
墨田区弓道会 定款 

 

第一章 総則 

 

（名称） 

第1条 当会は墨田区弓道会と称する 

（事務所） 

第2条 当会は主たる事務所を東京都墨田区に置く 

 

第二章 目的および事業 

 

（目的） 

第3条 当会は墨田区における弓道の普及、会員の射技の向上および健康の保持、会員相互の  

親睦融和に寄与することを目的とする 

（事業） 

第4条 当会は前条の目的達成のため、非営利に次の活動を行う 

A) 墨田区弓道場の団体貸切・集団稽古 

B) 墨田区弓道場の整備・維持 

C) 会員および会員候補者への技術指導 

D) 墨田区弓道場での弓道初心者教室の実施 

E) 弓道における試合・大会への選手派遣 

F) その他関係する団体における行事等への参加・協力 

 

２ 法人税法施行令 5 条に列挙される収益事業は行わない 

 

第三章 会員 

 

（会員の構成） 

第5条 この会員の構成は次の 2 種とし、正会員をもって総会議決権があるとする。 

A) 正会員 この会の目的に賛同して入会した墨田区弓道連盟に所属する個人 

B) 準会員 この会の目的に賛同して入会した墨田区以外の弓道連盟に所属する個人 

（入会） 

第6条 正会員または準会員として入会しようとする者は、別に定める当会所定の様式による申込みを

行い、会⾧の承認を得るものとする 

２ 会⾧は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない 

３ 会⾧は入会を認めないときは、その旨を本人に通知しなければならない 



（入会金および会費） 

第7条 会員は、別に定める会費規程に基づき入会金および会費を納入しなければならない 

２ 別途、必要な経費を支払う義務を負う 

３ 除名される場合、支払った会費は返還しない 

（退会） 

第8条 会員は、別に定める当会所定の様式による退会の意思表示により、会⾧の確認を得たのち、

退会することができる 

（除名） 

第9条 会員が、当会の名誉を毀損、若しくは当会の目的に反する行為をし、または会員としての義務

に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、総会の決議により除名することができる 

（会員資格の喪失） 

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する 

A) 退会したとき 

B) 除名されたとき 

C) 総会での決議があったとき 

D) 2 年以上会費を滞納したとき 

E) 死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき 

F) 当会が消滅したとき 

 

第四章 役員 

 

（種別および定数等） 

第11条 当会に次の役員を置く 

A) 会⾧ １名 

B) 副会⾧ １名以上３名以内 

C) 理事⾧ １名 

D) 副理事⾧ １名以上３名以内 

E) 会計 ２名以上 

F) 監事 １名以上 

 

２ 役員は正会員の中から選出する 

３ 監事は、その他役員を兼任することはできない 

４ 監事を除くその他役員は兼任を妨げないが、役員は合計 3 名以上とする 

（報酬） 

第12条 役員は無報酬とする 

 



（職務） 

第13条 会⾧を当会の代表理事とし、会⾧は当会の業務を総理する 

２ 会⾧以外の役員は当会を代表しない 

３ 副会⾧は必要に応じ、指名した順序によって会⾧を補佐し、職務を代行する 

４ 理事⾧は会⾧の命により、各種大会・行事等において企画・実務の執行にあたる 

５ 副理事⾧は理事⾧を補佐し、職務を代行する 

６ 会計は当会の金銭の出入りを管理し、総会で必要な決算諸表を作成する 

７ 監事は独立して会計監査を行い、総会にて結果を報告する 

（選任） 

第14条 役員は総会の決議において選任する 

（任期） 

第15条 役員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない 

２ 辞任または任期満了後においても、役員は後任者が就任するまでその職責を負う 

３ 後任の選定がない場合には、次回開催の総会終結まで、最大 2 年その任期を伸⾧する 

４ 補欠または増員によって就任した役員の任期は、各期における任期の残存期間とする 

（欠員補充） 

第16条 役員のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充する 

（解任） 

第17条 総会の議決により、次の事項に該当するとき役員を解任することができる 

A) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき 

B) 職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があったとき 

 

第五章 役員会 

 

