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第第第第 １１１１ 章章章章     総則総則総則総則  

第第第第 １１１１ 条条条条 （（（（ 名称名称名称名称 ））））  

    本会本会本会本会 はははは 、、、、宮城言友会宮城言友会宮城言友会宮城言友会というというというという 。。。。  

第第第第 ２２２２ 条条条条 （（（（ 所在地所在地所在地所在地 ））））  

    本会本会本会本会 はははは 、、、、事務局事務局事務局事務局 をををを宮城教育大学障害児教育講座藤島研究室内宮城教育大学障害児教育講座藤島研究室内宮城教育大学障害児教育講座藤島研究室内宮城教育大学障害児教育講座藤島研究室内 におくにおくにおくにおく  

 

第第第第 ２２２２ 章章章章     目的及目的及目的及目的及 びびびび 事業事業事業事業  

第第第第 ３３３３ 条条条条 （（（（ 目的目的目的目的 ））））  

    本会本会本会本会 はははは 、、、、吃音問題解決吃音問題解決吃音問題解決吃音問題解決 にににに 寄与寄与寄与寄与 することをすることをすることをすることを目的目的目的目的 としとしとしとし 、、、、吃音者吃音者吃音者吃音者のののの セルフセルフセルフセルフ・・・・ヘルプヘルプヘルプヘルプ をををを 趣旨趣旨趣旨趣旨 にににに 活活活活

動動動動 をををを 行行行行 うううう 。。。。  

第第第第 ４４４４ 条条条条 （（（（ 事業事業事業事業 ））））  

    本会本会本会本会 はははは 、、、、前条前条前条前条 のののの 目的達成目的達成目的達成目的達成 のためのためのためのため、、、、 次次次次 のののの 事業事業事業事業をををを 行行行行 なうなうなうなう 。。。。  

    （（（（ １１１１ ）））） 吃音情報誌等吃音情報誌等吃音情報誌等吃音情報誌等のののの 発行発行発行発行 。。。。  

    （（（（ ２２２２ ）））） 交流会等交流会等交流会等交流会等 のののの開催開催開催開催 。。。。  

    （（（（ ３３３３ ）））） そのそのそのその 他他他他 、、、、 前条前条前条前条のののの 目的目的目的目的 をををを 達成達成達成達成 するためにするためにするためにするために 必要必要必要必要 とととと 認認認認めるめるめるめる 事業事業事業事業。。。。  

 

第第第第 ３３３３ 章章章章     会員会員会員会員  

第第第第 ５５５５ 条条条条 （（（（ 入会資格入会資格入会資格入会資格 ））））  

    正会員正会員正会員正会員 はははは 、、、、本会本会本会本会 のののの 趣旨趣旨趣旨趣旨 にににに 賛同賛同賛同賛同 するするするする 吃音者吃音者吃音者吃音者またはまたはまたはまたは 吃音問題吃音問題吃音問題吃音問題 にににに 関心関心関心関心をもつをもつをもつをもつ 者者者者 としとしとしとし 、、、、所定所定所定所定 のののの 手手手手

続続続続 きをきをきをきを 経経経経 てててて 、、、、 本会本会本会本会 にににに 登録登録登録登録 されされされされ 、、、、 会費会費会費会費 をををを 支払支払支払支払 ったったったった 者者者者 とするとするとするとする 。。。。 原則原則原則原則 としてはとしてはとしてはとしては 15才以上才以上才以上才以上 とするとするとするとする 。。。。 

第第第第 ６６６６ 条条条条 （（（（ 会員会員会員会員 のののの 種別種別種別種別））））  

    本会本会本会本会 のののの 会員会員会員会員 はははは 、、、、 以下以下以下以下のののの 通通通通 りとするりとするりとするりとする 。。。。  

（（（（ １１１１ ））））正会員正会員正会員正会員         本会本会本会本会のののの 趣旨趣旨趣旨趣旨 にににに 賛同賛同賛同賛同 しししし 、、、、常時会常時会常時会常時会 のののの 活動活動活動活動 にににに参加参加参加参加 するするするする会員会員会員会員 。。。。正会員正会員正会員正会員 のののの 中中中中 にににに、、、、一一一一            

