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第１章 総則 

（名称）  

第１条 本クラブは、川南スポーツ合衆国（以下「クラブ」という。）と称する。 

（事務所）  

第２条 本クラブの事務所は、川南町大字川南１３７１２番地２４に置く。 

（目的）  

第３条 本クラブは、サンバ（３つの場（地域コミュニティの形成の場、子

供たちに家の外で活動することの楽しさを伝える場及び一般町民のスト

レス解消、健康増進の場））活動をスポーツを通して提供し、もって地

域スポーツ振興及び普及に寄与することを目的とする。 

（活動）  

第４条 本クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。  

 （１） 各種スポーツ教室（以下「教室」という。） 

 （２） スポーツ交流サークル事業 

 （３） レクリエーション活動  

 （４） スポーツイベント活動  

 （５） スポーツ情報発信事業  

 （６） その他本クラブの目的を達成するために必要な活動  

第２章 会員 

（資格） 

第５条 会員の資格は、次の全ての要件を満たし、かつ、クラブが認めたともの

とする。 

（１） 暴力団員でない者 

（２） 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有していない者 

（３） 別に定める会員規約を承認できる者 

（入会手続） 



第６条 本クラブに入会を希望するものは、別に定める会員規約を確認し、入会

申込書（様式第１号）を提出しなければならない。 

（資格の喪失）  

第７条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。 

 （１） 本人から退会の申出があったとき。 

 （２） 継続して３か月以上別に定める会費を滞納したとき。 

 （３） 除名されたとき。 

（退会） 

第８条 会員は、退会しようとするときは、本クラブにクラブ退会届（様式第２

号）を提出し、任意に退会することができる。 

（除名） 

第９条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の判断により除名

することができる。 

 （１） 法令規約に違反したとき。 

（２） 本クラブの名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為を

したとき。 

（３） その他理事会が除名に該当すると判断したとき。 

２ 会員を除名するときは、当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。 

３ 会員を除名したときは、総会において報告しなければならない。 

（拠出金品の不返還）  

第１０条 本クラブに対し、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は

返還しない。 

第３章 役員 

（役員）  

第１１条 本クラブに次の役員を置き、その人数は、当該各号に定めるとおりと

する。 

 （１） 理事長 １人 

 （２） 副理事長 １人 

 （３） 理事 １０人以内 

 （４） 監事 ２人 

２ 役員の選出は、次のとおりとする。 

 （１） 理事長及び副理事長は、理事の互選によって選出する。 

 （２） 理事は、別表に掲げる団体等の関係者から選出する。 

 （３） 監事は、理事長の指名により任命する。 

３ 役員の職務は、次のとおりとする。 

（１） 理事長は本クラブを代表し、業務を総理する。 

（２） 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故等があるとき、又は欠けた

ときはその職務を代行する。  

（３） 理事は、理事会を構成し、クラブの業務を執行する。 



（４） 監事は、業務執行の状況及び財産の状況を監査する。 

（任期）  

第１３条 役員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。 

２ 前項の規程にかかわらず、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。  

（欠員の補充）  

第１４条 理事又は監事のうち、任期途中で欠けたときは、遅滞なくこれを補充

しなければならない。 

（役員の解任） 

第１５条 役員に、職務上の義務違反又はその他役員としてふさわしくない行為

があったとき若しくは心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる

ときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。ただし、その

役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。  

第４章 会議 

（会議） 

第１６条 本クラブの会議は、総会、理事会及び運営委員会とする。 

２ 総会は、次の事項について審議する。 

 （１） 規約の制定及び改廃  

 （２） 事業計画及び収支予算並びにその変更  

 （３） 事業報告及び収支決算  

 （４） 役員の選任又は解任、職務及び報酬  

 （５） 入会金及び会費の額 

 （６） その他総会に諮ることが適当と認める事項 

２ 理事会は、次の事項について協議する。 

 （１） 前項各号の事前協議  

 （２） 運営に関する事項  

 （３） 運営委員会から上程された事項 

 （４） その他理事会が決定することが適当と認める事項 

３ 運営委員会は、次の事項について協議する。 

