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法人化準備委員会より（Ⅳ） 

～2017 年度総会提案「定款（案）」等とその説明～ 
縣 秀彦 ほか（当会の法人化準備のための委員会） 

 
1. 総会ご審議のお願い 
 当会では、現在の任意団体から法人への移

行準備作業が、運営委員会及び当会の法人化

準備のための委員会（以下、法人化準備委員

会）によって進められてきました。その内容

は本誌においても「法人化準備委員会より(I) 
(II)(III)」[1,2,3]等を通して会員の皆さまにお

知らせしてきました。 
 また、昨年の総会以降に開催された運営委

員会や各支部会においても法人化準備委員が

運営委員や会員に定款案等を説明し、出され

た意見を踏まえ、定款案等に修正を加えるな

どの作業をしました。当会メーリングリスト

においても、会員からの意見表明と活発な質

疑応答がなされました。この間の会員各位か

らの積極的な発言に深く感謝いたします。 
 これらの過程を経て、法人化準備委員会で

は、天文教育 2017 年 5 月号に示した定款案

を運営委員会での議論に基づき本稿で示すよ

うに修正・追加し、2017 年 8 月 7 日に開催

予定の 2017 年度総会に［議案７］として提

案いたします。 
 すでに会員各位のお手元に総会事前配布資

料としての［議案５］（本会の解散）、［議案

６］（会員の移行）、定款案およびその説明

（［議案７］）、そして委任状についての説明

が届いているかと思いますので、そちらと合

せて本稿をお読みください。 
 定款案（［議案７］）に関しては、総会にお

いて賛否を問います。ただし、公証役場で定

款の認証を行う際に文言等の修正を指示され

る場合など、総会承認後も大きな変更に及ば

ない範囲で、運営委員会の承認を経て適宜修

正があり得ることをご了承ください。 

 なお、本稿の 後につけました細則案・主

な内規案に関しては、今回の総会で決議する

必要は無いので賛否を問うのではなく、ご意

見を伺うことにしました。いただいた意見を

参照しながら、今後、運営委員会の承認を経

て修正していきます。 
 次の節では、定款案、細則案、主な内規案

について 5 月号案からの主な修正箇所とその

理由について説明します。46 頁の定款（案）

新旧対照表、定款案・細則案・主な内規案の

全文（5 月号案からの変更箇所を下線で示し

ました）、補足資料〔現団体（本会）から新法

人への移行関係、現団体体制と新法人の体制

の対応表〕もご活用下さい。 

 
2. 5 月号案からの修正内容とその理由 

(1) 主たる事務所（定款・第 2 条） 
 主たる事務所を国立天文台三鷹キャンパ

ス内におくことについて国立天文台の了解が

得られましたので、定款では「東京都三鷹市」

と記します。なお、主たる事務所として登記

したからと言って、法人化後の事務局が国立

天文台三鷹キャンパスに固定化される訳では

ありません。税務署からの確定申告書類等が

主たる事務所宛に届くため、事務局員または

役員が国立天文台に在籍していることが望ま

しいのですが、書類の転送等も可能なため、

従来同様の事務作業の分散分担が可能と判断

しました。 
 
(2) 会員全体集会の重視（定款・第 21 条、

会員全体集会についての細則） 
 当会メーリングリストにおいて、代議員

制導入の是非に関しての意見交換が行われま
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した。代議員制導入の方針は 2016 年度総会

