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人財募集 高給 組織中芯チャンス =同志= 一緒に目的 p.3-7 の為に働く仲間
第 1 次 30 名以上採用 = 組織中芯 実力者採用 = 数年内大型ビル完成迄には 千名以上採用予定

「各自の生きがいの創生」を目指してます。

何をしたいかご希望も‼
世界の人々の幸福・健康、生物･地球環境の改善、平和、科学･医学の為の研究所
生き甲斐を求める 皆のために働きたい = 善意で 意欲的な方、 大集合‼
【沿革】 国立の放射線医学総合研究所にて、不思議な 「潜在能力の科学」 を 1995 年から 大型国家
予算を得て 同所研究室長の山本幹男博士(医学)･博士(工学)が世界一の規模で始め、2001 年 本機構 IRI を
同志と創立、2005 年 34 年勤続定年退官時に研究室を 現 IRI 本部に移転、科学研究と推進継続活動中。
これらの成果と理念が高く評価され、 この度念願の 大型 「いやしのビル」 + 世界一の「潜在能力科学
研究所」･統合医療・ホリスティック(全人的)医療の 心療内科中心の大型クリニック等実現と 皆の幸せのための
国際総合研究機構(IRI ) の大型拠点ビル等 の企画・設計中です。
注： IRI は、特定の宗教・政党・カルト等反社会的勢力とは無関係な、純粋な非営利学術等団体です。目的 p.3-7。.
採用責任者 = IRI 理事長 山本幹男 博士(医学)・博士(工学)は、 氏名検索で、Wikipedia の最初に出ます

表１. 募集職種共通条件

募集職種は 次頁 表.２ (第 2 次以降は 表.３)、 ご質問・応募法は 表.４

第 1 次募集 30 名
=組織の中芯となる
スタッフ
応募者条件

p.3-7 各目的に賛同、学歴不問･実力主義、長期勤務可、中型自動車運転免許保持
心が綺麗・善良 = 皆の幸せの為に働きたいと思う、 外交的、 やる気が強い、
マネージメント・企画好き、 PC が得意 (最低 Word,Excel,E メール)、
2 年以上の経験者(但し、学生インターンは免除)、 主として 20 歳代女性の活躍の場
(結婚後･産休後も勤務可, 企画中の大型ビル内に、保育所･宿舎･レストラン等も)
職種共通
勤務地にアクセス良い か 転居可、
カルト等・反社会的勢力と一切無関係者
雇用等形態(種類)
正職員、パート、契約社員、委託、外注、学生インターン等 多種柔軟に応相談
人件費予算/人/年 フル勤務最高額例 (単位千万円、社会保険等･諸手当･税等全て含む予算額)：
高給
特別級 5,特待教授級 3,教授級 2,准教授級 1.5,講師級 1.3,助教級 1,補助員級 0.7,
昇給・昇格 博士級 1, 局長 3,部長 2,課長 1.5,係長１。
実力により年数回昇給昇格
試用期間
休暇
勤務地
① IRI 本部
② IRI 理事長分室
③ 今後予定
応募・選考
採用・昇格
雇用主等組織
現状本部スタッフ

最高 3 ヵ月、 試用期間時給相当： 税込 1,000～3,000 円以上/時間
完全週休 2 日制に近い (平均週に 2 日以上休める)、 年 120 日以上休める
千葉市稲毛区：ＪR 総武線 稲毛駅(快速停車,東京駅から 35 分) 東口 徒歩圏
〒263-0051 千葉市稲毛区園生(そんのう)町 1108-2 ユウキビル 4FA,4FB,3FA 室
東口 徒歩 13 分/ バス 3 駅目「園生団地入口」 直前、 １F ピザハットの白いビル
〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台 2-13-31 Peace 4 階建に見える,東口徒歩 4 分
稲毛駅近辺・本部ビル建設予定。 上行 Peace: ガラスドア ＋ 5m 幅ガレージ･シャッター
応募随時受付 ・ 1 次： 書類選考(次頁参照)、
2 次： 試験(知識の試験はしない・本要綱と IRI 等関連 HP を熟読の事)・面接
即時～応相談、 実力により数週間～数ヵ月で役付・幹部昇進可
特定非営利活動法人(NPO) 国際総合研究機構 (IRI, アイリ, 愛理) 等
所在：上行①
本要綱 と 各 HP をご熟読の上ご応募下さい
博士レベル研究者 5 名（内 副理事長女性）。 その他、支部、他部署、客員研究者、会員、多数。
編集・実務系では、２０年以上長期勤続 女性 2 名、 新人女性 2 名 内 1 名 1 級建築士。