 （１） 本クラブの目的に即した運営を図る企画に関する事項 

 （２） スポーツ振興を目的とする企画に関する事項 

 （３） その他本クラブの運営に必要な事項 

４ 本クラブの会議のうち総会及び理事会に、次に掲げる者をオブザーバーとし

て出席の依頼をしなければならない。 

 （１） 川南町スポーツ振興担当者及び健康推進担当者 

 （２） ＴＭＯ医商連携事業委員会関係者 

 （３） 学校関係者 

 （４） みやざき広域スポーツセンター担当者 

（５） 宮崎県体育協会クラブアドバイザー 



 （総会） 

第１７条 総会は、年１回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めると

きは、臨時に招集することができる。 

２ 総会は、教室の会員から２人以上の代表者（以下「教室代表者」という。）

を選出し、選出された教室代表者及び役員をもって構成する。ただし、未成年

を主とする教室の場合、会員の保護者とする。 

３ 総会は、教室代表者及び役員の過半数の出席がなければ開くことができない。

ただし、教室代表者に限り委任状又は教室の会員をもって出席に代えることが

できる。 

４ 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。ただし、第１６条第２項第１号に規程する議事については、出席者の

３分の２以上の議決を経なければならない。 

５ 総会は、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） 出席した者の数 

 （４） 審議事項  

 （５） 議事の経過の概要及び議決の結果  

 （６） 議事録署名人の選任に関する事項 

６ 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人が署名、

押印しなければならない。 

 （理事会） 

第１８条 理事会は、理事で開催し、必要に応じて理事長が招集する。 

２ 理事会の議長は、理事長をもって充てる。 

３ 理事会は、３分の２以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 理事会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

５ 理事会は、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） 出席した者の数 

 （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  

６ 議事録には、議長及びその会議において選任議事録署名人２人が署名、押印

しなければならない。 

（運営委員会） 

第１９条 運営委員会は、川南町スポーツ推進委員（以下「運営委員」という。）

をもって構成し、必要に応じて事務局長が招集する。 

２ 運営委員会の議長は、事務局長をもって充てる。 



３ 運営委員会で議決すべき事項は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは

議長の決するところによる。 

４ 運営委員会の協議録については、次の事項を記載した協議録を作成しなけれ

ばならない。  

 （１） 日時及び場所  

 （２） 出席した者の数 

 （３） 協議事項  

 （４） 協議経過の概要及び議決の結果  

第５章 部会 

（部会）  

第２０条 本クラブは、次の部会を設置することができる。 

 （１） 総務部会 

 （２） 広報部会 

 （３） 指導者部会 

 （４） その他理事長が必要と認める部会 

 （部会役員） 

第２１条 部会に次の部会役員を置き、その人数は、当該各号に定めるとおりと

する。 

 （１） 部会長 １人 

 （２） 副部会長 １人 

 （３） 部会員 ３人 

２ 部会役員の選出は、次のとおりとする。 

 （１） 部会長及び副部会長は、部会員の中から選出する。 

 （２） 部会員は、会員及び本クラブ関係者の中から選出する。 

３ 部会役員の職務は、次のとおりとする。 

（１） 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。 

（２） 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故等があるとき、又は欠けた

ときはその職務を代行する。 

（３） 部会員は、会務をつかさどる。 

 （部会員の任期） 

第２２条 部会員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補

欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （部会の協議事項） 

第２３条 各部会の協議事項は、次のとおりとする。 

２ 総務部会 

 （１） 本クラブの全運営を統括に関すること。 

 （２） 本クラブ会員の資質向上に関すること。 

３ 広報部会 

 （１） 本クラブの広報活動 



 （２） 本クラブ広報誌等の企画及び発行に関すること。 

 （３） 本クラブのホームページ作成、更新に関すること。 

４ 指導者部会 

 （１） 本クラブ指導者の育成に関すること。 

 （２） 本クラブ指導者の派遣に関すること。 

 （部会の報告） 

第２４条 各部会で協議した事項は、理事会に報告することができる。 

第６章 事務局 

 （事務局） 

第２５条 本クラブの庶務を処理するため、事務所に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、理事長が任命する。 