において承認された事項とは言え、法人化に

関して極めて重要な決定です。新法人法の下

の一般社団法人のガバナンスとして、会員の

権利を法令の満たす範囲で 大限に行使でき

るよう、新たに細則を置くことにしました。

このことにより、代議員総会にて審議・報告

されることのほとんどは、会員全体集会で共

有されることと、それらに関し会員が意見を

述べられることを明記しました。詳しくは

56 頁の細則案をお読みください。 
 

(3) 理事の重任制限の削除（定款・第 27 条） 
理事の任期については連続して 2 期までと

5 月号案では提案しましたが、その制限に関

する文言を削除しました。制限したままの定

款ですと、例えば、編集担当や庶務担当など

の理事を 2 期務めた人が選挙で会長に選出さ

れた場合、2 期を超えるため会長に選出でき

なくなります。このような不具合を防ぐため

の修正です。ただし、特定の会員に重責がか

かり続けないよう今後、内規等で考慮するこ

とも考えています。 
 
(4) 選挙管理委員の独立性（定款・第 46 条） 
 各委員会の目的・構成・事業内容について

は法人法の下では、理事会が定める内規によ

って決めることが出来ます。5 月号案のまま

ですと、選挙管理委員会の独立性が保てない

ため、選挙に関する細則（案）と適合するよ

う、定款を修正しました。 
 
(5) 設立時の役員（定款・附則３） 

予定されているスケジュールでは 2017 年

12 月頃に登記し、その後、2018 年春に会長

候補、監事候補および代議員の選挙を実施し、

2018 年夏に開かれる設立代議員総会から実

質的な新法人の活動が始まります。それまで

の形式的な役割を担う設立時の会長、副会長、

監事に関しては、定款案通りに現在の役職に

沿って氏名を入れました。会計監査委員は浅

見奈緒子さんと新しく選挙で選出された直井

雅文さんがいらっしゃいますが、定款上、設

立時監事は 1 名でよいため、当事者と相談の

上、直井雅文さんに設立時監事に就任してい

だくことの了解を得ました。 
 
(6) 2018 年度会費について（会費についての

細則） 
5 月号案の定款・附則 8 にあった 初の事

業年度の会費の記述については、金額は現在

と変えないまま、新たに会費についての細則

を定めました。 
 

(7) その他の細則・内規の新提案 
5 月号で示した細則・内規に加えて次に示

すような細則案・内規案を総会に提案いたし

ます。総会前後に限らず、ご意見をお願いい

たします。 
○5 月号で提案した細則案・内規案： 
・会員に関する細則・内規のうち＜支部・分

野についての細則＞ 
・選挙に関する細則（＜代議員選出について

の細則＞、＜役員選任についての細則＞ 
＊これらについては、運営委員及び会員から

の提案によって、一部修正がなされています

ので、57 頁以降でご確認ください。定款・

細則・内規ともに下線部が 5 月号案からの修

正・追加箇所です。 
 
○新たに提案する細則案・内規案： 
・会員に関する細則・内規のうち＜会員資格

の取得（入会）及び退会手続きについての内

規＞、＜会員全体集会についての細則＞ 
・運営上または事業推進上必要な委員会に関

する細則・内規（＜委員会についての細則＞、

＜編集委員会についての内規＞、＜広報委員

会についての内規＞、＜コンプライアンス委
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員会についての内規＞、＜年会実行委員会に

