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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     本会は､玖珠郡卓球連盟と称する（以下本会と称する）  

第第第第 2222 条条条条 本会は、事務所を本会連盟会長宅に置く 

第第第第 3333 条条条条 本会の目的は、卓球の普及・発展とし 併せて会員の親睦を図ることを主たる目的とする 

第第第第 4444 条条条条 本会は、第 3 条の目的を達成するため次の事業を行なう  

１、 小中学生育成の為の卓球大会（童話祭こども卓球大会） 

２、 玖珠郡選手権大会 

３、 

玖珠郡体育協会､大分卓球連盟から委嘱された事業 

《全日本カデット地区予選・一般県体》 

４、 毎月開催する 主催リーグ大会 

５、 卓球に関する各種指導員・審判委員の養成及び派遣 

６、 本会主催の卓球教室 

７、 その他、本会に必要と認める事業  
 

第第第第 5555 条条条条 本会は､第４条の事業を運営するため次の各部を置く  

1,総務部（大会等行事運営） 2､ジュニア育成部  3､代表選手強化部  4,審判部  

5 広報部（ホームページ運営・管理） 

第第第第 2222 章章章章    会会会会    員員員員        

第第第第 6666 条条条条 本会の会員は､玖珠郡に居住または通勤､通学者するとする 

また 地域のクラブに登録していて 本会の会員として希望する者 

会費は、年間 1,000 円とする 

第第第第 7777 条条条条 第 6項の会員資格で登録されていた会員が転勤、または転居等によって資格用件が無くなった

場合でも、これまでの所属チームの了承があれば引き続き会員の登録をすることができる 

第第第第 3333 章章章章    役員規定役員規定役員規定役員規定    

第第第第 8888 条条条条 本会に、次の役員を置く   

会長１名、副会長 2 名、事務局長 １名 

事務局次長(会計兼任) 1 名  

第第第第 9999 条条条条 役員の任期は次の通りとする 

会長、副会長、事務局長、事務次局長、監事（会計監査）、理事全て任期は２年間とする   

ただし転勤などで業務の継続が不可能な場合 新たにその役員を選出するか 会長の判断で

兼任者を選出する その任期は、選任者の任期を引き継ぐものとする 

第第第第 10101010 条条条条 役員の選出方法は、本会地域を 3 つのエリア（九重・森、八幡・玖珠、北山田）に分けその地

域の中で事務局長、事務局次長（会計）を選出する 副会長・監査は、残る 2 つの地域の中か

ら選出する 

第第第第 11111111 条条条条 役員の改選は総会で行なうものとし、任期は 4 月 1 日から翌々年 3 月 31 日まで   

ただし任期が満了しても後任者が就任するまでは任務を継続する 



第第第第 11112222 条条条条    会長職以外の役員の再任は、避ける方が好ましい 

それは 本会を長く継続させるため 会員全てが平等に役員を経験するためである 

第第第第 11113333 条条条条 会長は、本会を代表し会務を総括する また県卓球連盟の支部長、郡体育協会の部長も兼務す

る 

第第第第 11114444 条条条条     副会長は会長を補佐し、会長に不在の場合には、その職務を代行する  

第第第第 11115555 条条条条 事務局長は大会や会議を主導する 

第第第第 11116666 条条条条 事務局次長は事務局長を補佐し、会計業務を兼務する  

第第第第 11117777 条条条条 監事は本会の会計を監査する  

第第第第 18181818 条条条条 会長、副会長、事務局長、事務局次長、監事は役員会で推薦し総会で承認する 

第第第第 4444 章章章章    理事会理事会理事会理事会    

第第第第 19191919 条条条条    ① 理事とは、本会の会員の中で 各地域より選出される地区理事 

② 県登録されているクラブの運営者によるクラブ理事 

③ 家庭婦人の中より選出された 家庭婦人理事 

④ 中体連の運営に携わっている中学校の教師より選出された 理事  

地域やクラブ、性別により幅広く意見を集めることが理事会の目的である 

第第第第 20202020 条条条条    理事の中より理事長を 毎年 1名選出する 

理事長は、執行部会に理事会を代表して参加する 

第第第第 5555 章章章章    会会会会    議議議議        

第第第第 21212121 条条条条 本会の会議は、次の通りとする 

1 総会  2 執行部会  3 理事会  4 部会会議 

第第第第 22222222 条条条条 総会総会総会総会    

年１回定期に開催する。ただし会長が必要と認めたとき、会員総数の 3 分の 1 以上の者の要請

があったとき、会長は総会を招集しなければならない 

第第第第 23232323 条条条条 総会は、第 18 条のよる会長以下執行部と個人会員により構成し次の事項を議決する。 

1、事業報告及び収支決算  

2、事業計画及び収支予算   

3、役員の改選  

4、執行部、会員で企画または決定された事項 

5、その他、必要と認めた事項 

