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ウミガメの保護と育成を考える会ウミガメの保護と育成を考える会ウミガメの保護と育成を考える会ウミガメの保護と育成を考える会    

    
    ウミガメ倶楽部ウミガメ倶楽部ウミガメ倶楽部ウミガメ倶楽部規約規約規約規約    

    

第第第第1111章章章章    総則総則総則総則    

    

（名（名（名（名    称）称）称）称）    

第第第第1111条条条条    本会の名称は、本会の名称は、本会の名称は、本会の名称は、ウミガメ倶楽部ウミガメ倶楽部ウミガメ倶楽部ウミガメ倶楽部という。という。という。という。    

    

（事務所）（事務所）（事務所）（事務所）    

第第第第2222条条条条    本会の所在地は、本会の所在地は、本会の所在地は、本会の所在地は、千葉県鴨川市宮千葉県鴨川市宮千葉県鴨川市宮千葉県鴨川市宮2,0152,0152,0152,015----62626262に置く。に置く。に置く。に置く。    

    

（目（目（目（目    的）的）的）的）    

第第第第3333条条条条    本会は、ウミガメ本会は、ウミガメ本会は、ウミガメ本会は、ウミガメ類類類類を取り巻く自然環境の保全をを取り巻く自然環境の保全をを取り巻く自然環境の保全をを取り巻く自然環境の保全をテーマテーマテーマテーマとして、私どものとして、私どものとして、私どものとして、私どもの暮暮暮暮らららら    

        す海岸での研究及び保護活動をす海岸での研究及び保護活動をす海岸での研究及び保護活動をす海岸での研究及び保護活動を目的とする。目的とする。目的とする。目的とする。    

    

（事業の種類）（事業の種類）（事業の種類）（事業の種類）    

第第第第4444条条条条    本会は、主に本会は、主に本会は、主に本会は、主に次の事業を行う。次の事業を行う。次の事業を行う。次の事業を行う。    

        ((((1)1)1)1)ウミガメ類を取り巻く自然環境の保全に関わる事業ウミガメ類を取り巻く自然環境の保全に関わる事業ウミガメ類を取り巻く自然環境の保全に関わる事業ウミガメ類を取り巻く自然環境の保全に関わる事業    

        (2)(2)(2)(2)ウミガメ類の研究・保護活動の発展およびウミガメ類の研究・保護活動の発展およびウミガメ類の研究・保護活動の発展およびウミガメ類の研究・保護活動の発展および育成に関する事業育成に関する事業育成に関する事業育成に関する事業    

        (3)(3)(3)(3)地域環境改善の為に温暖化防止対策の研究および河川・海浜並びに森林保全活動推地域環境改善の為に温暖化防止対策の研究および河川・海浜並びに森林保全活動推地域環境改善の為に温暖化防止対策の研究および河川・海浜並びに森林保全活動推地域環境改善の為に温暖化防止対策の研究および河川・海浜並びに森林保全活動推

進進進進に関する事業に関する事業に関する事業に関する事業 

        (4(4(4(4))))官民一体となった環境保護を進める為の官民一体となった環境保護を進める為の官民一体となった環境保護を進める為の官民一体となった環境保護を進める為の事業事業事業事業    

        (5(5(5(5))))会員および関係団体等との相互連絡と情報の収集及び提供に関する事業会員および関係団体等との相互連絡と情報の収集及び提供に関する事業会員および関係団体等との相互連絡と情報の収集及び提供に関する事業会員および関係団体等との相互連絡と情報の収集及び提供に関する事業    

        (6(6(6(6))))前各号に掲げるものの他第前各号に掲げるものの他第前各号に掲げるものの他第前各号に掲げるものの他第 3333 条の目的を達成するために必要な事務および実務に条の目的を達成するために必要な事務および実務に条の目的を達成するために必要な事務および実務に条の目的を達成するために必要な事務および実務に関関関関

する事業する事業する事業する事業    

    

第第第第2222章章章章    会員会員会員会員    

    