ついての内規＞、＜ワーキンググループにつ

いての内規＞） 
・会費についての細則 

 
3. 法人化への手続きと今後のスケジュール 

 以下、すでにお手元にお届けした総会事

前配布資料とほぼ同じ内容ですが、総会審議

の他の内容と合せて本稿をお読みいただきた

く、必要部分を再記載いたします。 

 以下、2017 年度総会での審議事項（事前

配布版）より 
―――――――― 
 [議案５] 現会則の変更について（2018 年の

総会終了後に本会を解散することと、後継法

人へ財産を寄附することの追記） 
※特別多数決にて採決 
提案理由： 
法人化に伴い、来年（2018 年）夏の総会終了

後に本会を解散し、本会の財産を後継の新法

人に引き継ぐために、次のような会則変更を

提案します。なお、付則にもありますように、

追加する第 21 条の２および３は、新法人が

設立された場合に有効とします。 
提案内容： 
<現会則>（一部抜粋） 
第 21 条（解散）本会の解散は、総会出席会

員の４分の３以上の賛成を必要とする。 
<修正案> 
第 21 条（解散）本会の解散は、総会出席会

員の４分の３以上の賛成を必要とする。 
 ２（解散の時期）本会は、2018 年夏の総会

終了をもって解散する。 
 ３（残余財産の帰属）本会が清算する場合

において有する残余財産は、本会の後継団

体たる一般社団法人日本天文教育普及研究

会に移譲するものとする。 
[付則]（2017 年８月７日） 

  本会則第 21 条の２および３の規定は、

一般社団法人日本天文教育普及研究会

の設立登記の日から施行する。 
 
[議案６] 会員の移行手続きについて（新法人

に会員を自動移行とすること） 
提案内容： 
本会から新法人への会員の移行の仕方につい

て、「自動移行」（本会会員は特段の手続きな

しで自動的に新法人の会員になること）を提

案します。なお、本件が本総会で可決されま

したら、事務局から全会員に自動移行につい

て説明する書面を送ります。その際、新法人

の会員への移行を希望しない人には、別途申

請書を出してもらうように案内します。 
 
[議案７] 新法人の定款について 
提案内容： 
新法人（一般社団法人 日本天文教育普及研究

会）の定款を提案しますので、承認をお願い

します。 
 なお、公証役場で定款の認証を行う際に文

言等の修正を指示される場合等を鑑み、総会

承認後も大きな変更に及ばない範囲で、細か

い文言等については運営委員会の承認を経て

適宜修正されることがあり得ることをご了承

ください。 

 
註）本会の法人化に関係する [議案５]－[議
案７]については、その重要性に鑑み、事前

に会員の皆様に審議事項をお送りいたします。

天文教育 2017 年 7 月号の関連記事と合わせ

てご覧いただき、内容の是非についてご検討

ください。 
 なお、[議案５]－[議案７]は互いに関連し

た議案であるため、いずれかの議案が否決さ

れた場合にはすべて成立しないものとします。

例えば、[議案５]と[議案６]は可決されたが、

[議案７]は否決されたという場合には、いず
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れの議案も成立しなかったこととなります。

また、[議案５]は本会の解散に関わる議案で

あるため、会則第 21 条に定められた特別多

数決（総会出席会員の４分の３以上の賛成を

もって可決とする）となります。 
―――― 以上、会員送付文章より引用 
 
 総会で可決された場合、その後の主要な

活動スケジュールは以下の通りです。  
---------------------------------------------------------- 
・2017 年９月 2017 年度総会での意見を踏

まえ、新法人の細則・内規等を検討・整備、

パンフレット案・ウェブ案の作成開始 
・2017 年 12 月 新法人の設立登記、会員向

けに新法人への移行についての説明文書を

送付 
・2018 年２月 新法人への会員の入会完了

（現団体にも８月解散時まで残留） 
・2018 年３月 新法人の有権者の確定 
・2018 年５月 新法人の代議員選挙、会長候

補・監事候補選挙 
・2018 年６月 現団体「天文教育普及研究会」

の活動・会計停止 
・2018 年７月 新法人の活動開始、新法人へ

の財産の完全移行 
・2018 年８月 新法人理事会、代議員総会開

催、現団体「天文教育普及研究会」の解散  
-------------------------------------------------------- 

 新法人の 初の代議員を選ぶ選挙は 2018
年５月までに新団体に移行した会員が行いま

す。なおその選挙の選挙管理は現団体の選挙

管理委員会が行います。このことの正統性に

ついては、新法人の「代議員選出についての

細則」の附則に、 初の選挙に関する特例事

項を定めることで対応しました。また、2018
年５月に選挙を行うためには、選挙権および

被選挙権のある会員の確定を遅くとも選挙の

30 日前までに終わらせておく必要がありま

す。したがって、会員の移行もそれより前に

完了させるよう進める予定です。 
 
4. 終わりに 
 本稿をまとめるに当たり、会員メーリング

リストで発言して下さったみなさま、支部会

に出席して下さったみなさま、運営委員各位

のご協力に心より感謝申し上げます。 
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一般社団法人 日本天文教育普及研究会定款（案） 一部修正 新旧対照表 
 

「天文教育」5月号案・2017年5月7日版（旧） 総会提案版・2017年7月5日版（新） 
第２条 この法人は、主たる事務所を○○○○（注

記：現在のところ場所は未定）に置く。  
   

第２条 この法人は、主たる事務所を東京都三鷹

市に置く。 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するた

め、次の事業を行う。 
(1) 総会・研究発表会（年会）の開催 
(2) 年会集録及び定期刊行物の発行 
(3) 支部研究集会及び分野研究集会の開催 
(4) 講演会・研修会・見学会等の開催 
(5) 関連団体との共催（または後援）事業 
(6) 天文教育に関する提言 
(7) その他、この法人の目的を達成するために理事

