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睦沢ふれあいスポーツクラブ規約

第１章 総則
（名称）
第１条 本クラブは，睦沢ふれあいスポーツクラブ（以下本クラブという）と称する。

（事務所）
第２条 本クラブは，事務所を長生郡睦沢町上之郷 番地に置く。1,565

第２章 目的及び事業
第３条 本クラブは，地域住民の健全な心身の維持・育成のため，日常生活の中でスポーツを楽
しみ，技術を高め全ての世代を通じて，一体感のある心豊かな地域社会の活性化に寄与するこ
とを目的とする。

（活動の種類）
第４条 本クラブは，前条の目的を達成するため次の活動を行う。
（１）社会体育の推進
（２）まちづくりの推進を図る活動
（３）スポーツの振興を図る活動
（４）環境の保全を図る活動
（５）子どもの健全育成を図る活動
（６）前号に掲げる活動を行う団体の運営，又は活動に関する連絡，助言又は援助の活動

（事業）
第５条 本クラブは，第３条の目的を達成するため，次の事業を行う。
（１）地域住民を対象とした，スポーツ活動等を推進する事業
（２）情報収集及びスポーツ広報啓発事業
（３）スポーツ指導員等研修事業
（４）地域交流イベント活動
（５）その他，本クラブの目的達成のために必要な事業

第３章 （入会の資格）
第６条 本クラブに入会を希望する者は，次の要件を備えていなければならない。
（１）地域住民で，本クラブの目的に賛同する者であること
（２）本クラブの定める規約を順守するものであること
２ 本クラブの会員は次の４種類とする
（１）正 会 員 本クラブの活動及び事業を推進する個人
（２）家族会員 本クラブの活動及び事業を推進する正会員の家族
（３）短期会員 上記（１）及び（２）の者で，１０月１日以降に入会する者
（４）賛助会員 本クラブの目的に賛同するために入会した，個人又は団体

（会費）
第７条 会員の会費は以下のとおりとする。

区分 種別 町内居住者 町外居住者

大人(高校生以上) ６，０００円 ７，０００円

正 会 員 小中学生 ４，０００円 ５，０００円

幼児 ３，０００円 ４，０００円

家族会員 １名につき ２，０００円 ３，０００円

短期会員 上記金額の半額

賛助会員 １口 １０，０００円

※ 保険料含む
２ 会費は，入会時に納入するものとする。
３ 一度納入した会費は返還しない。
４ 継続する場合，次年度会費は２月末日までに納入する。
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（入会手続）
， 。第８条 本クラブに入会を希望する者は 所定の手続きに従い会費を添えて申し込むものとする

また，入会後，入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には，速やかに届け出なけれ
ばならない。なお，体験活動は認めない。
２ 本クラブは，前項の申し込みがあったとき，正当な理由がない限り，入会を認めなければ
ならない。

３ 本クラブは，第２項のものの入会を認めないときは，速やかに理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。

（会員の資格の喪失）
第９条 会員が次の各号の一つに該当する場合には，その資格を喪失する。
（１）退会届の提出をしたとき
（２）本人が死亡ししたとき
（３）６ヶ月以上会費を滞納したとき
（４）除名されたとき
（５）営利を目的に活動したとき

（退会）
第１０条 会員は，本クラブが別に定める退会届を理事長に提出して，任意に退会することがで
きる。

（除名）
第１１条 会員が次の各号の一つに該当する場合には，本クラブの議決により，これを除名する
ことができる。
（１）この規約に違反したとき
（２）この本クラブの名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をしたとき
２ 前項の規定により，会員を除名しようとする場合は，議決の前に当該会員に弁明の機会を
与えなければならない。

第４章 役員及び職員
（種別及び定数）
第１２条 本クラブに次の役員を置く。
（１）理 事 ２０名以内
（２）監 事 ２名
２ 理事のうち，理事長を１名，副理事長を２名とする。

（選任等）
第１３条 理事及び監事は，理事会において選任し，総会に報告する。
２ 理事長及び副理事長は，理事の互選とする。

（職務）
第１４条 理事長は本クラブを代表し，その業務を総理する。
２ 副理事長は，理事長を補佐し，理事長に事故ある時又は理事長が欠けるときは，理事長が
あらかじめ指名した順序によって，その職務を代行する。

３ 理事は，理事会を構成し，この規約の定め及び理事会の議決に基づき，当クラブの業務を
執行する。

４ 監事は本クラブの会計を監査する。

（任期等）
第１５条 役員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。
２ 補欠のため，又は増員によりしゅうにんした役員の任期は，それぞれの前任者又は現任者
の任期の残存期間とする。

３ 役員は，辞任又は任期満了後においても，後任者が就任するまでは，その職務を行わなけ
ればならない。

（欠員補充）
第１６条 理事又は監事が欠けたときは，遅滞なくこれを補充しなければならない。

（解任）
第１７条 役員が各号の一つに該当する場合には，理事会の議決により，これを解任することが
できる。
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（１）心身の故障のため，職務の遂行に堪えないと認められるとき
（２）職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
２ 前項の規定により，役員を解任しようとする場合は，議決の前に当該役員に弁明の機会を
与えなければならない。