（種（種（種（種    類類類類））））    

第第第第5555条条条条    本会の会員は次の本会の会員は次の本会の会員は次の本会の会員は次の4444種種種種類とする。類とする。類とする。類とする。    

        (1)(1)(1)(1)正 会正 会正 会正 会 員員員員    本会本会本会本会の目的に賛同して入会しの目的に賛同して入会しの目的に賛同して入会しの目的に賛同して入会し活動を推進する活動を推進する活動を推進する活動を推進する個人、団体又は法人個人、団体又は法人個人、団体又は法人個人、団体又は法人    

        (2)(2)(2)(2)特別会員特別会員特別会員特別会員    本会本会本会本会の目的に賛同して入会し活動を資金面から支援するの目的に賛同して入会し活動を資金面から支援するの目的に賛同して入会し活動を資金面から支援するの目的に賛同して入会し活動を資金面から支援する個人、団体又は法個人、団体又は法個人、団体又は法個人、団体又は法人人人人    

        (3)(3)(3)(3)賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員    本会の目的に賛同して入会し活動面から支援する個人、団体又は法人本会の目的に賛同して入会し活動面から支援する個人、団体又は法人本会の目的に賛同して入会し活動面から支援する個人、団体又は法人本会の目的に賛同して入会し活動面から支援する個人、団体又は法人    

        (4(4(4(4))))ボランティア会ボランティア会ボランティア会ボランティア会員員員員    本会の活動を本会の活動を本会の活動を本会の活動をサポ―トするために入会するサポ―トするために入会するサポ―トするために入会するサポ―トするために入会する個人個人個人個人、団体又は法人、団体又は法人、団体又は法人、団体又は法人    

    

（入（入（入（入    会）会）会）会）    

第第第第6666条条条条    正会員又は特別会員正会員又は特別会員正会員又は特別会員正会員又は特別会員、賛助会員、賛助会員、賛助会員、賛助会員並びにボランティア会員並びにボランティア会員並びにボランティア会員並びにボランティア会員として入会しようとするもとして入会しようとするもとして入会しようとするもとして入会しようとするも

のは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。会長は正会員ののは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。会長は正会員ののは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。会長は正会員ののは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。会長は正会員の



    2222    

申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、認めない場合申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、認めない場合申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、認めない場合申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、認めない場合

は理由を付した書面をもっは理由を付した書面をもっは理由を付した書面をもっは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て本人にその旨を通知しなければならないて本人にその旨を通知しなければならないて本人にその旨を通知しなければならない    

    

（会（会（会（会    費）費）費）費）    

第第第第7777条条条条    会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。    

（退（退（退（退    会）会）会）会）    

第第第第8888条条条条    会員は退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。会員は退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。会員は退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。会員は退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。    

    2222    本人が死亡し、又は会員である団体が解散、消滅したときは、退会したも本人が死亡し、又は会員である団体が解散、消滅したときは、退会したも本人が死亡し、又は会員である団体が解散、消滅したときは、退会したも本人が死亡し、又は会員である団体が解散、消滅したときは、退会したもののののとみなす。とみなす。とみなす。とみなす。    

    3333    会費を会費を会費を会費を 2222 年以上納入年以上納入年以上納入年以上納入しないときは、退会したものとみなす。ただしその会員には事前しないときは、退会したものとみなす。ただしその会員には事前しないときは、退会したものとみなす。ただしその会員には事前しないときは、退会したものとみなす。ただしその会員には事前

に、に、に、に、2222年間未納であること、また退会のおそれのあることを通知する。年間未納であること、また退会のおそれのあることを通知する。年間未納であること、また退会のおそれのあることを通知する。年間未納であること、また退会のおそれのあることを通知する。    

    

（除（除（除（除    名）名）名）名）    

第第第第9999条条条条    会員が本会会員が本会会員が本会会員が本会の名の名の名の名誉を棄損し、またはその設立の趣旨に反する誉を棄損し、またはその設立の趣旨に反する誉を棄損し、またはその設立の趣旨に反する誉を棄損し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたときは、幹行為をしたときは、幹行為をしたときは、幹行為をしたときは、幹

事会事会事会事会において総役員の４分の３以上の議決により、これを除名することができる。において総役員の４分の３以上の議決により、これを除名することができる。において総役員の４分の３以上の議決により、これを除名することができる。において総役員の４分の３以上の議決により、これを除名することができる。    

    

