（一財）青少年国際交流推進センター
オンライン事業 参加にあたっての注意事項（詳細）

本プログラムでは、参加者がプログラムの目的に沿った意見交換を妨げるような行為を行った又
は行おうとし た場合は、参加をご遠慮いただく場合があります｡
● youtube liveまたはZoom の利用規約に反する行為がある場合
● 本人以外の方が一緒に参加する行為がある場合*(参加のために介助が必要な場合は
除きます) ・本プログラムの運営を妨げるような行為がある場合
● 本プログラムを営利目的で利用する行為が判明した場合 ・本プログラムの名誉を傷つ
け、信頼を毀損する行為が判明した場合
● 本プログラムの配信映像の撮影、録音、録画行為が判明した場合 ・主催者、運営者、講
演者、参加者への誹謗中傷、脅迫や差別、プライバシー、人権等を侵害する行為がある
場合 ・主催者、運営者、講演者、参加者の著作権、肖像権、そのほか知的財産権を侵害
する行為がある場合 ・公序良俗に反する行為、犯罪行為、参加者の心身に悪影響を及
ぼす行為、またはその恐れのある行為が判明した場合
● 法令、法律に反する、反する恐れのある行為がある場合
● その他主催者、運営者が不適当、不適切と判断した場合 本プログラムに御参加いただ
いた時点で、以上の注意事項に同意したものとみなします。参加される際には、こ うした
ことが起きないよう了承の上、議論に参加ください。
本件についての問い合わせ先： 一般財団法人青少年国際交流推進センター
hq@centerye.org
Precautions for participating in the event (Details)
In this program, participants may be asked to refrain from participating in the program if they
perform or attempt to interfere in the exchange of opinions in line with the purpose of the
program.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

When there is an act that violates the Zoom Terms of Service
When someone other than the person participates together * (except when assistance is
required to participate)
When there is an act that interferes with the operation of this program
When the act of using this program for commercial purposes is found
When the act that damages the honor of this program which damages the trust is found
When the act of shooting, recording, or recording of the delivered video of this program is
found
When there is an act of defaming the organizer, the administrators, speakers, or the
participants, threatening or discriminating, privacy, human rights, etc.
When there is an act that infringes the copyright, portrait right, or other intellectual property
rights of the organizer, administrators, or participants.
When an act that is offensive to public order and morals, a criminal act, an act that adversely
affects the mind or body of a participant, or an act that may cause such an act is found.
When there is an act that violates or may violate the law
When the organizer or the administrators determine that it is inappropriate to participate in
this program, you are deemed to have agreed to the above precautions. Please be aware that
this case will not be realize when you participate in the discussion

Contact for inquiries regarding this matter Center for International Youth Exchange
hq@centerye.org
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