第第第第 24242424 条条条条 執行部会執行部会執行部会執行部会    

本会役員と理事長により行われる主に緊急で重要な議案を扱う 

必要な案件が生じた場合に会長、事務局長が招集する 

第第第第 25252525 条条条条    理事会理事会理事会理事会    

理事と執行部役員により 毎年総会前と年末に定例の会議を持つこと また 急な議案があ

れば会長や事務局と相談の上開催することが出来る    

第第第第 26262626 条条条条    部会会議部会会議部会会議部会会議    

①大会運営会議 各種大会の運営についての会議 事務局長が会議を運営する 



②選手選出会議 強化対策部が会議を運営し執行部、理事も参加する 玖珠郡選手権の後

行う 同時にねんりんピックの選手選考も兼ねる 

第第第第 27272727 条条条条 会議は、議論の後 出席者の多数決によって議決する  

第第第第 6666 章章章章    会会会会    計計計計        

第第第第 28282828 条条条条 本会の経費は、次に掲げるものにより支弁する  

1、個人会費  2、事業収入 3、自治体または公共団体から交付される育成費及び委託金  

4、大会参加費 5、その他（通帳利息など） 

第第第第 29292929 条条条条 会費 

第 6項に準ずる 

第第第第 30303030 条条条条    大会参加料は、大分県卓球連盟の参加料に準ずるただし 大会に応じて変更の場合がある そ

の場合は、総務部で決定する。 

第第第第 31313131 条条条条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年 3月 31 日までとする。  

収支決算は監事の監査を受け､総会で報告し承認を得なければならない。 

第第第第 32323232 条条条条 本会へ加入する会員は所定の会費を納入し総会の承認を得る。ただし年度途中退会の場合、既

納の会費は返却しない。 

第第第第 33333333 条条条条    役員手当役員手当役員手当役員手当  下記に業務終了後に支給する 

会  長 10,000 円（年 2回の 県卓連会議への交通費、懇親会費も含む） 

事務局長 10,000 円（業務の為の交通費、通信費） 

会  計   5,000 円（金融機関への交通費） 

広  報   5,000 円（ホームページなどの管理運営費） 

ただし業務を途中で放棄したり 会員からの抗議があった場合に支給しない場合もある そ

の場合は、理事会で必ず協議する 

第第第第7777章章章章    表彰規程表彰規程表彰規程表彰規程    

 本会表彰規程を次のように定める 

第第第第34343434条条条条 本協会が主催する大会において第3 位まで入賞した選手に賞状と賞品を授与する 

第第第第35353535条条条条 次の項に該当するものを執行部会にはかり表彰する。 

1.県卓球協会主催試合（中体連・高体連も含む）でランキングに入った個人 ベスト4に入っ

た団体 

2.全九州大会で3位以内または全国大会に出場し入賞したチーム、個人 

3.学生で全国大会や全九州大会へ出場する選手、団体へは、全国大会１万円、全九州大会5千

円を大会前までに送り餞別とする 

4.その他の大会で顕著な活躍をしたチーム、個人 但し、全国大会・全九州大会・県大会と

は、下部の予選大会を通過して出場した大会、またはそれに相応しいと認めた大会を指す 

5.ただし表彰にあたっては、本会登録者及び地域内の学校・クラブとする 

第第第第36363636条条条条 次の項に該当するものへ、執行部ではかり、記念品をそえて感謝状を贈呈する。 

1. 本協会の発展に顕著な功績があったもの 

2. 卓球競技の普及ならびに指導で顕著な功績があったもの 

3. その他功績が顕著であると認められたもの 

なお、感謝状は本協会の記念事業などのおりに贈呈するものとする。 



第第第第8888章章章章    運営運営運営運営規程規程規程規程    

第第第第37373737条条条条 本規程は、玖珠郡卓球連盟規約第5条及び第25条に基づき第4条の事業を運営するため、

各部の業務内容を次の通り定める 

1総務部 ①運営全般に関する窓口業務  ②年間事業計画及び事業報告の樹立   

③会員に関する業務      ④各種会議の招集、議事録の作成保管  

⑤各種大会の運営・記録業務  ⑥その他各部管掌外の業務  

⑦予算、決算に関する業務   ⑧金銭、物品の出納業務  

⑨備品の管理 

2ジュニア育成部 ①小中学生対象の卓球大会の企画・運営  

②連盟主催の卓球教室における指導計画の樹立及び運営 

3強化対策部 ①一般県体代表選手選考に関する業務 ②選手の育成及び強化の指導計画の作成 

③一般県体の郡体育協会との連絡・会議など 

4審判部 ①各種大会の組み合わせ作りに関する業務  ②各種大会の進行業務  

③県卓球連盟主催の公認審判員試験・更新の告知 

④各種大会への審判の派遣         ⑤審判資格保有者に限る 

5広報部 ① 本会のホームページの管理及び広報活動 

② 総務部より大会終了後速やかに 広報に結果を報告する 

第第第第38383838条条条条 この規約の改正は総会の議決がなければ施行できない 

第第第第39393939条条条条 本規程は平成25年度総会終了時より施行する 

 