（拠出金品の不返還）（拠出金品の不返還）（拠出金品の不返還）（拠出金品の不返還）    

第第第第 10101010 条条条条    会員が既に納入した会費その他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しな会員が既に納入した会費その他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しな会員が既に納入した会費その他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しな会員が既に納入した会費その他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しな

い。い。い。い。    

    

第第第第3333章章章章    役員役員役員役員    

    

（役員の種類）（役員の種類）（役員の種類）（役員の種類）    

第第第第11111111条条条条    本会本会本会本会に次の役員を置く。に次の役員を置く。に次の役員を置く。に次の役員を置く。    

(1)(1)(1)(1)会会会会    長長長長        1111名名名名    

        (2)(2)(2)(2)副会長副会長副会長副会長        2222名名名名    

        (3)(3)(3)(3)幹幹幹幹    事事事事        5555名名名名    

        (4)(4)(4)(4)事務局事務局事務局事務局長長長長        1111名名名名    

        (5(5(5(5))))監監監監    事事事事        1111名名名名    

2222    会長、副会長は、幹事会会長、副会長は、幹事会会長、副会長は、幹事会会長、副会長は、幹事会の互選により決めるの互選により決めるの互選により決めるの互選により決める。。。。    

3333    監事は、幹事又は本会監事は、幹事又は本会監事は、幹事又は本会監事は、幹事又は本会の職員を兼ねてはならない。の職員を兼ねてはならない。の職員を兼ねてはならない。の職員を兼ねてはならない。    

    

（職（職（職（職    務）務）務）務）    

第第第第12121212条条条条    会長は、本会会長は、本会会長は、本会会長は、本会を代表し、会務を統括する。を代表し、会務を統括する。を代表し、会務を統括する。を代表し、会務を統括する。    

    2222    副会長は、本会副会長は、本会副会長は、本会副会長は、本会を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職

務を代行する。務を代行する。務を代行する。務を代行する。    

    3333    幹事は、幹事会幹事は、幹事会幹事は、幹事会幹事は、幹事会を構成し、会務の執行を決定する。を構成し、会務の執行を決定する。を構成し、会務の執行を決定する。を構成し、会務の執行を決定する。    

4444    事務局長は本会の事務を事務局長は本会の事務を事務局長は本会の事務を事務局長は本会の事務を掌る。掌る。掌る。掌る。    
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    5555    監事は次に掲げる業務を行う。監事は次に掲げる業務を行う。監事は次に掲げる業務を行う。監事は次に掲げる業務を行う。    

    (1)(1)(1)(1)役員役員役員役員の業務執行の状況を監査すること。の業務執行の状況を監査すること。の業務執行の状況を監査すること。の業務執行の状況を監査すること。    

    (2)(2)(2)(2)本会本会本会本会の財産の状況を監査すること。の財産の状況を監査すること。の財産の状況を監査すること。の財産の状況を監査すること。    

    (3)(3)(3)(3)前前前前 2222 号の号の号の号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は又は又は又は

法法法法    

            令若しくは定款に違反する重大な事実がある令若しくは定款に違反する重大な事実がある令若しくは定款に違反する重大な事実がある令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場ことを発見した場ことを発見した場ことを発見した場合には、これを総会合には、これを総会合には、これを総会合には、これを総会

に報告すること。に報告すること。に報告すること。に報告すること。    

        (4)(4)(4)(4)業務執行の状況又は本会の財産の状況について幹事業務執行の状況又は本会の財産の状況について幹事業務執行の状況又は本会の財産の状況について幹事業務執行の状況又は本会の財産の状況について幹事会会会会に意見を述べること。に意見を述べること。に意見を述べること。に意見を述べること。    

 

（顧問、相談役（顧問、相談役（顧問、相談役（顧問、相談役))))    

第第第第 13131313 条条条条    本会に、顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は幹事会で選出し、会本会に、顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は幹事会で選出し、会本会に、顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は幹事会で選出し、会本会に、顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は幹事会で選出し、会

長が任免する。長が任免する。長が任免する。長が任免する。    

    2222．顧問、相談役は、会長の諮問に応じて会の活動や運営に助言する。．顧問、相談役は、会長の諮問に応じて会の活動や運営に助言する。．顧問、相談役は、会長の諮問に応じて会の活動や運営に助言する。．顧問、相談役は、会長の諮問に応じて会の活動や運営に助言する。    