（職員）
第１８条 本クラブに，若干名の職員を置くことができる。
２ 職員は，理事長が任免する。

第５章 会議
（種別）
第１９条 本クラブの総会は，通常総会及び臨時総会の２種とする。

（総会の構成）
第２０条 総会は，正会員をもって構成する。ただし，正会員が１８歳未満の場合は，その保護
者に議決権を与える。
２ 家族会員で正会員となれるのは，１名とする。

（総会の機能）
第２１条 総会は，以下の事項について議決する。
（１）規約の変更
（２）事業報告及び収支決算
（３）解散

（総会の開催）
第２２条 通常総会は，毎年１回開催する。
２ 臨時総会は，次の各号の一つに該当する場合に開催する。
（１）理事長が必要と認め，招集の請求をしたとき
（２）正会員の３分の１以上からの要求があったとき

（総会の招集）
第２３条 総会は，理事長が招集する。
２ 理事長は，前条第２項による請求があったときは，速やかに臨時総会を招集しなければな
らない。

， ， ， ，３ 総会を招集する場合には 会議の日時 場所 目的及び審議事項を記載した書面をもって
通知しなければならない。

（総会の議長）
第２４条 総会の議長は，クラブの役員の代表から選出する。

（総会の議決）
第２５条 総会は正会員出席者数の過半数をもって可決し，可否同数の場合は議長の決するとこ
ろによる。
２ 総会における議決事項は，第２４条第３項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。

（総会の議事録）
第２６条 総会の議事については，次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
（１）日時及び場所
（２）正会員総数及び出席者数
（３）審議事項
（４）議事の経過の概要及び議決の結果
（５）議事録署名人の選任に関する事項
２ 議事録には，議長及びその会議において選任された議事録署名人２名以上が署名，押印し
なければならない。

（理事会の構成）
第２７条 理事会は理事をもって構成する。
２ 理事は会員及び関係機関等から選出する。

（理事会の機能）
第２８条 理事会は，この規約で定めるもののほか，次の事項を議決する。
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（１）総会に付議すべき事項
（２）総会の議決した事項の執行に関する事項
（３）事業計画及び収支予算の作成並びにその変更
（４）役員の選任又は解任
（５）会費の額
（６）その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

（理事会の開催）
第２９条 理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
（１）理事長が必要と認めたとき
（２）理事総数の２分の１以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請

求があったとき

（理事会の招集）
第３０条 理事会は，理事長が招集する。
２ 理事長は，前条第２号の規定による請求があったときは，理事会を招集しなければならな
い。

（理事会の議長）
第３１条 理事会の議長は，理事長がこれにあたる。

（理事会の議決）
第３２条 理事会の議事は，理事総数の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する
ところによる。

（理事会の議事録）
第３３条 理事会の議事については，次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
（１）日時及び場所
（２）理事総数及び出席者数
（３）審議事項
（４）議事の経過の概要及び議決の結果
（５）議事録署名人の選任に関する事項
２ 議事録には，議長及びその会議において選任された議事録署名人２名以上が署名，押印し
なければならない。

（部会の設置）
第３４条 本クラブに次の部会を置く。
（１）総務部会
（２）企画部会
（３）指導者部会
（４）広報部会

（部会の業務）
第３５条 各部会は次の業務を行う。

部会名 業 務

総務部会 ()本クラブの掌握()各部会間の調整()入･退会事務()財務1 2 3 3
企画部会 行事の企画･立案

指導者部会 ()指導者の派遣()指導者の登録()講習会･研修会の実施1 2 3
広報部会 活動状況を周知するため，広報誌等を定期的に発行する

第６章 施設の利用及び事故の責任
（施設の利用）
第３６条 指導者及び会員は，施設の使用規則を順守すること。
２ 指導者は，施設管理者よりの指示を会員に徹底させること。
３ 指導者及び会員は，事前に施設の安全点検をし，事故防止に努めること。
４ 万が一，施設の破損，損傷その他の問題が生じた場合は，速やかに施設管理者及びクラブ
に報告すること。

， 。５ 小中学生が参加する場合は 活動終了後寄り道をせず速やかに帰宅するよう指導すること
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（事故の責任）
第３７条 会員は，本クラブの活動に際して，本クラブの規約及び施設管理並びに指導者の指示
に従い，自己の責任において行動するものとする。
２ 会員は，盗難，傷害などの事故が起こっても，本クラブ及び指導者などに対し，一切の損
害賠償を請求しないものとする。

３ 指導者とは，会員のうち，理事長が委嘱した者をいう。

第７章 会計
（会計）
第３８条 本クラブの会計は，次の各号に掲げるものをもって構成する。
（１）会費
（２）寄付金
（３）事業に伴う収入
（４）その他の収入

（事業年度）
第３９条 本クラブの事業年度は，毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

第８章 雑則
， ， 。第４０条 この規則の施行について必要な細則は 理事会の議決を経て 理事長がこれを定める

付 則
１ この規則は，平成 年 月 日より施行する。


