
  

ツ イ ン ズ 規 約 

 

序 文 

   この規約は、国分寺市立第八小学校の男女在校生を中心とした少年野

球クラブの運営について定めるものである。 

 

 

第一章 総  則 

 

第一条  クラブの名称 

     

     当クラブは名称を「ツインズ」とする。 

 

第二条  クラブの住所 

 

当クラブの住所は代表者（監督兼務可）の自宅とする。 

 

第三条  クラブの目的 

 

当クラブは、野球を通じて少年の健全なる肉体と精神を養うと共に

部員相互の親睦を図ることを目的とする。 

また、別途「ツインズ野球クラブ指導理念」に従い指導することと

する。 

 

第四条  クラブの構成 

 

当クラブは、クラブの目的や運営に賛同する国分寺市立第八小学

校学区を主体とした国分寺市、及び隣接する市に居住する男女小学

生（以下部員と云う）と、部員の父母、及びツインズの運営に携わ

るツインズＯＢ有志と周辺地域の有志の方々（以下会員と云う）で

構成する。 

 

第五条  クラブ会員の義務 

 

当クラブの会員は「ツインズ規約」、「ツインズ野球クラブ指導理

念」及び運営上必要な事項を遵守する義務を有する。遵守すべき必

要事項は、社会的常識の範疇に入るもの、及び必要の都度、総会、

及び役員会の決議で定める事項とする。 

 

 

第二章 役  員 

 

第六条  役員構成（父母担当の人数については変動も可とする） 

 

当クラブには次の役員を置く。 

 

1．チーム代表者（監督兼務可）  １名 

2．高学年チーム責任者    １名 

3．低学年チーム責任者    １名 

4．審判団責任者   １名 

5．事  務  局            ２名 

6．会    計            ２名 

7．広    報            ２名 

8．校 庭 開 放            ２名 

9．会 計 監 査            １名 

 

 

第七条  役員の選出 

 

1. 役員は、定例総会において選出・承認する。 

尚、会計監査を除き、役員の兼務を妨げない。但し、事務

局、会計、広報、校庭開放は部員の父母から選出する。 

2. 役員に欠員が生じた場合は、直ちに臨時総会を開催して欠

員の補充を行う。 

 



  

第八条  役員の任務 

クラブ全体の指揮・運営は、代表者（監督兼務可）、高・低学年チ

ーム責任者及び審判団責任者で決定し統括する。 

 

役員の任務は次の通りとする. 

 

1. 代表者（監督兼務可）は、クラブ全体の渉外全般を統括

する。 

2. チーム責任者は、チームの指揮・指導を行う。また、代

表者（監督兼務可）の渉外全般を補佐する。 

3. 審判団責任者は、他のチーム審判団と連携を取り、試合

の円滑な進行に努めると共に、当クラブの審判技術の向

上に努める。 

また、代表者（監督兼務可）の渉外全般を補佐する。 

4. 事務局は、クラブの総務を担当し、代表者（監督兼務可）、

チーム責任者及び審判団責任者から指示、又は依頼事項

があった場合は適切に処理する。 

5. 会計は、会計事務を処理する。 

6. 広報は、適切な時期に部員募集、文集作成等の広報活動

を行う。 

7. 校庭開放は、国分寺市立第八小学校の学校施設開放委員

会並びに国分寺市との間で、当クラブが校庭を使用する

際支障なく利用する為の交渉を行う。 

8. 会計監査は、会計業務の適正さを監査し、必要に応じて

役員会に出席し、意見を述べることが出来る。 

 

第九条  役員任期 

 

     1. 役員の任期は一年とする。但し、再選は妨げない。 

     2. 役員の欠員により就任した役員の任期は前任者の残任期

間とする。 

 3. 但し、会計に限り任期を二年とし、毎年一人ずつ入れ替

わることとする。 

 

第三章   機 関 

 

第十条   当クラブには次の機関を置く。 

 

     1. 総    会 

     2. 役  員  会 

     3. 父  母  会 

     4. コ ー チ 会 

 

第十一条   総 会 

 

1. 総会は、当クラブの最高議決機関である。 

2. 総会には、定例総会、及び臨時総会がある。 

3. 定例総会は、毎年１２月に代表者（監督兼務可）がこれを

召集する。 

4. 臨時総会は、代表者（監督兼務可）又は役員が必要と認め

た時、代表者（監督兼務可）がこれを召集する 

5. 総会は、会員の過半数の出席により成立し、議事は出席者

の過半数を持って決する。賛否同数の場合は議長がこれ

を決する。 

6. 会議に出席出来ない者は、委任状をもって議決権を代行さ

せる事が出来、委任状を提出しない者は、その議決に異議

の申し立てをする事は出来ない。 

       7. 総会の議長は役員の中から選出する。 

       8. 次に掲げる事項は総会の決議によらなければならない。 

        （1）部費の改定 

        （2）規約の改廃 

        （3）役員の選出 

        （4）会計報告 

        （5）会計監査報告 

        （6）その他、当クラブに関する重要事項 

         尚、任期満了に伴う役員の選出は定例総会に限定する 



  