    

（任（任（任（任    期）期）期）期）    

第第第第14141414条条条条    役員の任期は、２年とする。但し、再任を妨げない。役員の任期は、２年とする。但し、再任を妨げない。役員の任期は、２年とする。但し、再任を妨げない。役員の任期は、２年とする。但し、再任を妨げない。    

2222    補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。    

    

（欠員補充）（欠員補充）（欠員補充）（欠員補充）    

第第第第 15151515 条条条条    幹事幹事幹事幹事のうち、その定数の３分のうち、その定数の３分のうち、その定数の３分のうち、その定数の３分の１を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補の１を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補の１を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補の１を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補

充しなければならない。充しなければならない。充しなければならない。充しなければならない。    

    

（解（解（解（解    任）任）任）任）    

第第第第11116666条条条条    役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任

することが出来る。することが出来る。することが出来る。することが出来る。    

    

（報酬等）（報酬等）（報酬等）（報酬等）    

第第第第11117777条条条条    次の次の次の次の範囲内で報酬を受けることができる。範囲内で報酬を受けることができる。範囲内で報酬を受けることができる。範囲内で報酬を受けることができる。    

    2222    会員は、会員は、会員は、会員は、その職務を執行するために要した費用を弁償する事ができる。その職務を執行するために要した費用を弁償する事ができる。その職務を執行するために要した費用を弁償する事ができる。その職務を執行するために要した費用を弁償する事ができる。    

3333    前前前前2222項に対し必要な事項は、総会の議決を経て、会項に対し必要な事項は、総会の議決を経て、会項に対し必要な事項は、総会の議決を経て、会項に対し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。長が別に定める。長が別に定める。長が別に定める。    

    

第４章第４章第４章第４章    総会総会総会総会    

    

（種（種（種（種    別）別）別）別）    

第第第第18181818条条条条    本会本会本会本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。の総会は、通常総会と臨時総会とする。の総会は、通常総会と臨時総会とする。の総会は、通常総会と臨時総会とする。    

    

（構成）（構成）（構成）（構成）    

第第第第19191919条条条条    総会は、総会は、総会は、総会は、正正正正会員をも会員をも会員をも会員をもって構成する。って構成する。って構成する。って構成する。    
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（権能）（権能）（権能）（権能）    

第第第第20202020条条条条    総会は、次の事項について議決する。総会は、次の事項について議決する。総会は、次の事項について議決する。総会は、次の事項について議決する。    

        (1)(1)(1)(1)変更変更変更変更    

        (2)(2)(2)(2)解散解散解散解散    

        (3)(3)(3)(3)合併合併合併合併    

        (4)(4)(4)(4)事事事事業計画及び収支予算並びにその変更業計画及び収支予算並びにその変更業計画及び収支予算並びにその変更業計画及び収支予算並びにその変更    

        (5)(5)(5)(5)事事事事業報告及び収支決算業報告及び収支決算業報告及び収支決算業報告及び収支決算    

        (6)(6)(6)(6)役役役役員の選任又は解任員の選任又は解任員の選任又は解任員の選任又は解任    

        (7)(7)(7)(7)ここここの他本会の運営に関する重要な事項の他本会の運営に関する重要な事項の他本会の運営に関する重要な事項の他本会の運営に関する重要な事項    

    

（開（開（開（開    催）催）催）催）    

第第第第21212121条条条条    通常総会は毎年１回、開催する。通常総会は毎年１回、開催する。通常総会は毎年１回、開催する。通常総会は毎年１回、開催する。    

    2222    臨時総会は、理事会が必要と認め臨時総会は、理事会が必要と認め臨時総会は、理事会が必要と認め臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、またはたとき、またはたとき、またはたとき、または会員の４分の１以上から会議の会員の４分の１以上から会議の会員の４分の１以上から会議の会員の４分の１以上から会議の    

        目的たる事項を示して請求があったとき、もしくは監事が第目的たる事項を示して請求があったとき、もしくは監事が第目的たる事項を示して請求があったとき、もしくは監事が第目的たる事項を示して請求があったとき、もしくは監事が第12121212条第条第条第条第5555項第項第項第項第(3)(3)(3)(3)号の号の号の号の    

