
    

平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度    

くすのき会くすのき会くすのき会くすのき会    総会総会総会総会    
    

    
 

日時：平成 24年 5月 5日(土) 14:00～ 

場所：兵庫県立大学 書写キャンパス内 

書写紀念会館 

 

くすのき会 
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次次次次        第第第第 

1. 開会のあいさつ   ・・・・・役員代表 

2. 議長および書記の選出  ・・・・・役員代表 

3. 一年間の活動報告   ・・・・・事務局長 

4. 会計報告    ・・・・・・・会計 

5. 議事：会則改正案の説明  ・・・・・・・岡田 

6. 役員選出    ・・・・・・・議長 

――――休 憩―――― 

7. 新役員紹介 

8. 今後の運営方針（ディスカッション形式） 

9. 閉会のあいさつ   ・・・・・役員代表 
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平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度    くすのき会総会くすのき会総会くすのき会総会くすのき会総会    スタッフスタッフスタッフスタッフ    

岡田 昌之 田口 竜也 

今井 祐輔 田和 尚泰 

金子 勇作 清水 駿也 

長谷川 綾 

 

 

議長および書記の選出議長および書記の選出議長および書記の選出議長および書記の選出 

議  長 田口 竜也 

書  記 金子 勇作 

 

 

 

平成平成平成平成 23232323年度くすのき会年度くすのき会年度くすのき会年度くすのき会    総括総括総括総括    

昨年度一年間は会員獲得にむけて役員間の連携を密にし、入会登録の制度作りや会報の発

行など運営と広報の両面において積極的に活動を行いました。 
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平成平成平成平成 23232323年度くすのき会年度くすのき会年度くすのき会年度くすのき会活動報告活動報告活動報告活動報告    

 平成 23年度のくすのき会の活動について、ご報告させていただきます。本会の活動を支

えていただいた OB・OGの皆様には、厚く御礼申し上げます。 

 

 活  動 詳  細 

4 月 役員会 総会の打ち合わせ 

5 月 総会 役員選出、会則の改正など 

6 月    

7 月 役員会 入会登録票の作成開始 

8 月 

 

役員会 

ＨＰ開設 

会員の定義や入会手続きについて 

卓球部 HP 内に OB ページを開設 

9 月 くすのき会名義の口座開設  

10 月 役員会 会報の内容、構成について 

11 月 役員会 

 

 

会報発行 

来年度の役員人事について 

忘年会の打ち合わせ 

会報の最終確認 

第 1 号 

12 月 役員会 

 

 

忘年会 

忘年会の出欠確認 

忘年会の流れについて 

会員証の発行 

姫路駅前居酒屋和民にて 

入会登録票の回収 

1 月 役員会 忘年会の反省 

学年委員の依頼 

2 月    

3 月 役員会 今後の運営方針について 

会員名簿づくり 

第 2 号会報の内容について 

総会の内容について 

くすのき会広報用のパンフレット 
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平成平成平成平成 23232323年度年度年度年度    会計報告会計報告会計報告会計報告    

１．平成 23年度 総決算 (H23.4.1～H24.3.31) 

項項項項        目目目目    金金金金    額（円）額（円）額（円）額（円）    

収   入 219,643 

支   出 33,929 

残 金（次年度活動資金） 185,714 

    

２．内訳 

・収入の部・収入の部・収入の部・収入の部    

項項項項        目目目目    金金金金    額（円）額（円）額（円）額（円）    

前年度繰越金 69,591 

会費(28人分) 140,000 

寄付金 10,000 

忘年会の残金 40 

受取利息 12 

合  計 219,643 

 

・支出の部・支出の部・支出の部・支出の部    

項項項項        目目目目    予算予算予算予算額（円）額（円）額（円）額（円）    決算決算決算決算額（円）額（円）額（円）額（円）    

通信費 9,000 21,520 

雑費（文房具、封筒など） 5,000 12,409 

イベント費 45,000 0 *1 

寄付金 10,000 0 *2 

合  計 69,000 33,929 

 