次頁に続く

この頁をクリックすると 2 頁以降が出ます
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表２. 募集中職種/付加条件
番 第 1 次 募集中

職 種

説 明 数名で得意な事を分担

/職種別 付加条件

人数

① 研究所(IRI ) 事務局長候補

組織の中心として、全体を発展さす/自分も実務良く出来る方

数名

② 研究所(IRI ) 総務局長部課長候補

人事、庶務、法務、財務、等 /自分も実務良く出来る方

数名

③ 研究所(IRI ) 企画局長部課長候補

企画、広報、内外との連携、新事業展開

数名

④ 研究所(IRI )

IT ネット管理、HP 作成、HP デザイナー、ネット放送

数名

⑤ 研究所(IRI ) シンクタンク要員

ビッグデーター解析等

数名

⑥ 研究所(IRI ) 研究者・技術者

食用輪切キュウリが放出する極微量ガスの分析、他

数名

⑦ 国際学会(ISLIS ) 事務局長候補

学会の中心として、シンポ開催・会員管理等学会を発展さす

数名

⑧ 国際学会(ISLIS ) 学会誌編集部員

/学術誌編集経験者

数名

⑨ 心理カウンセラー

公認心理士、臨床心理士、それに準じる

数名

⑩ 1 級建築設計士

/大型ビル経験豊富、芸術センス高い方、CAD 得意

数名

⑪ 宅地建物取引士 賃貸売買経験者

/20 代独身女性の活躍の場、 インテリア・デザイン好きな方

数名

⑫ インテリア・デザイナー

/20 代独身女性の活躍の場、芸術センス高い方、CAD 得意

数名

⑬ デザイナー・広報要員

/20 代独身女性の活躍の場、芸術センス高い方、CAD 得意

数名

⑭ 理事長等秘書候補･企画スタッフ
⑮ クリニック院長・事務長候補
院長医師は、総合内科 か
精神科、その他も考慮可
IRI 新設クリニックの創設期院長

/20 代独身女性の活躍の場、 マネージメント・企画好きな方
/開業が数年先なので開業近く迄、医師は、現職のままで
アドバイザー雇用か、研究職として雇用も可。
事務長候補は、準備と他業務として雇用も可
帯津良一 帯津三敬病院名誉院長 IRI 院長若い方に交代

数名
数名

⑯ 学生インターン ’21. 12 月受付開始

/未経験者可(例外)

数名

IT 要員

(Ｏn Line 可)

英語バイリンガルも採用

実力に依り、卒業後採用可

表３. 第２次以降募集予定 (HP での募集開始をお待ちください)
募集 職 種
説 明 得意な事を分担 /職種別 付加条件
学生インターン ‘22.1 月受付開始 /未経験者可(例外)
実力に依り、卒業後採用可
研究者・技術者・シンクタンク
理系
研究者・シンクタンク 要員
文系
ネット放送・広報要員
マスコミ・放送・広報 経験者
大型ビル内 諸施設 各店長候補
レストラン,Spa,Gym,宿泊施設,等/ 長期経験者
/開店半年程前までは、アドバイザー等契約
第 3 次以降
募集開始： ビル完成 約 1 年前
採用： 約半月前
各種医療従事者、等
大型クリニック・健診センター 要員
各種代替医療・健康増進 要員
統合医療・ホリスティック(全人的)医療を実施
その他、ほとんどの職種必要
案内,警備,清掃,設備管理,リフォーム,等

人数
数十名
数十名
数十名
数十名
数名

数十名
数十名
数十名

山本 幹男 博士(医学) 東北大
・博士(工学) 電気通信大

科学平和文化財団 (SPC-F ) 理事長
国際総合研究機構 (IRI ) 理事長
国際生命情報科学会 (ISLIS )
理事長・編集委員長
元 文部科学省 放射線医学総合
研究所 研究室長・上席研究員
東邦大学 理学部 客員教授
千葉大学 大学院 客員助教授
東北大学 医学部 講師
米国 ワシントン大学 にて
約 2 年間滞在研究
「地球幸福憲章」 起草者代表

ISLIS 定期国際学会誌刊行

ISLIS 単行本刊行
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表４.