会が必要と認めた事業 
 

 第４条 この法人は、前条の目的を達成するた

め、次の事業を行う。 
 (1) 総会・研究発表会（年会）の開催 
 (2) 年会集録及び定期刊行物の発行 
 (3) 支部研究集会及び分野研究集会の開催 
 (4) 講演会・研修会・見学会等の開催 
 (5) 関連団体との共催（または後援）事業 
 (6) 天文教育・天文普及に関する提言 
 (7) その他、この法人の目的を達成するために理事

会が必要と認めた事業 

 第５条 この法人に、次の会員を置く。 
 （省略） 
 10 一般会員及び学生会員は、法人法に規定され

た次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人

に対して行使することができる。 
 (1) 法人法第14条第２項の権利（定款の閲覧等） 
 （以下省略）  
 
第13 条 代議員総会は、次の事項について決議す

る。 
 (1) 会員の除名 
 (2) 理事及び監事の選任又は解任 
 (3) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算

書）の承認 
 (4) 定款の変更 
 (5) 解散及び残余財産の処分 
 (6) その他代議員総会で決議するものとして法令又

はこの定款で定められた事項 
 

 第５条 この法人に、次の会員を置く。 
 （省略） 
 10 すべての会員は、法人法に規定された次に掲

げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して

行使することができる。 
 (1) 法人法第14条第２項の権利（定款の閲覧等） 
 （以下省略）  
 
第13 条 代議員総会は、次の事項について決議す

る。 
(1) 会員の除名 

 (2) 理事及び監事の選任又は解任 
 (3) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算

書）の承認 
 (4) 事業計画書及び収支予算書の承認 
 (5) 定款の変更 
 (6) 解散及び残余財産の処分 
 (7) その他代議員総会で決議するものとして法令

又はこの定款で定められた事項 
  (8) その他、理事会が必要と認めた事項 

 
第 21 条 会員全体集会は、この法人の行っている

事業、会計などについての情報を会員に広く

共有するとともに、会員相互の意見交換を図

ることを目的とする。 
 

 
第 21 条 会員全体集会は、会員がこの法人の行っ

ている事業、会計などについての情報を広く

共有するとともに、会員相互の意見交換を図

ることを目的とする。 
２ 会員全体集会の内容の詳細については細則

で定める。 
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 第 22 条 会員全体集会は、毎年１回、年会開催時

に行う。また必要に応じて、代表理事は臨時会員

全体集会を招集する。 

第22 条 会員全体集会は、毎年１回、年会開催時 

に代表理事が招集する。また必要に応じて、代表 
理事は臨時会員全体集会を招集する。 

 
第 27 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了す

る事業年度のうち 終のものに関する定時代議員

総会の終結の時までとし、重任を妨げない。ただ

し連続して２期までとする。 

 第27 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了す

る事業年度のうち 終のものに関する定時代議員

総会の終結の時までとし、重任を妨げない。ただ

し連続して２期までとする。 
 

第 46 条 会長は代議員総会の議決を経て、この法

人の運営上または事業推進上必要な委員会を設置

することができる。委員会の目的・構成・事業内

容については内規で定める。 

第46条 会長は細則の定めるところにより、この

法人の運営上または事業推進上必要な委員会を

設置することができる。第5条3項にかかる選挙

管理委員会を除くその他の委員会の目的・構

成・事業内容については内規で定める。 
 

 附則 
３ この法人の設立時の役員は、天文教育普及研究

会の会長、副会長、会計監査委員とし、次のとおり

である。 
 設立時会長（代表理事） ×××× 
 設立時副会長（代表理事）×××× 
 設立時副会長（代表理事）×××× 
 設立時監事 ×××× 

 附則 
３ この法人の設立時の役員は、天文教育普及研究

会の会長、副会長、会計監査委員とし、次のとおり

である。 
 設立時会長（代表理事） 縣 秀彦 
 設立時副会長（代表理事）高梨直紘 
 設立時副会長（代表理事）安藤享平 
 設立時監事 直井雅文 

５ この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次の

とおりである。 
 (1) 住所 ○○○○ 
   氏名 ×××× 
 (2) 住所 △△△△ 
   氏名 ×××× 
 (3) 住所 ◇◇◇◇ 
   氏名 ×××× 
 (4) 住所 ◇◇◇◇ 
   氏名 ×××× 