規定により招集し規定により招集し規定により招集し規定により招集したときに、開催する。たときに、開催する。たときに、開催する。たときに、開催する。    

    

（招（招（招（招    集）集）集）集）    

第第第第 22222222 条条条条    会議は会長が招集する。但し前条第会議は会長が招集する。但し前条第会議は会長が招集する。但し前条第会議は会長が招集する。但し前条第 2222 項後段の規定による場合は、監事が招集す項後段の規定による場合は、監事が招集す項後段の規定による場合は、監事が招集す項後段の規定による場合は、監事が招集す

る。る。る。る。    

    2222    総会を招集するには、会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場総会を招集するには、会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場総会を招集するには、会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場総会を招集するには、会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場

所を示して、開会の日の７日前までに文書を持って通知しなければならない。所を示して、開会の日の７日前までに文書を持って通知しなければならない。所を示して、開会の日の７日前までに文書を持って通知しなければならない。所を示して、開会の日の７日前までに文書を持って通知しなければならない。    

    

（議（議（議（議    長）長）長）長）    

第第第第23232323条条条条    総会の議長は、会長または副会長が指名し、承認を得た者が行う。総会の議長は、会長または副会長が指名し、承認を得た者が行う。総会の議長は、会長または副会長が指名し、承認を得た者が行う。総会の議長は、会長または副会長が指名し、承認を得た者が行う。    

    

（定足数）（定足数）（定足数）（定足数）    

第第第第24242424条条条条    会議は、総会においては会員の過半数の出席がなければ開会することができない。会議は、総会においては会員の過半数の出席がなければ開会することができない。会議は、総会においては会員の過半数の出席がなければ開会することができない。会議は、総会においては会員の過半数の出席がなければ開会することができない。    

    

（議決）（議決）（議決）（議決）    

第第第第 25252525 条条条条    総会の議事は、この規約に別に規定するものの他、出席会員の過半数の同意をも総会の議事は、この規約に別に規定するものの他、出席会員の過半数の同意をも総会の議事は、この規約に別に規定するものの他、出席会員の過半数の同意をも総会の議事は、この規約に別に規定するものの他、出席会員の過半数の同意をも

って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。この場合において、議長は、って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。この場合において、議長は、って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。この場合において、議長は、って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。この場合において、議長は、

会員として議決に加わる権利を有しない。会員として議決に加わる権利を有しない。会員として議決に加わる権利を有しない。会員として議決に加わる権利を有しない。    

    

（書面表決等）（書面表決等）（書面表決等）（書面表決等）    

第第第第 26262626 条条条条    やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項

について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することについて、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することについて、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することについて、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任すること
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が出来る。この場合において、前２条の規定の適用については出席したものとみなす。が出来る。この場合において、前２条の規定の適用については出席したものとみなす。が出来る。この場合において、前２条の規定の適用については出席したものとみなす。が出来る。この場合において、前２条の規定の適用については出席したものとみなす。    

    

（議事録）（議事録）（議事録）（議事録）    

第第第第27272727条条条条    会議の議事については、つぎの事項を記会議の議事については、つぎの事項を記会議の議事については、つぎの事項を記会議の議事については、つぎの事項を記載した議事録を作成しなければならない。載した議事録を作成しなければならない。載した議事録を作成しなければならない。載した議事録を作成しなければならない。    

        (1)(1)(1)(1)会議の日時及び場所会議の日時及び場所会議の日時及び場所会議の日時及び場所    

        (2)(2)(2)(2)会員または幹事会員または幹事会員または幹事会員または幹事の現在数の現在数の現在数の現在数    

        (3)(3)(3)(3)出席した会員の数（書面表決者および表決委任者を含む。）出席した会員の数（書面表決者および表決委任者を含む。）出席した会員の数（書面表決者および表決委任者を含む。）出席した会員の数（書面表決者および表決委任者を含む。）    

