円をお預かりします。貸し出した後、返却されないことを防止する
ためです。
また、CCSが不要になった場合はいつでも返却することができます。

6：	 設立の想い

代表の池本がとある慈善団体に募金したとき、
「このお金は自分が支援したい人たちの元にきちんと届くのだろうか？」
と気になったことがきっかけです。
調べてみると、その団体の人件費や広告費に多くのお金が使われている
実態を知りました。
「それならば、100円を 100 円のまま善意を 100%届ける方法を考えよう」
このような経緯でAre	You	Happy?	Japan を立ち上げました。
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7：	 代表からの最新メッセージ

アメリカでアフリカ系のジョージ・フロイドさんが警察官の暴行が原因で亡く
なったニュースがある。
人種差別の激しさ、発生頻度は、日本では実感がないだろう。
欧米で暮らす日本人から聞くところによると、白人以外からの人種でも、警察官
などの公的職業以外からでも、至る所で差別を感じるのが実態だという。
日本でももちろん韓国、朝鮮系の人たちに対する差別はいまだにある。
これも、そうでない人には実感がないだろう。
実感がなく気が付かないこと。それこそ私たちが気にすべきテーマなのだ。
相変わらず、小さな、地道な活動だが、これでも続けていきたい。誰にも気づか
れなくても。

8：	 株式会社パジャ・ポスとの関係

代表の池本は、コンサルティング会社であるパジャ・ポスを兼務しています。
パジャ・ポスの役割は、コンサルティングの法人顧客に AYHの活動に共感、参
加、支援を依頼することです。また、CCS や TDCはパジャ・ポスの商品として
顧客に提供しており、その経験をもとにAYHの支援先にも提供する仕組みになっ
ています。

9：	 原則的な活動指針

「無関心をなくそう」
これが私たちのキャッチコピーです。
私たちと一緒に世の中から無関心をなくし、みんながHappy でいられる社会を
目指しましょう。

私たちはボランティアコンサルティング事業を行なっています。
これは、募金だけでなく代表池本らがビジネスで培った経験を
もとに組織の動かし方をお伝えし、団体をサポートしていくというものです。
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10：	 年度計画

偶数月に　AYH定例会
奇数月に　武蔵野プリティープリンセス練習参加（試合への応援）
都度、支援している団体のイベントに参加

11：	 運営判断の基準

•	理念に沿っているか
•	メンバー（関わる人全員）の幸せに沿っているか
•	継続性があるか

12：	 メンバーの参加方法

•	AYHの理念に賛同できればいつでもだれでも参加できます（子供同伴歓迎）。
•	メンバーは各自のできる範囲で自由に参加できます。
•	会費などの徴収はありません。ただし、交通費などの実費は自己負担となりま
す。
•	新たに参加する見込みがあるメンバー候補は、定例会やイベントにお連れする
などいつでも紹介することができます。
•	定例会やイベントによっては、オンラインで参加することができます。
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13：	 活動実績

•	武蔵野プリティープリンセス
	（埼玉県女子障がい者ソフトボールチーム）
•	横浜こどもホスピス
	（余命宣告を受けた子供に施設を提供する団体）
•	ポラリスプロジェクトジャパン
	（性的搾取などの人身取引問題の解決に取り組む団体）

その他支援実績
学校・地域団体
	 神奈川県立高校野球部複数
	 千葉市少年野球チーム複数
	 東久留米市大学バスケットボール部
	 目黒区バスケットボールクラブチーム
	 社会人アメリカンフットボールチーム
	 アルティメット女子社会人チーム
	 広島県高校教員団体
	 東京都私立高校バスケットボール部
	 東京都女子フットサルチーム
	 スポールブール日本代表チーム　　
	 一般社団法人国際徳育協会　　　他

企業
	 医療、美容関係、クリニック
	 渋谷区化粧品会社
	 保険代理店
	 滋賀県印刷会社
	 福島県ヒーリングセンター
	 大阪府広告代理店
	 千葉市セラピストコミュニティ　　他
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14：	 成長戦略

誰　　　に	 AYHの理念と共通する活動をしている団体
何　　　を	 	CCS の導入、TDC の提供、その他都度必要とされる（適した）

活動
どのように	 支援団体のイベント、定期活動への参加

15：	 共通のツール

•	Facebook（メンバーへの連絡）
•	Zoom（会議ツール）
•	Congrant（寄付フォーム）

16：	 共通の言語

･	AYH定例会
2 か月に一回、奇数月の第 2火曜日 18 時から 20 時まで行う定例会議。アイス
ブレイクから始まり、支援している団体の現状報告や次回イベントの情報共有、
テーマに沿った話し合いを実施します。

･ プリプリ
埼玉県女子障がい者ソフトボールチーム、武蔵野プリティープリンセスの略。
監督と言えばプリプリの工藤監督のこと。

･	TDC
Teamship	Discovery	Campの略。代表池本が提唱する、話し合いを通して、コ
ミュニケーション力を高めるメソッドです。
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17：	 支援基準

■選定対象
AYHの理念と共通する活動をしている団体
メンバーは定例会で支援基準を満たすと思われる団体等について、支援対象とす
ることを提案できます（HP、団体の案内等の印刷物を用意する）