般会員般会員般会員般会員 、、、、 学生会員及学生会員及学生会員及学生会員及びびびび宮城県外宮城県外宮城県外宮城県外 にににに在住在住在住在住 するするするする遠隔地会員遠隔地会員遠隔地会員遠隔地会員 をををを設設設設 けるけるけるける 。。。。  

（（（（ ２２２２ ）））） 賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員     普段普段普段普段のののの 参加参加参加参加 はせずにはせずにはせずにはせずに 会会会会 とととと繋繋繋繋がるがるがるがる 会員会員会員会員 。。。。  

（（（（ ３３３３ ）））） 同窓会員同窓会員同窓会員同窓会員     宮城言友会会員宮城言友会会員宮城言友会会員宮城言友会会員 のののの 経歴経歴経歴経歴 をををを 持持持持 ちちちち 、、、、 普段普段普段普段 のののの 参加参加参加参加 はしないではしないではしないではしないで 会会会会 をををを 支支支支 えるえるえるえる 会員会員会員会員 。。。。 

第第第第 ７７７７ 条条条条 （（（（ 入会入会入会入会 ））））  

    会員会員会員会員 としてとしてとしてとして 入会入会入会入会 をををを希望希望希望希望 するするするする 者者者者 はははは 、、、、本会所定本会所定本会所定本会所定のののの 申申申申 しししし 込込込込 みみみみ用紙用紙用紙用紙 にににに 必要事項必要事項必要事項必要事項 をををを 記入記入記入記入しししし 、、、、申申申申 しししし 込込込込

むものとするむものとするむものとするむものとする 。。。。ただしただしただしただし、、、、一般会員一般会員一般会員一般会員 、、、、学生会員学生会員学生会員学生会員およびおよびおよびおよび 遠隔地会員遠隔地会員遠隔地会員遠隔地会員 のののの入会入会入会入会 のののの 可否可否可否可否 はははは、、、、事務局事務局事務局事務局 がががが

これをこれをこれをこれを 審議審議審議審議・・・・承認承認承認承認 しししし 、、、、総会総会総会総会 にににに 報告報告報告報告するするするする 。。。。賛助会員賛助会員賛助会員賛助会員 、、、、同窓会員同窓会員同窓会員同窓会員 についてはについてはについてはについては 、、、、承認承認承認承認 のののの必要必要必要必要 はなはなはなはな

いいいい 。。。。  

第第第第 ８８８８ 条条条条 （（（（ 入会金及入会金及入会金及入会金及 びびびび会費会費会費会費 ））））  

    会員会員会員会員 はははは 会費会費会費会費 をををを 納入納入納入納入しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない 。。。。会費会費会費会費 はははは 、、、、 以下以下以下以下のののの 通通通通 りとするりとするりとするりとする 。。。。  

    （（（（ １１１１ ）））） 正会員正会員正会員正会員 のののの 入会金入会金入会金入会金 はははは 、、、、 金金金金  2,000円円円円 、、、、 会費会費会費会費 はははは 、、、、 一般会員一般会員一般会員一般会員 がががが 金金金金  3,000円円円円 （（（（ 年年年年 ）、）、）、）、 学生会学生会学生会学生会

員及員及員及員及 びびびび 遠隔地会員遠隔地会員遠隔地会員遠隔地会員 がががが金金金金  2,500円円円円 （（（（ 年年年年 ）））） とするとするとするとする 。。。。  

    （（（（ ２２２２ ）））） 賛助賛助賛助賛助 会員会員会員会員 のののの入会金入会金入会金入会金 はははは 、、、、 金金金金  2,000円円円円 、、、、 会費会費会費会費 はははは 、、、、 金金金金  2,000円円円円 （（（（ 年年年年 ）））） とするとするとするとする。。。。  