        (4)(4)(4)(4)議決事項議決事項議決事項議決事項    

        (5)(5)(5)(5)議事録署名人の選任に関する事項議事録署名人の選任に関する事項議事録署名人の選任に関する事項議事録署名人の選任に関する事項    

    2222    議事録には、議長及び出席した会員または幹事議事録には、議長及び出席した会員または幹事議事録には、議長及び出席した会員または幹事議事録には、議長及び出席した会員または幹事の中からその会議において選出されたの中からその会議において選出されたの中からその会議において選出されたの中からその会議において選出された

議事録署名人２名以上が署名しなければならない。議事録署名人２名以上が署名しなければならない。議事録署名人２名以上が署名しなければならない。議事録署名人２名以上が署名しなければならない。    

    

第５章第５章第５章第５章    幹事幹事幹事幹事会会会会    

    

（構（構（構（構    成）成）成）成）    

第第第第22228888条条条条    幹事会は会長、副会長、幹事、事務局長、監事幹事会は会長、副会長、幹事、事務局長、監事幹事会は会長、副会長、幹事、事務局長、監事幹事会は会長、副会長、幹事、事務局長、監事をもって構成する。をもって構成する。をもって構成する。をもって構成する。    

    

（権（権（権（権    能）能）能）能）    

第第第第22229999条条条条    幹事会は、この規約幹事会は、この規約幹事会は、この規約幹事会は、この規約で別で別で別で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。に定めるもののほか、次に掲げる事項を決議する。    

        (1)(1)(1)(1)会会会会議するべき事項議するべき事項議するべき事項議するべき事項    

        (2)(2)(2)(2)総会の決議した事項の執行に関する事項総会の決議した事項の執行に関する事項総会の決議した事項の執行に関する事項総会の決議した事項の執行に関する事項    

        (3)(3)(3)(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項    

    

（開（開（開（開    催）催）催）催）    

第第第第 30303030 条条条条    幹事会は会長が必要と認めたとき、または幹事幹事会は会長が必要と認めたとき、または幹事幹事会は会長が必要と認めたとき、または幹事幹事会は会長が必要と認めたとき、または幹事の過半数から会議の目的たる事項の過半数から会議の目的たる事項の過半数から会議の目的たる事項の過半数から会議の目的たる事項

を示して請求があったとき開催する。を示して請求があったとき開催する。を示して請求があったとき開催する。を示して請求があったとき開催する。    

    

（議（議（議（議    長）長）長）長）    

第第第第33331111条条条条    幹事幹事幹事幹事会の議長は会長が当たる。会の議長は会長が当たる。会の議長は会長が当たる。会の議長は会長が当たる。    

    

（議決等）（議決等）（議決等）（議決等）    

第第第第33332222条条条条    本会の業務は、幹事会メンバ―本会の業務は、幹事会メンバ―本会の業務は、幹事会メンバ―本会の業務は、幹事会メンバ―の過半数をもって決する。の過半数をもって決する。の過半数をもって決する。の過半数をもって決する。    

    

第６章第６章第６章第６章    資産・会計及び事業計画資産・会計及び事業計画資産・会計及び事業計画資産・会計及び事業計画    

    

（資（資（資（資    産）産）産）産）    

第第第第33333333条条条条    本会本会本会本会のののの資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。    

        (1)(1)(1)(1)財産目録に記載された財産財産目録に記載された財産財産目録に記載された財産財産目録に記載された財産    
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        (2)(2)(2)(2)会費会費会費会費    

        (3)(3)(3)(3)寄付金品寄付金品寄付金品寄付金品    

        (4)(4)(4)(4)事業に伴う収入事業に伴う収入事業に伴う収入事業に伴う収入    

        (5)(5)(5)(5)資産から生ずる収入資産から生ずる収入資産から生ずる収入資産から生ずる収入    

        (6)(6)(6)(6)その他の収入その他の収入その他の収入その他の収入    

    

（資産の管理）（資産の管理）（資産の管理）（資産の管理）    

第第第第34343434条条条条    資産は、会長が管理する。資産は、会長が管理する。資産は、会長が管理する。資産は、会長が管理する。    

    

（経費の支弁）（経費の支弁）（経費の支弁）（経費の支弁）    

第第第第35353535条条条条    本会の経費は、資産をもって支弁する。本会の経費は、資産をもって支弁する。本会の経費は、資産をもって支弁する。本会の経費は、資産をもって支弁する。    