ご質問・応募法

① この要綱全頁・IRI のホームページ(HP)・国際生命情報科学会(ISLIS )の HP 等をご熟読の上、
以下事項を書き PC メールより下記に送信後、数時間以降又は次の日に、下記携帯にお電話ください。
記載必須： 氏名,年齢,男女他,携帯番号,固定番号,最寄り線名・駅名,自宅から稲毛駅迄時間,その他。
質問, 志望動機詳しく, 以下、簡潔に 略歴,スキル,希望事項(後記参照),
当方から携帯に掛ける事も在りますので、必ず下記携帯を登録し、出るかお掛け直しください。
質問・応募先：nsnpoiri@gmail.com 090-9232-9542 朝 6:30-19:00 無休 山本幹男 理事長
本などメール添付出来ない資料の送付先：
理事長分室： 〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台 2-13-31 Peace IRI 山本幹男
② 応募書類提出： ①の電話で了承を得た方は上記メールアドレスに③④⑤の応募書類をご添付提出
し、次日に確認のお電話もください。
1 週間しても、何も連絡が無い方は、督促のメールを入れてください。
③ 履歴書： ③のみ全て自筆手書き(④⑤は自作打込にて)、顔写真付、
男女他,自動車免許取得も忘れずに記入、携帯・固定電話・FAX(あれば)・PC アドレス必須。
④ 経歴・スキル表： 自作の綺麗な表で、 学校・職場で何をして来,何が出来るか,
特に PC に関する能力は詳細に, を判りやすく。
⑤ 希望書： 応募動機を詳しく、希望 職種･勤務形態･勤務日時・勤務開始日･どの位長く勤めたいか･
希望年俸・時給等。 IRI では何をしたいか･何をしたくないか。
もし全く自由ならほんとは何をしたいか･何をしたくないか。
質問など、その他、何でも。
コロナワクチン接種に関し： 接種 第 1 回： 月日 済/予定、第 2 回： 月日 済/予定、
接種出来ない： 理由、 接種拒否： 理由

表５. 各連携組織の目的と主な活動
NPO-国際総合研究機構（略称

表 5 の上部 4 組織の 理事長：山本幹男 博士(医学)・博士(工学)

IRI, アイリ, 愛理） 創立 2001 年、内閣総理大臣認証･設立 2002 年：

【目的】 この法人は、科学技術などの研究とその周辺活動の学際的・国際的かつ柔軟で迅速な推進に
関する事業を行い、不特定かつ多数のものに対する、理性と叡智、世界の文化・教育、心身の健康、生
活と社会・環境の向上、生き甲斐の創成、情報交流に寄与し、福祉と自然との調和ならびに世界の平和
に貢献することを目的とする。
【主な活動】 国立研究所時代からの「潜在能力の科学」の実験的研究を継続し、今まで計測できなかっ
た、手かざしや気を込めたグッズ等の強さの計測数値化法の開発に世界で初めて成功した。この方法で
「ピラミッドパワー」の強度も計測し多くの新発見を 10 報の世界的論文(HP 参照)として発表している。

IRI-生体計測研究所、IRI-幸福社会研究所も創立、2014 年 「地球幸福憲章」 を起草･発表。
IRI-College (IC ) 口座 「脳を知ろう !」 100 回継続中、 講師 河野貴美子 IRI 副理事長、
元日本医科大学、脳科学者、精神世界の脳波の権威 著書多数、100 回以上 TV 出演
潜在能力科学サイト (SS )
下記国際学会 ISLIS の事務局･編集部を受託し、52 回のシンポと国際学会誌の年 2 号発行を継続。
超党派国会議員連盟「人間サイエンスの会」の創立に参画、議員会館内での毎月の講演会を IRI が開
催を受託し共催者ともなり第 1 回の講師を山本幹男が務め、18 年間に 173 回を講師の選定を始め 20
名程のボランティアスタッフと共に開催した。 現在は終了。

INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE (IRI )
Since 2001
国際総合研究機構 (IRI )
人材募集⇒「人財募集要項」