    （（（（ ３３３３ ）））） 会費会費会費会費 はははは 、、、、 年度内年度内年度内年度内 にににに 納入納入納入納入 するするするする 。。。。  

    （（（（ ４４４４ ）））） 会計年度会計年度会計年度会計年度 はははは４４４４月月月月 １１１１ 日日日日 ～～～～ ３３３３月月月月 ３１３１３１３１ 日日日日とするとするとするとする 。。。。  



第第第第 ９９９９ 条条条条 （（（（ 会員会員会員会員 のののの 権限権限権限権限））））  

    会員会員会員会員 はははは 、、、、本会本会本会本会 におけるにおけるにおけるにおける 吃音吃音吃音吃音 にににに 関関関関するするするする 人的人的人的人的、、、、物的資源物的資源物的資源物的資源 とととと情報情報情報情報 をををを 利用利用利用利用することができるすることができるすることができるすることができる 。。。。  

第第第第 10条条条条 （（（（ 正会員正会員正会員正会員 のののの権限権限権限権限））））  

    正会員正会員正会員正会員 はははは、、、、 総会総会総会総会 にににに出席出席出席出席 しししし 運営運営運営運営 にににに意見意見意見意見 をををを 反映反映反映反映することができるすることができるすることができるすることができる 。。。。  

第第第第 11条条条条 （（（（ 退会退会退会退会 およびおよびおよびおよび 除名除名除名除名 ））））  

    （（（（ １１１１ ））））退会退会退会退会 をををを 希望希望希望希望 するものはするものはするものはするものは 、、、、本会本会本会本会 にににに 届届届届 けるものとするけるものとするけるものとするけるものとする 。。。。ただしただしただしただし、、、、既納既納既納既納 のののの 会費等会費等会費等会費等 はははは 返還返還返還返還                

しないしないしないしない 。。。。  

    （（（（ ２２２２ ））））２２２２ 年以上年以上年以上年以上のののの 会費会費会費会費 をををを 滞納滞納滞納滞納 したときはしたときはしたときはしたときは 、、、、会員会員会員会員 のののの 資格資格資格資格をををを 失失失失 うううう 。。。。ただしただしただしただし 、、、、そのそのそのその 場合場合場合場合 はははは 滞納滞納滞納滞納                

したしたしたした 会費全額会費全額会費全額会費全額 をををを 支払支払支払支払うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。  

    （（（（ ３３３３ ））））本会本会本会本会 のののの 目的目的目的目的 にににに反反反反 しししし 、、、、本会本会本会本会 のののの運営運営運営運営 をををを 妨妨妨妨げたものげたものげたものげたもの 、、、、またまたまたまた 、、、、本会本会本会本会のののの 名誉名誉名誉名誉 をををを 損損損損なうなうなうなう 行為行為行為行為のののの                

あったものはあったものはあったものはあったものは 、、、、 総会総会総会総会のののの決議決議決議決議 によりによりによりにより除名除名除名除名 することができるすることができるすることができるすることができる。。。。  

                ただしただしただしただし 、、、、緊急緊急緊急緊急をををを 要要要要 するときにはするときにはするときにはするときには 、、、、事務局事務局事務局事務局 のののの 決議決議決議決議によりによりによりにより 除名除名除名除名しししし 、、、、総会総会総会総会 のののの 承認承認承認承認をををを 得得得得 るるるる                

ものとするものとするものとするものとする。。。。  

 

第第第第 ４４４４ 章章章章     役員役員役員役員  

第第第第 12条条条条 （（（（ 事務局事務局事務局事務局 ））））  

    本会本会本会本会 にはにはにはには 、、、、役員役員役員役員 としてとしてとしてとして 会長会長会長会長 １１１１ 名名名名 、、、、副会長副会長副会長副会長 １１１１名名名名 、、、、事務局長事務局長事務局長事務局長１１１１ 名名名名 、、、、事務局員若干名事務局員若干名事務局員若干名事務局員若干名 、、、、会計委会計委会計委会計委

