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浜名湖	日本・オーストラリア協会	/	浜名湖	日本・ニュージーランド協会	

Hamanako Japan-Australia Society / Hamanako Japan-New Zealand Society 
	

行動規範（code of conduct） 

 
当協会について（The Society） 
	

		浜名湖	日本・オーストラリア協会、浜名湖	日本	ニュージーランド協会は、日本とオーストラリア、日

本とニュージーランドの両国の交流促進を目的に 2006 年	静岡県・湖西市にて設立。また在日オーストラリ

ア大使館、在日ニュージーランド大使館との中役を担います。当協会は、ボランティアで構成されている団

体であり、非営利、政治、民族や宗教団体ではありません。	

  The Hamanako Japan-Australia Society / Hamanako Japan-New Zealand Society were established in Shizuoka (Kosai city) 

in 2006 in order to promote a common interest in all matters related to Japan and Australia, Japan and New Zealand between 

the people of the two countries, to act as the official channel of communication between the Embassy of Australia and New 

Zealand in Japan. The Society is a not-for-profit, non-political, non-racial and non-sectarian organisation, solely run by 

volunteers.  

 
活動目的（Our objectives）	

	

1. 人と人との相互理解を深める。 
2. 浜名湖（日本、静岡県、湖西市、浜松市）への観光客の誘致。 
3. 日本とオーストラリア、またはニュージーランド、それぞれの国の人と人との交流を促進。 

4. 日本、オーストラリアとニュージーランドにおいて、同じ活動、または団体との連携。 

 

1. To foster mutual understanding between the peoples. 

2. To attract tourists for Hamanako (Japan Shizuoka pref. Kosai city and Hamamatsu city) 

3. To encourage interest in all matters related to Japan and Australia or Japan and New Zealand between the people of the 

each country. 

4. To co-operate with other organisations in Japan, Australia and New Zealand with similar objectives. 
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主旨（Purpose）	

	 	

	 本「行動規範」は、当協会が主催する全ての会合、イベント、またインターネットにおける適切な行動に

ついての指針であり、準会員、会員、参加者に適用されます。	

	 This document is a guide to appropriate behavior and applies to staff, members and participants in all Society meetings, 

events, and Internet. 

 

原則と実例（Principles	and	examples）	

	

	 当協会の活動は多岐にわたりますが、誠実さを保ち、相互を尊重し、礼儀を保ち、文化的な配慮を保つと

いう基本原則は、全ての活動において適用されます。	

	The activities of the Hamanako Japan-Australia Society / Hamanako Japan-New Zealand Society are diverse, and the basic 

principles of integrity, mutual respect, politeness and cultureal sensitivety, are relevant to everything we do. 

	

以下に適切な行動の実例をいくつか示します。	Examples of appropriate conduct include. 

	

1. 他の人々に対する配慮、特に当会の多文化的な会員と活動に対する配慮を守って交流する。	

2. 自己コントロールに努める。適切な言葉を用い、攻撃的な行動を避ける。	

3. 利害関係の調整。特定の者に利害関係が生じる可能性がある場合は、その可能性を指摘、また利害が生

じると判明した場合は、その関連事項そのものの討議を取りさげる。	

4. 法律を遵守する	不適切な行動の例:	

1. 他の人々に対する嫌がらせや、いじめ。	

2. 大声をあげる、他人を傷つけるような言葉づかい、当会の活動を妨害するなどの行為。	

3. 所有物の悪用、横領、窃盗、損傷。	

4. 暴力団や、犯罪を構成するような行為。	

5. 会の信用を失墜させるような行動。	

6. インターネット、携帯電話、雑誌上などにて、他の人々に不快感を与えるような映像、画像、音の

使用。	

	

1. Communicating in a manner that is considerate of others, particularly taking into example the multicultural nature of the 

Societies membership and activities. 

2. Self control – using appropriate language, avoiding aggressive behaviour. 	

3. Managing conflicts of interest – declaring actual or perceived conflicts in Society decision making and withdrawing from 

meeting discussions on the relevant matter.	

4. Obeying the law.	 Examples of inappropriate conduct are	

1. Harassing or bullying others. 

2. Shouting, using abusive language and disrupting Society activities.	
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3. Misuse, misappropriation, theft or damage to property.	

4. Conduct constituting terrorist and a criminal offence.	

5. Behaviour which brings the Society into disrepute.	

6. Using images and sounds likely to offend others (on internet, images / sounds on mobile phones, magazines). 	

	

	 上記の例は、全ての具体例を示すものではありません。許容できない、または不適切な行動をとる当会の

会員は会則にのっとり懲戒処分の対象になる場合があります。	

	 These examples are not an exhaustive list but a guide to behaviour which is acceptable and unacceptable. Society members 

who display unacceptable or inappropriate behaviour could be subject to disciplinary action under the Rules of the Society. 	

	 	

	 この規範に対する違反の可能性のある行為を目撃、また気が付かれた場合は、当協会事務局まで、ご報告

ください。	

	 Anyone witnessing or aware of potential breaches of this Code should report it to the Society office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Code of Conduct was approved by the Hamanako Japan-Australia Society / Hamanako Japan-New Zealand Society Committee of Management on 01/01/2017. 