山本 2021.11.15 版

p.4/7
（新設) 国際総合研究機構 (略称

IRI, アイリ ,愛理) (下欄 科学平和文化財団

一般財団法人 傘下)：

【目的】 本研究機構は、現代科学をもってしても原理が未だ解明されていない科学･医学･環境, また
哲学･社会分野の根本課題を中心に, 世界の科学･文化の叡智を結集して研究･解明し, その成果を
以って, 広く世界の人々の健康･福祉･生きがいの創生･不平等解消･幸福, 生物地球宇宙環境の回復と
世界平和に寄与する事を目的とする。
【主な活動】 新設 IRI の研究課題、組織図参照 p.5,6。
科学平和文化財団 一般財団法人 (略称 SPC-F ) 創立 2018 年：
【目的】 当法人は、科学技術、教育、文化、医療、健康、福祉、街創り、食料、環境、理念の研究・開発・発
展・普及等の主として非営利事業を通じ、広く世界の人々の幸福・平和と地球環境の改善に寄与する事を
目的とする。
【主な活動】 創立来、NPO- IRI や ISLIS を財政的に支えて来た。 2021 年冬から財政規模を拡大し、
傘下に上記 国際総合研究機構(IRI ) を新設し、企画設計し大型拠点ビル(「いやしのビル」や世界一の
「潜在能力科学研究所」を含む)を数年内に建設する。
新設 IRI の研究課題、組織図参照 p.5,6。
国際生命情報科学会 （略称

ISLIS, イスリス） 創立 1995 年：

【目的】 本会は生命情報に関連する科学的研究の推進ならびにその国際的交流提携をはかり、もって
学術の発展と人類の平和と福祉に寄与することを目的とする。
【趣意書】 ２０世紀の科学・技術は、主として意識・精神・心から独立した物質世界を研究対象としたパラ
ダイム（枠組）を築き、その範囲内での成果を納めてまいりました。
しかし、２０世紀のパラダイムの成果あるいはその延長ではとても説明できそうにない現象が、意識・
精神・心が関与する分野などでは現実に存在している可能性が指摘されております。
本国際学会は、国際的英知を結集し、その未知な現象を科学的実証に基づき明確化させ、その特性
と、原理の解明をめざし、２１世紀の科学・技術の新パラダイムを切り開き、科学・技術の革新ひいては人
類の平和な文化と福祉の向上へ寄与することを趣意といたします。
【主な活動】 創立来 26 年間、春夏年 2 回の「生命情報科学シンポジウム」を 52 回主催、本格的国際シ
ンポは、国の助成金を得て 約 40 名の海外研究者を招待し約 400 名の参加者にて幕張にて主催、
韓国の名門延世大やブラジルでも開催。 平年は、春は主に、東京工業大,横浜国立大,東京電機大,東邦
大医学部の大学で開催、夏は地方で 3 泊 4 日の合宿方式等で開催して来た。 コロナで、前回は初めて
Zoom 開催した。 英文和訳付きの国際学会誌を年２号刊行して来た。 事務局は IRI が受託中。
連携者： 帯津 良一 帯津三敬病院 名誉院長 日本のホリスティック(全人的)医学の第一人者、
IRI が新設予定の 愛理クリニック (IRI-Clinic) の創立期院長、 200 冊以上の著者
坂本 政道 IRI-共同研究者、 ㈱アクアヴィジョン・アカデミー 代表取締役、 数十冊の著者

ピラミッドパワー・プロジェクト(PPP)
高木 治,河野 貴美子,山本 幹男,坂本 政道

帯津 良一 名誉院長
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皆様へ 下記は, ⼀般財団法⼈傘下の 新研究所
(世界⼀の「潜在能⼒科学研究所」や「いやしのビル」を含む) 創⽴の案です.
090-9232-9542 まで, お寄せください.
既存の NPO-IRI を直ぐに⼤きく変更するものではありません.
各種有⽤⼈材募集中: 応募･推薦･質問 上記⼭本迄 NPO-国際総合研究機構(NPO-IRI )の HP ご参照

早急にご意⾒を

nsnpoiri@gmail.com

⼭本幹男

(新) 国際総合研究機構 (略称 IRI, ｱｲﾘ, 愛理)

構想 草案

International Research Institute (IRI)

⼭本 幹男 2021.9.30 版

【目的】
本研究機構は、現代科学をもってしても原理が未だ解明されていない科学･医学･環境, また哲学･
社会分野の根本課題を中心に, 世界の科学･文化の叡智を結集して研究･解明し, その成果を以って,
広く世界の人々の健康･福祉･生きがいの創生･不平等解消･幸福, 生物地球宇宙環境の回復と世界平和
に寄与する事を目的とする.
【研究課題 例】
・ 物質の微細構造･ 量子力学の謎は？