員員員員 １１１１ 名名名名 からなるからなるからなるからなる 事務局事務局事務局事務局をををを 設設設設 けけけけ 、、、、会会会会のののの 機能機能機能機能 をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための活動活動活動活動 をををを 行行行行うううう。。。。ただしただしただしただし、、、、事務局員事務局員事務局員事務局員 はははは、、、、

会長会長会長会長 がががが 指名指名指名指名するするするする 。。。。  

第第第第 13条条条条 （（（（ 事務局会議事務局会議事務局会議事務局会議 ））））  

    （（（（ １１１１ ）））） 事務局会議事務局会議事務局会議事務局会議はははは、、、、 事務局長事務局長事務局長事務局長がこれをがこれをがこれをがこれを招集招集招集招集 するするするする 。。。。  

    （（（（ ２２２２ ））））事務局会議事務局会議事務局会議事務局会議 においてはにおいてはにおいてはにおいては 、、、、事務局長事務局長事務局長事務局長 がががが議長議長議長議長 となりとなりとなりとなり 、、、、本会本会本会本会 のののの 事業事業事業事業 をををを 企画企画企画企画 しししし 、、、、必要必要必要必要 となとなとなとな                

るるるる 一切一切一切一切 のののの 事項事項事項事項 をををを 審議審議審議審議しししし、、、、 運営運営運営運営 するするするする。。。。  

    （（（（ ３３３３ ）））） 事務局会議事務局会議事務局会議事務局会議はははは委任委任委任委任 をををを 含含含含 むむむむ構成員構成員構成員構成員 のののの過半数過半数過半数過半数 をもってをもってをもってをもって 成立成立成立成立 するするするする。。。。  

    （（（（ ４４４４ ）））） 事務局事務局事務局事務局 がががが 必要必要必要必要とととと 認認認認 めためためためた 場合場合場合場合 はははは 、、、、 臨時事務局会議臨時事務局会議臨時事務局会議臨時事務局会議をををを 開催開催開催開催 できるできるできるできる 。。。。  

    （（（（ ５５５５ ）））） 会長会長会長会長 はははは 専門部専門部専門部専門部をををを 置置置置 くことがくことがくことがくことが 出来出来出来出来 るるるる。。。。  

    （（（（ ６６６６））））緊急緊急緊急緊急をををを 要要要要 するするするする事項事項事項事項 のののの 決定決定決定決定はははは 事務局会議事務局会議事務局会議事務局会議 でででで 行行行行 ないないないない、、、、事後事後事後事後、、、、総会総会総会総会 またはまたはまたはまたは 同等同等同等同等 のののの 方法方法方法方法にににに                

よってよってよってよって 承認承認承認承認されなければならされなければならされなければならされなければなら ないないないない。。。。  

第第第第 14条条条条 （（（（ 会計監査会計監査会計監査会計監査））））  

    本会本会本会本会 はははは 、、、、事務局事務局事務局事務局 のののの他他他他にににに 会計監査委員会計監査委員会計監査委員会計監査委員 １１１１ 名名名名をおきをおきをおきをおき 、、、、 事務局事務局事務局事務局 をををを 牽制牽制牽制牽制するするするする 。。。。  

第第第第 15条条条条 （（（（ 任期任期任期任期 ））））  

    （（（（ １１１１ ）））） 役員役員役員役員 のののの 任期任期任期任期はははは、、、、 ２２２２ 年年年年 とするとするとするとする 。。。。 ただしただしただしただし、、、、 再任再任再任再任 はははは 妨妨妨妨げないげないげないげない 。。。。  

    （（（（ ２２２２））））役員役員役員役員にににに 欠員欠員欠員欠員 がががが生生生生 じたじたじたじた 場合場合場合場合、、、、事務局事務局事務局事務局 はそれをはそれをはそれをはそれを 補充補充補充補充しししし 、、、、総会総会総会総会 でででで承認承認承認承認 されなければならされなければならされなければならされなければなら                