（構成） 

第18条 役員会は、役員をもって構成する 

（機能） 

第19条 役員会は次の事項を議決する 

A) 総会に付議すべき事項 

B) 総会で議決した事項の執行に関する事項 

C) 細則の変更に関する事項 

D) その他、総会での議決を要しない会務の執行に関する事項 

（開催） 

第20条 役員会は会⾧または全ての副会⾧が認めたとき、監事からの招集請求があったとき開催される 

（招集） 

第21条 役員会を招集するときは、日時、場所、目的および審議事項を役員に通知する 



（議⾧） 

第22条 役員会の議⾧は会⾧がこれにあたる。会⾧欠席の場合は、出席する副会⾧がこれにあたる 

（議事） 

第23条 議決事項は予め通知した議題とする 

（議決） 

第24条 出席した役員総数の過半数を持って決し、可否同数の場合は議⾧の決するところとする 

 

第六章 総会 

 

（構成） 

第25条 総会は正会員をもって構成する 

（権限） 

第26条 総会は、次の事項について決議する 

A) 役員の選任または解任 

B) 年度決算諸表の承認 

C) 会員の除名 

D) 会員資格の喪失 

E) 定款の変更 

F) 規程の変更 

G) 基本財産の処分の承認 

H) 解散および残余財産の処分 

I) 合併および事業の譲渡 

J) その他、重要事項 

（開催） 

第27条 定時総会は、原則毎年 3 月に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する 

 

(開催地) 

第28条 総会は、原則主たる事務所の所在地において開催する。ただし、電磁的方法による開催を 

妨げない 

（招集） 

第29条 総会は、役員の過半数の決定に基づき、代表理事たる会⾧が招集する 

（議⾧） 

第30条 総会の議⾧は会⾧が決定する。会⾧欠席の場合は、当該総会において議⾧を選出する 

（議決権） 

第31条 総会における議決権は、正会員 1 名につき１個とする 

 



（決議） 

第32条 出席した正会員の議決権の過半数をもって決議を行う。可否同数の場合は議⾧が決する  

ところとする 

（代理） 

第33条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することが 

できる。この場合においては、当該正会員または代理人は、代理権を証明する書類を提出  

しなければならない 

（議事） 

第34条 総会の議題はあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急を要する場合は当該総会出席者

の過半数の議決により議題とすることができる 

（議事録） 

第35条 総会の議事については、副会⾧が議事録を作成し、役員がこれに署名若しくは記名押印する 

２ 議事録の記録内容は次の通りとする 

A) 開催日時および場所 

B) 出席者数 

C) 審議事項 

D) 議事の経過の要領および議決の結果 

E) 議事録作成者の氏名 

 

第七章 資産および会計 

 

（資産構成） 

第36条 当会の資産は次に掲げるものを持って構成する 

A) 設立時の財産 

B) 入会金および会費 

C) 寄付金品 

D) 財産から生じる運用収益 

E) その他の収益 

（資産区分） 

第37条 当会の資産は非営利活動にかかる事業に関する資産のみとする 

（資産管理） 

第38条 当会の資産は会計原則に則り、会計が管理し、監事が会計監査人としてそれを監査するもの

とする 

（事業報告および決算） 

第39条 決算諸表は会計が作成、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない 

２ 決算上、剰余金が生じた際は次年度に繰り越すものとする 



（事業年度） 

第40条 毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる 

 

第八章 定款の変更、解散および合併 

 

（定款の変更） 

第41条 定款を変更しようとするときは総会にて、出席した正会員の過半数の議決を要する 

（解散） 

第42条 当会は次に掲げる事由により解散する 

A) 総会の決議 

B) 正会員の欠亡 

C) 合併 

D) 破産 

（残余財産の帰属） 

第43条 当会が解散したときに残存する財産は、総会を経て選定し、譲渡するものとする 

（合併） 

第44条 合併しようとするときは、総会にて４分の３以上の議決を経るものとする 

 

第九章 公告 

 

（公告の方法） 

第45条 決算諸表等は総会の決議を経た後、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する 

 

第十章 雑則 

（細則） 

第46条 定款の施行について必要な細則は、役員会の決議を経て、会⾧がこれを定める 

 

附則 

１ 定款変更日 

令和 3 年 4 月 18 日 改正 

 

２ 定款作成日 

平成 20 年 4 月 1 日 制定 

 

以上 

 