３ 事務局長は、クラブマネジャーとして日常活動を統括し、本クラブの庶務全

般を行う。 

４ 事務局員は、アシスタントクラブマネジャーとして、事務局長を補佐し、本

クラブの書記会計を処理する。 

第７章 会計 

(会計の原則）  

第２６条 本クラブの会計は、簿記の原則に従って行うものとする。  

（経費）  

第２７条 本クラブの経費は、別に定める入会金、会費、事業収入、補助金、寄

附金、協賛金、繰越金及びその他の収入をもって充てる。 

（会計年度）  

第２８条 本クラブの会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

わる。 

（事業計画及び予算）  

第２９条 本クラブの事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総

会の議決を経なければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しない時は、

予算成立まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出することができる.  

３ 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとする。  

４ 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、規定

予算の追加又は補正をすることができる。この場合において、理事長は、直近

の総会で予算の追加又は補正について報告しなければならない。 

（事業報告及び決算）  

第３０条 本クラブの事業報告書等の決算に関する書類は、年度終了後速やかに

理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。  

２ 会計の決算上剰余金が生じた場合は、次年度に繰り越すものとし、構成員に

分配してはならない。 

 



第８章 事故 

（事故の責任）  

第３１条 会員は、本クラブの活動に参加する場合、本クラブの諸規定及び施設

責任者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、前項に違反して、盗難及び傷害等の事故を発生させた場合は、本ク

ラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。 

（保険の加入）  

第３２条 会員は、スポーツ傷害保険等に加入するものとする。 

２ 本クラブは、第４条各号に掲げる事業で会員が傷害を負った場合、前項で加

入するスポーツ傷害保険等の補償範囲内で補償する。 

３ 本クラブは、会員以外の者を第４条第３号及び同条第４号に掲げる事業に参

加させる場合は、事前に行事保険に加入しなければならいない。 

４ 本クラブは、会員以外の者が第４条第３号及び同条第４号に掲げる事業の活

動中に傷害を負った場合、行事保険の補償範囲内で補償する。 

（事故の対応）  

第３３条 本クラブは、活動中に事故が発生した場合、別に定める「事故対応マ

ニュアル」に従い対応するものとする。  

第９章 雑則 

（公開） 

第３４条 本クラブの事業に関することは、公開を原則とする。  

 （個人情報） 

第３５条 本クラブが行う事業で知り得た個人情報は、本人の許可を受けず第三

者に提供しない。ただし、保険金の請求で必要な場合は、必要範囲内で第三者に提

供する場合がある。 

（委任）  

第３６条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、理事長が理事会に諮り定

める。 

 
  附 則  
 （施行期日）  
１ この規約は、平成２８年３月２２日から施行する。  
 （規約改正の特例）  
２ この規約は、施行日の翌日から２年間に限り、理事会の議決で改正できるも

のとする。  
  



別表（第１１条関係）  
  

 団体等  

 川南町体育協会  

 川南町スポーツ少年団  

 川南町長寿会連合会  

 川南町自治公民館長会  

 川南町各種女性団体連絡協議会  

 川南町商工会  

 川南町スポーツ推進委員  

 川南町社会福祉協議会  

 川南町まちづくり関係団体  

 学識経験者  

 
 
  



様式第１号  
  



様式第２号  
年  月  日  

 
 川南スポーツ合衆国  
  理事長      様  
 
 

会 員 氏 名           印  
 

保 護 者 氏 名              
（保護者氏名は会員が未成年の場合記入）  

会 員 住 所              
 

会員電話番号              
 
 

川南スポーツ合衆国退会届  

 
 このことについて、都合により  月  日を以って退会します。  
 