ないないないない 。。。。  

第第第第 16条条条条 （（（（ 役員役員役員役員 のののの 職務職務職務職務 ））））  

    （（（（ １１１１ ）））） 会長会長会長会長 はははは 、、、、 本会本会本会本会をををを 代表代表代表代表 しししし 、、、、民主的民主的民主的民主的 なななな会会会会のののの 運営運営運営運営 にににに 努努努努めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない 。。。。  

    （（（（ ２２２２ ）））） 副会長副会長副会長副会長 はははは 、、、、会長会長会長会長 をををを 補佐補佐補佐補佐 するするするする 。。。。  

    （（（（ ３３３３ ）））） 事務局長事務局長事務局長事務局長 はははは、、、、日常会務日常会務日常会務日常会務 のののの遂行遂行遂行遂行 にににに 当当当当たるたるたるたる 。。。。  

    （（（（ ４４４４ ）））） 会計委員会計委員会計委員会計委員 はははは、、、、本会本会本会本会 のののの 資産資産資産資産をををを 健全健全健全健全 にににに保全保全保全保全 しししし 、、、、 会計会計会計会計をををを 担当担当担当担当 するするするする。。。。  

    （（（（ ５５５５ ））））会長会長会長会長 、、、、副会長副会長副会長副会長、、、、事務局長事務局長事務局長事務局長 、、、、事務局員事務局員事務局員事務局員、、、、会計委員会計委員会計委員会計委員 はははは 、、、、事務局事務局事務局事務局をををを 構成構成構成構成 しししし 、、、、所定所定所定所定のののの 職務職務職務職務                



をををを 行行行行 なうなうなうなう 。。。。  

    （（（（ ６６６６ ）））） 会計監査会計監査会計監査会計監査 はははは、、、、会計会計会計会計 をををを 監査監査監査監査するするするする 。。。。  

第第第第 17条条条条 （（（（ 役員役員役員役員 のののの 選出選出選出選出 ））））  

    役員役員役員役員 はははは 、、、、宮城言友会宮城言友会宮城言友会宮城言友会のののの 正会員正会員正会員正会員 とするとするとするとする 。。。。  

    （（（（ １１１１））））事務局員以外事務局員以外事務局員以外事務局員以外のののの 役員役員役員役員 はははは、、、、正会員正会員正会員正会員のののの 推薦推薦推薦推薦 をををを 受受受受 けることをけることをけることをけることを 原則原則原則原則とするがとするがとするがとするが、、、、立候補立候補立候補立候補するするするする                

こともできることもできることもできることもできる 。。。。 またまたまたまた、、、、立候補者立候補者立候補者立候補者 がいないがいないがいないがいない 場合場合場合場合はははは 、、、、 事務局事務局事務局事務局がががが 役員候補者役員候補者役員候補者役員候補者 をををを 選出選出選出選出 するするするする 。。。。  

    （（（（ ２２２２ ）））） 役員役員役員役員 はははは 、、、、 総会総会総会総会またはまたはまたはまたは 同等同等同等同等のののの 方法方法方法方法 によってによってによってによって 選出選出選出選出 ・・・・承認承認承認承認 されなければならないされなければならないされなければならないされなければならない 。。。。  

 

第第第第 ５５５５ 章章章章     総会総会総会総会  

第第第第 18条条条条 （（（（ 機能機能機能機能 ））））  

    本会本会本会本会 のののの 最高議決機関最高議決機関最高議決機関最高議決機関はははは 、、、、 総会総会総会総会 でありでありでありであり 、、、、 会会会会のののの機能機能機能機能 をををを 高高高高 めるためのあらゆるめるためのあらゆるめるためのあらゆるめるためのあらゆる 決定決定決定決定をををを 行行行行 うううう 。。。。  