極微の物性は？

・ 宇宙の創生･終わりと膨張･果ては？

地球に起こる困難と克服法は？

・ 新エネルギー・新蓄電法は？
・ 病気の根本原因は何か？

食料の自給増産法は？

老化の原因は何か？

・ 脳と他の身体の役割は？

水の機能は？
ウイルス・ワクチン等への対処法は？

何が寿命を決めているのか？

腸や筋肉等の役割の最新成果は？

・ 精神神経免疫学の進歩は？

自然治癒力はどうしたら増強できるか？

・ 健康増進法, 予防・未病・統合・ホリスティック(全人的)医学・医療法は？
・ 催眠･瞑想･気功･ヨガ等の機構と効果は？
・ 気･ハンドパワー･ヒーリング･超能力等による治療の効果は？

それらの原理は？

・ ホメオパシー･波動機器等の効果と原理は？
・ 肉体を離れて精神･魂･霊は存在するのか？
・ 死後はどうなるのか？

「輪廻転生」はあるのか？

「生まれ替わり」はあるのか？

・ 念じるだけで物体に影響を与えられるか？
テレパシー･透視･予知等は存在するのか？

その原理は？

・ ＵFO･宇宙人･UMA 等の実情･実態は？
・ ピラミッドの機能は？
・ 物質が先か, 精神が先か？

神は存在するのか？

神とは何か？

・ どうしたら生物･地球･宇宙環境を回復できるか？
・ どうしたら世界平和が実現できるか？

どうしたら原水爆･生物化学兵器等を無くせるか？

・ どうしたら不平等･貧富差等を解消でき･幸福社会を実現できるか？
・ 経済システムは歴史と共に変遷してきたが、資本主義の後はどうなるのか？
・ 資本主義からの移行期の経済活動は？
・ ユートピアはどうあるべきか？ どうしたら実現できるか？

幸福度の指標は？
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顧問 対外連携含む
会⻑(本機構を象徴する)、副会⻑(会⻑に並ぶ) 対外連携含む
理事⻑(最⾼責任者), 副理事⻑(理事⻑を代理補佐), 理事⻑補佐･秘書
―理事⻑アドバイザー 対外連携含む
―倫理賞罰監査委員会 組織倫理(コンプライアンス),研究倫理,医療倫理, 賞罰, 監査
― IRI-College 教育, 普及 （国内外の⼤学･⼤学院･分校等への発展を⽬指す）
―連携室 (企画局企画部) 内部連携, 外部連携 国内･海外（アジア, 欧⽶, その他）, 受託事務局, 等
連携候補： NPO-国際総合研究機構(NPO-IRI), 国際⽣命情報科学会(ISLIS),
帯津三敬病院, アクアヴィジョン･アカデミー, 等 提携候補先募集中
―研究院
理念政策研究所