*1）忘年会において、現役部員の負担を減らす目的で、くすのき会から 30,000円を援助す

る予定でした。しかし、当日ご厚志を頂いたことでその必要がなくなりました。 

*2）通信費および雑費が予算額を大きく上回り、お金を寄付金に回すことができませんで

した。 

 

会計監査の結果、公正妥当であることを証明します。 

平成 24年 4月 22日  監査 田口 竜也   

 



 5

平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度    予算計画予算計画予算計画予算計画 

項項項項        目目目目    金金金金    額（円）額（円）額（円）額（円）    

通信費 30,000 

雑費（文房具、封筒など） 15,000 

イベント費 110,000 

寄付金 30,000 

預金 0 

合  計 185,000 

 ・通信費および雑費は前年度決算額より多めに設定し、主として会報づくりに充てる。 

 ・イベント費は、主に総会および忘年会で使用する費用です。（総会：10,000円、忘年会：

2,000円補助／人×50人=100,000円 という目安で設定しました。） 

 ・寄付金は受け渡しの手続きも考えて、今年度はいくらか渡したい。 

 

 

 

 

 

会則改正案について会則改正案について会則改正案について会則改正案について    

 昨年度、くすのき会を運営する中で会則が現状と合っていないと感じることがありまし

た。例えば、「くすのき会」名義の口座を開くにあたって、名称、所在地および設立年月日

などが必要になり、この場合は暫定的に改正しました。 

 そこで、会則を制定した当初には想定していなかった事柄、またはこれからの運営に当

たって必要な事柄について内容を検討させていただきました。細かく文言を修正したり、

条文の順番を変えたりしましたが、それらは各自見ていただくとして、総会ではつぎの四

点について詳しくご説明いたします。 

 

①会費に関すること   →第五条をご参照ください。 

②総会に関すること   →第七条、第八条をご参照ください。 

③役員に関すること   →第十一条、第十四条をご参照ください。 

④学年委員設置に向けて →第十八条、第二十三条をご参照ください。 
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くすのき会くすのき会くすのき会くすのき会    会則会則会則会則（改正案）（改正案）（改正案）（改正案）    

 

目次 

    第一章  総則（一条―三条） 

    第二章  会員（四条―五条） 

    第三章  総会（六条―十条） 

    第四章  役員（十一条―十二条） 

    第五章  会長（十三条―十五条） 

    第六章  事務局（十六条―十八条） 

    第七章  会計（十九条―二十二条） 

    第八章  学年委員（二十三条） 

    第九章  監事（二十四条―二十五条） 

    第十章  雑則（二十六条―二十七条） 

    附則 

 

 

        第一章第一章第一章第一章 総則 

 (名称および所在地) 

第一条  本会はくすのき会と称し、事務局を会長宅に置く。 

 会長  ○○ ○○     住所  ○○県△△市□□□ ××-××× 

 (目的) 

第二条  本会は、会員相互の親睦を図ると共に、兵庫県立大学体育会卓球部の発展に寄

与することを目的とする。 

 (事業年度および会計年度) 

第三条  本会の事業年度および会計年度は 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

 

        第二第二第二第二章章章章 会員 

 (会員資格) 

第四条  次の各号のいずれかに該当する者は本会の会員に認定される資格をもつ。 

 (1) 兵庫県立大学およびその前身校の卓球部（以下、単に「卓球部」）を引退した者 

 (2) 卓球部において、過去に監督またはコーチを務めた者 

 (3) その他（本会の趣旨に賛同し、本会の活動に参加した者） 

 (会員) 

第五条  会員は会費として年額 5,000円を本会に納める。ただし、大学に学籍のある者

に限っては、現役部員の練習、関西学生卓球連盟の主催する大会、定期戦または現役部
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員が主催する行事に合計 4回以上参加した場合、その年度の会費を免除する。 

 

  第第第第三三三三章章章章 総会 

 (総会) 

第六条  総会は、本会の運営方針を決定する最高機関であり、会員および役員で組織さ

れる。 

 (議事定足数) 