■審査基準のアップデート
（タネまきプロジェクトを踏襲する）
•	社会貢献になっていること
•	無駄なコストがないこと
•	売名行為ではないこと
•	継続性があること
•	特定の思想・宗教と無関係であること
（教会や寺院などが発祥の場合は除く）
•	団体のミッション・ビジョン・バリューに共感できること
•	理事会に正常な意思決定機能がある
•	本気の成長をのぞんでいること
•	国内での活動に限る。
（海外活動がある場合もメインの活動が国内であること）
•	人を対象とする長期的かつ直接的な支援に限る。
（特定の個人を対象とするものは除く）
•	今後の活動計画が当面 3年間表すものがあること。
•	所在地が離島を除く一都三県（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）のいずれ
かであること。

■他団体との交流についての流れ
•	活動の拠点詳細、活動内容、今後の活動計画がわかるものを提出してもらう。
•	メディアに掲載がある場合はその資料を提出してもらう。
•	AYH定例会での提案までに池本と事務局で他団体代表と面談し、基準を満たす
かを確認する
•	AYH定例会で報告。支援について協議する。
•	協議後、他団体代表に AYH定例会に来てもらい、活動概要や今後の活動展開
についての話を聞く。
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■支援上限額
定めない。金銭的支援がAYHの目的ではないので。

■支援内容
AYHのメンバーでできることをする。

18：	 活動環境

メンバーは環境を改善し、お互い働きやすいものにします。
以下の行為は、活動環境として相応しくないため禁止します。

•	高圧的な言動や態度
•	差別的発言や嫌がらせ
•	特定の個人に対するイジメ
•	副業へ勧誘
•	宗教、人種がからんだ中傷や冗談

AYHで活動する人間として慎むべきこと
•	公の場でメンバーの誹謗、中傷
•	汚い言葉遣い
•	無礼なふるまい
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19：	 コミュニケーション

1.	聴く
自分の主張よりも先に相手の話を最後まで聴く。耳を傾けて関心をもって聴くこ
とで相手の考えを受け止める。

2.	シンプル
結論から先に伝える。結論に至った事情や背景は後から、もしくは求められた場
合に伝える。

3.	ストレート
率直に伝える。言葉遣いの配慮は必要であるが、曖昧な表現で誤解を招かないよ
うにする。

4.	正確性
事実を伝える。起こった出来事に感情を混ぜることで情報を操作しないようにす
る。

5.	反応
問いかけに対して、すぐに反応する。コミュニケーションにおいて無反応は悪で
ある。

6.	挨拶
お互いの表情が見えるように、アイコンタクトとともに挨拶をする。

7.	質問
わからないことはすぐに質問する。わからないままにしない。質問は答えを持っ
ている人にする。

8.	提案
どうしたらいいですか？と訊く前に自分の考えを理由とセットで提案をする。
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20：	 メンバーが SNSで発信する場合のルール

•	原則自由に発信できるが、支援先、メンバーの個人が特定できる画像などの情
報については該当の個人と事務局に必ず確認したうえで発信すること
•	支援先や AYH、AYHのメンバーについての問題点などのネガティブな情報は
発信してはいけない。またそれらの問題点は定例会の議題として提案してくだ
さい

21：	 内部管理の体制

組織の役割を明確にし、それに伴う権限と責任を割り当てます。
事務局・・・小笠原、六田、森、渡部、横山

22：	 運営のやり方

•	一週間前と 3日前にイベントの告知をする。
•	AYHの定例会の議事録は 1週間以内にはアップする
•	やることには必ず期限を付ける
•	団体を支援するときには、相手の期待を明確にする。

＜やってはいけないこと＞
•	期限のない活動、作業をすること
•	目的が不明確な活動をすること
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23：	 事務局の役割

SNS発信作業	 小笠原、六田
活動案内	 小笠原、六田

24：	 AYH名前の由来

「あなたは今、幸せですか？」
そしてあなたの周りの人たち一人一人は幸せですか？
私たちはHappy を実現するお手伝いをします。
みんながHappy でいられること。
それこそが私たちの望む社会・世界・地球の姿であるため、
「Are	You	Happy?	Japan」という名前にしました。

定例会の運営について
世の中から無関心をなくすため、2ヶ月に 1回定例会をします。
定例会はアイスブレイクから始まり、支援している団体の
現状報告や次回イベントの情報共有などをしています。
雰囲気はカジュアルで、初参加の方も多数います。
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25：	 代表　池本克之について

1965 年神戸市生まれ
組織学習経営コンサルタント
株式会社パジャ・ポス代表取締役
NPO法人	Are	You	Happy?	Japan 代表

ドクターシーラボとネットプライス 2社の社長を務め、上場に貢献。
年商 3億円の企業をわずか 4年で 120 億円にするなどし、「成長請負人」と
呼ばれる。現在は 7社の社外取締役を務めつつ、コンサルタントとして
一部上場企業からベンチャー企業まで 300社以上を指導。
社会貢献のために「	Are	You	Happy?	Japan」を運営している。

■連絡先
•	事務局
	 Facebook　AYH会議ページ
	 メールアドレス　info@areyouhappyjapan.org

■支援先
	 武蔵野プリティープリンセス　監督　工藤陽介氏　
	 NPO法人横浜こどもホスピス　代表理事　田川尚登氏　

■寄付について
	 クレジットカード決済、または銀行振込から選べる。最低寄付額は 1,000 円。
	（クレジットカードは決済上限 100万円 /月）
	 https://congrant.com/project/areyouhappyjapan/860

決済方法と必要情報を入力すると、クレジットカード決済の場合は決済画面へ遷
移する。
銀行振込の場合は、完了後にお振込先の情報がメールで送付される。
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　　　　年　　　	月　　　日　　

私は、AYHの活動に参加します。

同意のサイン　　　　　　　　　　　　　　　