第第第第 19条条条条 （（（（ 招集招集招集招集 ））））  

    総会総会総会総会 はははは、、、、原則原則原則原則 としてとしてとしてとして年年年年 １１１１ 回開回開回開回開 かれかれかれかれ 、、、、会長会長会長会長 がこれをがこれをがこれをがこれを 招集招集招集招集するするするする 。。。。そのそのそのその他他他他 、、、、事務局事務局事務局事務局 がががが 必要必要必要必要とととと 判判判判

断断断断 したしたしたした 場合場合場合場合にににに 臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会をををを 開催開催開催開催 することができるすることができるすることができるすることができる 。。。。  

第第第第 20条条条条 （（（（ 開催請求開催請求開催請求開催請求））））  

    会員会員会員会員 はははは 、、、、事務局事務局事務局事務局 にににに臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会 のののの 開催開催開催開催 をををを 請求請求請求請求することができるすることができるすることができるすることができる 。。。。  

第第第第 21条条条条 （（（（ 定足数定足数定足数定足数 ））））  

    総会総会総会総会 はははは 、、、、委任状委任状委任状委任状 をををを含含含含めめめめ 会員会員会員会員 のののの 過半数過半数過半数過半数 のののの 出席出席出席出席をもってをもってをもってをもって 成立成立成立成立 するするするする 。。。。  

第第第第 22条条条条 （（（（ 審議事項審議事項審議事項審議事項））））  

    総会総会総会総会 はははは 、、、、次次次次 のことをのことをのことをのことを審議審議審議審議 ・・・・ 決定決定決定決定するするするする 。。。。  

    （（（（ １１１１ ）））） 事業活動事業活動事業活動事業活動 のののの承認承認承認承認  

    （（（（ ２２２２ ）））） 会計会計会計会計 のののの 承認承認承認承認  

    （（（（ ３３３３ ）））） 役員役員役員役員 のののの 選出及選出及選出及選出及びびびび 承認承認承認承認  

    （（（（ ４４４４ ）））） 規約規約規約規約 のののの 改定改定改定改定  

    （（（（ ５５５５ ）））） 入会入会入会入会 及及及及 びびびび 退会退会退会退会のののの 了承了承了承了承  

    （（（（ ６６６６ ）））） そのそのそのその 他他他他 、、、、 総会総会総会総会にににに 付付付付 するするするする 適当適当適当適当 とととと 認認認認 めるめるめるめる事案及事案及事案及事案及 びびびび 動議動議動議動議  

第第第第 23条条条条 （（（（ 意思決定意思決定意思決定意思決定））））  

    総会総会総会総会 はははは 、、、、会員会員会員会員 のののの 合議合議合議合議をもってをもってをもってをもって 意思決定意思決定意思決定意思決定 をををを行行行行うううう 。。。。  

 

第第第第 ６６６６ 章章章章     そのそのそのその 他他他他  

第第第第 24条条条条 （（（（ 顧問顧問顧問顧問 ））））  

    本会本会本会本会 はははは 、、、、総会総会総会総会のののの 意思意思意思意思にににに 基基基基 づきづきづきづき 顧問顧問顧問顧問 をおくことができるをおくことができるをおくことができるをおくことができる 。。。。顧問顧問顧問顧問 はははは 、、、、会会会会 のののの 社会的社会的社会的社会的なななな 機能機能機能機能 をををを高高高高

めるためのめるためのめるためのめるための助言等助言等助言等助言等 をををを行行行行うううう 。。。。  

 

附則附則附則附則  

    本規約本規約本規約本規約 はははは、、、、 1995年年年年  4月月月月  1日日日日 よりよりよりより 発効発効発効発効 するするするする 。。。。  

附則附則附則附則 （（（（ 1998年年年年  4月月月月  1日日日日 ））））     本規約本規約本規約本規約はははは 、、、、 1998年年年年  4月月月月  1日日日日 からからからから 施行施行施行施行 するするするする。。。。     

附則附則附則附則 （（（（ 2005年年年年  4月月月月  1日日日日 ））））     本規約本規約本規約本規約はははは 、、、、 2005年年年年  4月月月月  1日日日日 からからからから 施行施行施行施行 するするするする。。。。     

 

 