    

（事業計画及び予算）（事業計画及び予算）（事業計画及び予算）（事業計画及び予算）    

第第第第 36363636 条条条条    この法人の事業計画及び予算は、総会の承認を得なければならない。これを変更この法人の事業計画及び予算は、総会の承認を得なければならない。これを変更この法人の事業計画及び予算は、総会の承認を得なければならない。これを変更この法人の事業計画及び予算は、総会の承認を得なければならない。これを変更

する場合も同様とする。する場合も同様とする。する場合も同様とする。する場合も同様とする。    

    

（予備費の設定）（予備費の設定）（予備費の設定）（予備費の設定）    

第第第第 37373737 条条条条    前条に規定する予算には、予算超過前条に規定する予算には、予算超過前条に規定する予算には、予算超過前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設又は予算外の支出に充てるため、予備費を設又は予算外の支出に充てるため、予備費を設又は予算外の支出に充てるため、予備費を設

けることができる。けることができる。けることができる。けることができる。    

    

（事業報告書及び決算）（事業報告書及び決算）（事業報告書及び決算）（事業報告書及び決算）    

第第第第 39393939 条条条条    事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書は、監事の監査を経て、総会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書は、監事の監査を経て、総会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書は、監事の監査を経て、総会の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書は、監事の監査を経て、総会の

承認を得なければならない。承認を得なければならない。承認を得なければならない。承認を得なければならない。    

    

（事業年度）（事業年度）（事業年度）（事業年度）    

第第第第33339999条条条条    本会の事業年度本会の事業年度本会の事業年度本会の事業年度は毎年は毎年は毎年は毎年10101010月月月月1111日に始まり、翌年日に始まり、翌年日に始まり、翌年日に始まり、翌年9999月月月月30303030日に終る。日に終る。日に終る。日に終る。    

    

第７章第７章第７章第７章    事務局事務局事務局事務局    

（設（設（設（設    置）置）置）置）    

第第第第40404040条条条条    本会本会本会本会の事務を処理するため、事務局を置く。の事務を処理するため、事務局を置く。の事務を処理するため、事務局を置く。の事務を処理するため、事務局を置く。    

    2222    事務局職員は、会長が任免する。事務局職員は、会長が任免する。事務局職員は、会長が任免する。事務局職員は、会長が任免する。    

    

（書類及び帳簿の備置き）（書類及び帳簿の備置き）（書類及び帳簿の備置き）（書類及び帳簿の備置き）    

第第第第44441111条条条条    本会の事務局には、本会の事務局には、本会の事務局には、本会の事務局には、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。    

        (1)(1)(1)(1)会員名簿及び会員の異動に関する書類会員名簿及び会員の異動に関する書類会員名簿及び会員の異動に関する書類会員名簿及び会員の異動に関する書類    

        (2)(2)(2)(2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類収入、支出に関する帳簿及び証拠書類収入、支出に関する帳簿及び証拠書類収入、支出に関する帳簿及び証拠書類    

    

第８章第８章第８章第８章    規約の変更及び解散規約の変更及び解散規約の変更及び解散規約の変更及び解散    

    



    7777    

（規約（規約（規約（規約の変更）の変更）の変更）の変更）    

第第第第 42424242 条条条条    この規約の変更は、総会においてこの規約の変更は、総会においてこの規約の変更は、総会においてこの規約の変更は、総会において会員の過半数が出席し、その出席者の会員の過半数が出席し、その出席者の会員の過半数が出席し、その出席者の会員の過半数が出席し、その出席者の 4444 分の分の分の分の 3333

以上の議決を経なければならない。以上の議決を経なければならない。以上の議決を経なければならない。以上の議決を経なければならない。    

    

（解散）（解散）（解散）（解散）    

第第第第44443333条条条条    本会本会本会本会は、次に掲げる事由によって解散する。は、次に掲げる事由によって解散する。は、次に掲げる事由によって解散する。は、次に掲げる事由によって解散する。    