第十二条  役 員 会 

 

1. 役員は、第二章第六条に定める役員及び「ツインズ野球

クラブ指導理念」第 4条の各副責任者で構成する。 

2. 役員会は、総会に次ぐ決議機関であり、必要の都度、代

表者（監督兼務可）又は事務局が召集する。 

3. 役員会は、役員の過半数の出席により成立し、議事は出

席者の過半数をもって決する。賛否同数の場合は議長が

これを決する。 

4. 役員会の議長は役員の互選により選出する。 

 

  第十三条  父 母 会 

 

1. 父母会は、会員相互の親睦を目的とし、要望事項、及び

提案事項を役員会に図ることが出来る。 

2. 会員は、一人でも事務局を通じて父母会を召集すること

が出来る。 

   

第十四条  コ ー チ 会  

 

1. コーチ会は、会員の中で現場の指導に携わる人々で構成す

る。 

2. コーチ会は、代表者（監督兼務可）、チーム責任者及び審判

団責任者を選出するとともに、現場の機構、参加リーグ等

を協議し決定する。 

3. コーチは、一人でも事務局を通じてコーチ会を召集するこ

とが出来る。 

 

第十五条  議 事 録 

 

1. 第十条の１項の機関の会議は、議事録を作成し、事務局が保

管する。 

2. 議事録の保存期間は、５年間とする。 

 

第四章  会  計 

 

  第十六条 部 費 

         

1. 部費は、一人一ヶ月、3,000円とし、前月納入を原則とする。 

2. 一家族で複数の部員が在籍する場合には、二人目以降の部

員の部費は一人 1,000円とする。 

3. 部費は、公式戦参加費、備品購入費等、全てのクラブ運営

に関する支出項目に充当する。 

4. 部費は、臨時徴収は行わない。 

 

 第十七条 会 計 年 度 

 

1. 会計年度は、毎年１２月１日から翌年の１１月３０日迄と

する。 

 

  第十八条  会 計 報 告 

 

1. 会計担当役員は、毎年１２月の定例総会に会計監査の監査

を受けた収支決算報告書を提出し、定例総会出席者の承認

を得なくてはならない。 

2. 会計担当役員は、会員から要請があった場合はいつでも関

係書類を開示しなくてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

第五章   部員の入退部 

 

  第十九条  入 退 部 

 

1. 部員の入部に際し、入部を希望する者は「ツインズ規約」

及び「ツインズ野球クラブ指導理念」を承諾の上、入部申

込書を提出する。 

2. 入部申込書の提出を受け、「ツインズ野球クラブ指導理念」

第２条コーチ役員に謀られ入部の可否が決定される。 

3. 部員の退部は、「ツインズ野球クラブ指導理念」第２条コー

チ役員の承認を必要とする。 

 

  第二十条  入退部時の部費の扱い 

 

1. 入部時の部費は、翌月分より徴収とし、当月から徴収する。 

2. 退部時の部費は、在籍月分迄を徴収し、残余の期間があっ

ても返還しない。 

 

 

第六章 部会員の活動保護、及び保護限界 

 

  第二十一条 活動保護（傷害保険の加入） 

 

1. 部員、監督、コーチ等、練習並びに試合、及びその為の移

動に関与する者について、当クラブの全額負担でスポーツ

障害保険に加入する。 

 

  第二十二条 保護限界 

1. 自宅から練習場所、試合場所迄の往復路、及び活動時間に

おける事故について、指導者は責任を負わない。 

 

 

 

第七章 お見舞い 

 

第二十三条  お見舞い  

1. 部員､及び会員のツインズとしての活動中の事故について

のお見舞いは、部費から支出するものとし、金額等につい

ては必要の都度、役員会で決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付 則 

この規約に定める以外の事項については、総会、又は役員会で定める。 

この規約は、昭和 63年 0１月 23日から実施する。 

平成 01年 12月 10日一部改正、平成 01年 12月 11日から実施する。 

平成 02年 12月 02日一部改正、平成 02年 12月 03日から実施する。 

平成 03年 12月 01日一部改正、平成 03年 12月 02日から実施する。 

平成 10年 12月 12日一部改正、平成 10年 12月 13日から実施する。 

平成 18年 12月 02日一部改正、平成 18年 12月 03日から実施する。 

平成 19年 12月 01日一部改正、平成 19年 12月 02日より実施する。 

平成 24年 11月 30日一部改訂、平成 24年 12月 01日より実施する。 

平成 27年 12月 04日一部改訂、平成 27年 12月 05日より実施する。 

平成 29年 12月 02日一部改訂、平成 29年 12月 03日より実施する。 

平成 30年 12月 09日一部改訂、平成 30年 12月 10日より実施する。 

 


