
⼤阪市⽴⼤学同窓会東京⽀部「東京有恒会」規約�

第1章 名称�
（名称）�

第1条 本会 、⼤阪市⽴⼤学同窓会東京⽀部「東京有恒会」 称 。（以下本会
）�

第2章 ⽬的 事業�

   （⽬的）�
第2条 本会 、第4条 定 会員相互 親睦 図 、⼤阪市⽴⼤学 ⼤阪市⽴⼤�

 学同窓会 発展 寄与 ⽬的 。�
（本会 所在地）�

第3条 本会 事務所 。原則 本会会⻑ 所在地 置 。�
   （事業）�
第4条 本会 、 ⽬的 達成 次 事業 ⾏ 。�
   （１）会員相互 交流 親睦活動�
  ���（２） 広報活動�
  ���（３）⼤阪市⽴⼤学同窓会 連携 、⼤阪市⽴⼤学 発展 寄与 ⼤学 寄付�
      、産学官連携 各種⼤学 ⽀援活動�
   （４）総会，講演会、講習会 開催�
   （５） 他必要 認 事業� � �

第3章 会員�

      （会員）�
第5条 本会 、⼊会登録 原則 関東地⽅ 在住・在勤 次 者 以 組

織 。�
   �（１）正会員 ⼤阪市⽴⼤学卒業⽣（学部、⼤学院）�
   （２）準会員 ⼤阪市⽴⼤学 教職員 者�
   （３）賛助会員 本会 趣旨 賛同 、役員会 承認 者�

第4章 役員 役員会�
    （役員）�
第6条 本会 次 役員 置 。�
     会⻑1名、副会⻑1名、理事7名以内、監事1名�
    ②前項 役員 、総会 会員 選出 。�

    （役員 職務 役員会�
第7条 会⻑ 、本会 代表 会務 統括 。�
    ②副会⻑ 、会⻑ 補佐 会⻑ 事故 時 会⻑ 職務 ⾏ 。�
    ③役員 、役員会 組織 総会 議決 事項 執⾏ 当 。�
    ④役員御開催 随時⾏ 、会⻑ 招集 。�



    ⑤役員会 、会⻑ 議⻑ 議事 進⾏ 。�
    ⑥役員会 議決 多数決 ⾏ 、可否同数 議⻑ 決 。�
    ⑦幹事 、役員会 議決 加 。�
    ⑧役員会 開催 場合 、開催 都度、議事録 作成 。�

    （個⼈情報 取扱責任）�
第8条 役員 、本会会員 個⼈情報 取扱 ⼗分 注意
。�
    ②故意 個⼈情報 漏洩 ⾏ 、会員 損害 与 、 者 損害

対 賠償 責任 負 。�
    （監事 職務）�
第9条 監事 、本会 業務 財産 関 次 業務 ⾏ 。�
    （１）財産 状況 監査 �
    （２）会⻑、副会⻑、理事 業務執⾏ 状況 監査 �
    （３）幹事 、財産 状況 業務 執⾏ 不正 事実 発⾒ 時

、 役員会 報告 、必要 認 総会 招集 請求
。�

（役員 任期）�
第10条 役員 任期 2年 、再任 妨 。�
     ②補充 増員 選任 役員 任期 前任者 現任者 残任期

間 。�
     ③役員 任期満了後 、後任者 就任 、 職務 ⾏ 。�

（役員 解任）�
第11条 役員 次 該当 、会⻑ 監事 解任理由 明 �

、総会 総会出席者 3分 2以上 賛成 解任 出来�
。�
（１）職務上 義務違反 他役員 ⾏為 認

�
（２）⼼⾝ 故障 、職務 執⾏ 耐 認 �

第5章 総会�
     （総会 種類）�
第12条 総会 、定期総会 臨時総会 。�
     ②定期総会 、毎年10⽉ 開催 。�
     ③臨時総会 、会⻑ 必要 認 第9条 定 監事 請求

開催 。�
（総会 招集）�

第13条 総会 、会⻑ 招集 。�
     ②総会 招集 、会員 会議 ⽬的及 内容並 ⽇時 場�
      所 ⽰ 開会 1 ⽉前 通知 。�
     ③会員 、定期総会、臨時総会 随時出席 意⾒ 述 。�

     （総会 権限）�
第14条 総会 、会⻑ 議⻑ 次 掲 事項 審議 、議決 。�



     （１）事業計画、事業報告 関 事項�
     （２）予算、決算 関 事項�
     （３）役員 選任 解任 関 事項�

（４）規約等 改正 関 事項�
（５） 他、重要 事項�

     （総会 定⾜数）�
第15条 総会 開催 、定⾜数 設 。�
     （総会 議決）�
第1６条 総会 議事 、出席者 過半数 決 、可否同数 議⻑ 決

�
。�

      第11条 規定 除 。�

第6章 会計�
     （会計年度）�
第17条 本会 会計年度 毎年4⽉1⽇ 翌年 3⽉31⽇ 。�
     （運営）�
第18条 本会 運営 、総会時 会費 寄付⾦ 賄 。�
     （会計報告）�
第19条 会計報告 、会⻑ 収⽀計算書 財産⽬録 作成 、監事 監査 得 総会 承

認 得 。�
    ②総会 承認 収⽀計算書 財産⽬録 総会終了後1 ⽉以内 本会

開⽰ 。�

     （会計報告 異議申 出）�
第20条 会員 会計報告書 異議 場合、⽂書 会⻑ 異議 申 出

。�
     （異議申 ⽴ 対 回答 総会報告）�
第21条 会員 ⽂書 会計報告書 関 異議 申 ⽴ 受 場合、会⻑ ⽂書 �
      異議 申 ⽴ 会員 遅滞 回答 、本総会 回答内容 報

告 。�
    �

第7章 規約 改正�

第22条 規約 改正 、役員会 役員 過半数 同意 得 後 総会 出席者 3分 ２�
    賛成 得 。�

第8章 附則�
    (施⾏)�
第1条 本規約 2021年12⽉4⽇ 施⾏ 。