第七条  総会は、会員の半数以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

ただし、委任を含める。 

 (議長) 

第八条  議長は、出席者の過半数の承認を得て、会員の中から選出される。 

二 議長は総会を主宰し、議事進行を担当する。 

三 議長は、くすのき会会則（以下、「本会則」）に特別の定めのある場合を除いては、採

決に参加しない。 

 (表決) 

第九条  総会の議事は、本会則に特別の定めのある場合を除いては、出席者の過半数で

これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 (会則の改廃) 

第十条  会則の改廃は、出席者の 3分の 2以上でこれを決する。 

 

  第第第第四四四四章章章章 役員 

 (役員) 

第十一条  本会に以下の役員を置く。 

   会長    1名 

   事務局員  3名以上（会計 1名を含む） 

   監事    1名以上 

二 監事は会長または事務局員を兼任できない。 

 (任期) 

第十二条  役員は総会にて選出され、その任期は 2年とする。 

 

        第第第第五五五五章章章章 会長 

 (会長) 

第十三条  会長は、会を代表し会務を統括する。 

 (顧問) 

第十四条  会長は、会務の必要に応じて顧問を置くことができる。 
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 (表彰) 

第十五条  会長は、次の各号のいずれかに該当する者を表彰することができる。 

 (1) 有意義な事業の立ち上げに携わった者 

 (2) 本会に対し、長期にわたって貢献した者 

 (3) その他（本会の発展に大きく貢献した者） 

 

        第第第第六六六六章章章章 事務局 

 (事務局の職務) 

第十六条  事務局は、次の各号に掲げる職務を行う。 

 (1) 総会および親睦会の開催 

 (2) 会員への諸連絡 

 (3) 会員名簿の保管および更新 

 (4) 会報の発行 

 (5) その他（本会の目的達成に役に立つ事業の計画、実施） 

 (予算の執行) 

第十七条  事務局は、予算を執行する権利を有する。 

 (学年委員の選任) 

第十八条  事務局は、会員の中から学年委員を選任することができる。 

 

  第第第第七七七七章章章章 会計 

 (経費) 

第十九条  本会の経費は、会費をもってこれに充てる。 

 (会計) 

第二十条  会計は、会費を集金し管理する。 

 (予算) 

第二十一条  本会の予算は、総会の承認を得ることとする。 

 (決算) 

第二十二条  本会の決算は、会計監査を経て、総会の承認を得ることとする。 

 

  第第第第八八八八章章章章 学年委員 

 (学年委員) 

第二十三条  学年委員は、担当の会員に対し、次の各号に掲げる業務を行う。 

 (1) 行事の案内および出欠の確認等 

 (2) 会費を滞納した場合の連絡 

 (3) その他（アンケート等） 
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        第第第第九九九九章章章章 監事 

 (監事の職務) 

第二十四条  監事は次の各号に掲げる職務を行う。 

 (1) 事務局の職務執行を監査する 

 (2) 会計の職務執行を監査する 

 (3) 個人情報の管理に関し監査する 

 (4) その他 

 (調査権) 

第二十五条  監事はその職務を執行するにあたり、事務局に対して情報開示を要求する

ことができる。 

 

  第第第第十十十十章章章章 雑則 

 (施行期日) 

第二十六条  本会則は、平成 22年 5月 1日から施行される。 

 (内規) 

第二十七条  本会則に定めのない事項で、会長および監事が必要と認めた場合、これを

内規として定め、運用することができる。ただし、その内容は本会則に定める範囲を超

えてはならない。また、内規の制定、変更および廃止は会長および監事が行い、次回の

総会で報告する。 

 

  附則 

平成 24年 5月 5日改正 
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平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度    くすのき会くすのき会くすのき会くすのき会役員（案）役員（案）役員（案）役員（案）    

 平成 24年度から二年間のくすのき会役員として、下記の方々が立候補しています。 

 

会   長 岡田 昌之 

事 務 局 員 金子 勇作 

事 務 局 員 清水 駿也 

事務局員（会計） 田口 竜也 

監   事 小林 憲令 
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