(1)(1)(1)(1)総会の決議総会の決議総会の決議総会の決議    

(2)(2)(2)(2)目目目目的とする事業成功の不能的とする事業成功の不能的とする事業成功の不能的とする事業成功の不能    

(3)(3)(3)(3)正会員の欠亡正会員の欠亡正会員の欠亡正会員の欠亡    

(4)(4)(4)(4)合併合併合併合併    

(5)(5)(5)(5)破産破産破産破産    

2222    総会の議決により解散する場合、総正会員の総会の議決により解散する場合、総正会員の総会の議決により解散する場合、総正会員の総会の議決により解散する場合、総正会員の 4444 分の分の分の分の 3333 以上の同意を得なければならな以上の同意を得なければならな以上の同意を得なければならな以上の同意を得なければならな

い。い。い。い。    

    

第９章第９章第９章第９章    雑雑雑雑則則則則    

    

（委任）（委任）（委任）（委任）    

第第第第 44444444 条条条条    この規約の施行について必要な事項は、規約この規約の施行について必要な事項は、規約この規約の施行について必要な事項は、規約この規約の施行について必要な事項は、規約で定めるほか総会の議決を経て会長で定めるほか総会の議決を経て会長で定めるほか総会の議決を経て会長で定めるほか総会の議決を経て会長

が別に定める。が別に定める。が別に定める。が別に定める。    

    

付則付則付則付則    

1111    この規約は、本会この規約は、本会この規約は、本会この規約は、本会の成立の日から施行する。の成立の日から施行する。の成立の日から施行する。の成立の日から施行する。    

2222    本会の設立当初の会費は、第本会の設立当初の会費は、第本会の設立当初の会費は、第本会の設立当初の会費は、第5555条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。    

(1)(1)(1)(1)正正正正 会会会会 員員員員    年会費年会費年会費年会費                                1111,000,000,000,000円円円円    

(2)(2)(2)(2)特別会員特別会員特別会員特別会員    年会費年会費年会費年会費                             10,000 10,000 10,000 10,000円円円円    

(3)(3)(3)(3)賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員                                                免除免除免除免除    

(4)(4)(4)(4)ボランティア会員ボランティア会員ボランティア会員ボランティア会員                                                免除免除免除免除    

    

3333    本会本会本会本会の設立当初の役員はの設立当初の役員はの設立当初の役員はの設立当初の役員は11111111条第条第条第条第2222項項項項の規定にかかわらず、の規定にかかわらず、の規定にかかわらず、の規定にかかわらず、次に掲げる次に掲げる次に掲げる次に掲げる通通通通りとし、そのりとし、そのりとし、そのりとし、その

任期は、第任期は、第任期は、第任期は、第14141414条第１項の規定にかかわらず、平成条第１項の規定にかかわらず、平成条第１項の規定にかかわらず、平成条第１項の規定にかかわらず、平成19191919年年年年9999月月月月30303030日までとする。日までとする。日までとする。日までとする。    

        ①①①①会会会会    長長長長            

氏氏氏氏    名名名名    椎野椎野椎野椎野    瑞穂瑞穂瑞穂瑞穂        

        ②②②②副会長副会長副会長副会長            

                氏氏氏氏    名名名名    須田須田須田須田    厚厚厚厚    

氏氏氏氏    名名名名    ベベベベアトリス・イトウアトリス・イトウアトリス・イトウアトリス・イトウ    

        ③③③③幹幹幹幹    事事事事            

                氏氏氏氏    名名名名    石井石井石井石井    哲爾哲爾哲爾哲爾    
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氏氏氏氏    名名名名    光永光永光永光永    勲勲勲勲    

氏氏氏氏    名名名名    佐々木佐々木佐々木佐々木    義祐義祐義祐義祐    

④事務局長④事務局長④事務局長④事務局長    

氏氏氏氏    名名名名    伊藤伊藤伊藤伊藤    清清清清    

⑤⑤⑤⑤監監監監    事事事事    

氏氏氏氏    名名名名    臼田臼田臼田臼田    逸茂逸茂逸茂逸茂    

    
    
4444 この規約はこの規約はこの規約はこの規約は、平成、平成、平成、平成18181818年年年年10101010月月月月1111日日日日から施行する。から施行する。から施行する。から施行する。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ウミガメの保護と育成を考える会ウミガメの保護と育成を考える会ウミガメの保護と育成を考える会ウミガメの保護と育成を考える会    