(理念,政策,哲学,歴史,社会,⽂化,経済,政治,教育,宗教,平和･戦争･安全保障,防災,
幸福,⾃由･⺠主･平等,健康,福祉,⾷料,資源,エネルギー,⼈⼝,環境,都市計画,産業,交通,等)
幸福社会研究所 ユートピア創り,幸福尺度,⽣き甲斐創成,弱者救済
未来病院研究室 統合医療院等＋連携者等
普及法研究所 教育,アカデミー,広報,出版,IT 活⽤,ネット放送,放送
理⼯医学研究所 物性,⽔特性,エネルギー,環境,⽣物,医学,等
IT 研究所 IT,IT 事業,IT 管理(防諜含む),⼈⼯知能,ビッグデータ,ＨＰ作成,エレクトロニクス,ネット放送
潜在能⼒科学研究所
⼼⾝研究部
⼼理研究室 ⽣理研究室 脳科学研究室 脳,催眠,瞑想,気功
ESP 研究部
第六感等 能⼒開発研究室
ピラミッド研究部
UFO 研究部
UMA 等も含む
(クリニック関連は, ⾏政との擦り合わせにて, 組織形態が変化します. )
―統合医療院 (名称候補：愛理クリニック(IRI-Clinic)) 統合･ホリスティック(全⼈的)医療を実施
クリニック部 ⼼療内科･総合内科･コロナ後遺症科･睡眠科･⾷療法科･予防未病科･
漢⽅科･リハビリ科･健診センター･放射線科･遠隔画像診断科･オンライン科
医師,看護師,⼼理カウンセラー,Ｘ線技師,療法⼠,薬剤師,検査技師,栄養⼠,保健師,
事務⻑,医療事務,受付,等
補完医療部 各種伝統相補代替補完医療(鍼灸,⾆診,脈診,整復,あん摩･マッサージ･指圧,
カイロプラクティック,催眠,アロマ,カラー,⾳楽療法,等)
健康増進部 各種健康増進法(⾷,合気道,⼩林寺拳法,柔道,空⼿,気功,太極拳,ヨガ,呼吸法,瞑想,
断⾷,能⼒開発,Gym,Spa,ダンス,卓球,バトミントン,ゴルフ,ビリヤード,ゲーム,等)
―企画局
企画部
新事業室 新事業展開 設計室 設計･インテリア デザイン 連携室 上記
広報部 広報と情報分析,連携 図書室 図書,資料
―運営局 建物,クリニック,Healing,レストラン,Gym,Spa,宿舎,駐⾞場,調剤薬局,等
サービス部 受付,駐⾞場,保育,宿泊･宿舎,広報,クリーニング,警備,清掃,等
出版部 編集,デザイン,イラスト,印刷
技術部 ⼯作物作成,加⼯
運営部 施設内運営,施設外運営,不動産･設計･デザイン･リフォーム,建設,等
施設部 設備,施設,保守･管理
―総務局
庶務部 庶務,法務,⽂書管理 ⼈事部 ⼈事,給与,厚⽣ 経理部 財務,会計,備品管理
―各⽀部

国内, 国外
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全世界の、

ヒューマニスト、ロマンチスト、アイディアリスト（理想主義者）、
エコロジスト、リベラリスト、パシフィスト(平和主義者）
全員集合 「地球幸福憲章 net」へ
2014 年 9 月 9 日発表版

起草者代表 山本 幹男 博士(医学)・博士(工学)

地球幸福憲章
The Earth Happiness Charter (TEHC) テーク
－ 人類は兄弟、生物は家族、地球・宇宙は家 －
-Humanity as Brothers and Sisters, All Living Creatures as One Family, the Earth and Universe as Home-

今日までの目覚ましい科学技術の進歩と資本主義経済システムにより、
今まさに物質文明が開花している。それは、人々の生活を快適にする一方で、
核兵器に象徴されるように人類絶滅の危機さえもたらした。更に、地球規模の
自然破壊や貧富格差を引き起こし、資源や覇権をめぐる紛争も絶えない。
本憲章は、繁栄の陰に生じた弊害や危機を乗り越え、人類と生物や地球・宇宙の
永続的で輝かしい未来を創るために、物質文明と精神文明を統合し、
「人類は兄弟、生物は家族、地球・宇宙は家」との根本理念に基づく
「地球幸福文明」への転換をここに提唱する。
目指す「地球幸福文明」は、今日までの文明の貴重な概念である、
自由・民主・平等・博愛・連帯・参画・福祉・健康・平和・自然保護・共生を
成熟させ現実化する。また、個性が生かされ、生き甲斐と愛・喜びに満ち、生き生きと
生きられる、皆が社会・生物・自然と共に 幸福に生きる事を
主眼とした文明である。
人種、民族、宗教、国家の垣根を超え、世界の人々による連帯と多様な価値観への
理解に基づく、あらゆる外交、経済、文化的努力により平和を実現する。
核兵器・生物化学兵器などの速やかな全面禁止、通常兵器の段階的削減、
そして廃棄を目指す。
経済システムは、弱肉強食・収奪と浪費型から、民主的で公正なシステムに転換する。
福祉・健康・文化・環境・共生・平和・精神性を重視した経済活動を促進する。
この文明の実現のためには、一人一人が、全ては全体と相互に繋がり合う、
掛け替えのない存在である事に気付き、先人の叡智に学び、潜在能力を開き、
他への思いやりの心を深めると共に、分かち合う行為が必要である。
本憲章に賛同する世界の人々による「地球幸福憲章ネットワーク」とその
「世界本部」をここに創設し、これを皆の力で発展させることにより、
本憲章と「地球幸福文明」の実現をめざす。
このために、世界の多くの人々・団体と叡智の
本「地球幸福憲章ネットワーク」への結集を求める。