５ この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次の

とおりである。 
 (1) 住所 ○○○○ 
   氏名 縣 秀彦 
 (2) 住所 △△△△ 
   氏名 高梨直紘 
 (3) 住所 ◇◇◇◇ 
   氏名 安藤享平 
 (4) 住所 ◇◇◇◇ 
   氏名 直井雅文 
       （注：住所は個人情報のため省略） 
 

８ 初の事業年度の会費は一般会員 5,000 円、学

生会員 2,500 円、団体会員 8,000 円、賛助会員１口

10,000 円（１口以上）とする。この支払は、平成30
年6月30日までとする。 

８ 初の事業年度の会費は一般会員 5,000 円、学生

会員 2,500 円、団体会員 8,000 円、賛助会員１口

10,000 円（１口以上）とする。この支払は、平成

30年6月30日までとする。 
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2017年7月5日 版 

法人化準備委員会 
 

一般社団法人 日本天文教育普及研究会 定款（案） 

 

第１章 総則 
 
 （名称） 
第１条 この法人は、一般社団法人日本天文教育普及研究会と称する。英語名は、Japanese Society for 

Education and Popularization of Astronomyとする。 
 
 （事務所） 
第２条 この法人は、主たる事務所を東京都三鷹市に置く。 
２ この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 
 
 
第２章 目的及び事業 
 
 （目的） 
第３条 この法人は、天文教育の振興及び天文普及活動の推進をもって社会の文化形成に貢献することを目的

とする。ここにおける天文教育・天文普及とは、学校教育・社会教育のみならず、種々の場・形態で行われ

る天文教育・天文普及をも含むものである。 
 
 （事業） 
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 総会・研究発表会（年会）の開催 
(2) 年会集録及び定期刊行物の発行 
(3) 支部研究集会及び分野研究集会の開催 
(4) 講演会・研修会・見学会等の開催 
(5) 関連団体との共催（または後援）事業 
(6) 天文教育・天文普及に関する提言 
(7) その他、この法人の目的を達成するために理事会が必要と認めた事業 

 
 
第３章 会員及び代議員 
 
 （法人の構成員） 
第５条 この法人に、次の会員を置く。 
 (1) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 
 (2) 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生 
 (3) 団体会員 この法人の目的に賛同して入会した団体 
 (4) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体 
２ この法人の社員は、一般会員及び学生会員の中から概ね 20 人に１人の割合をもって選出される代議員を

もって社員とする（端数の取扱いについては細則で定める）。 
３ 代議員を選出するため、一般会員及び学生会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な

事項は細則において定める。 
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４ 代議員は、一般会員または学生会員の中から選ばれることを要する。一般会員及び学生会員は、前項の代

議員選挙に立候補することができる。 
５ 第３項の代議員選挙において、一般会員及び学生会員は他の一般会員及び学生会員と等しく代議員を選挙

する権利を有する。 
６ 代議員の任期は４年とし、２年毎にその半数を改選する。重任は1回までとする。ただし、代議員が社員

（代議員）総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え（一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）第266条第１項、第268条、第278条、第284条）

を提起している場合（法人法第278条第１項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。）には、

当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない（当該代議員は、役員の選任及び解任

（法人法第 63 条及び第 70 条）並びに定款変更（法人法第 146 条）についての議決権を有しないこととす

る。）。 
７ 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができ

る。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。 
８ 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 
  (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨 
  (2) 当該候補者を１人又は２人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該

特定の代議員の氏名 
  (3) 同一の代議員（２人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該２人以上の代議員）につ

き２人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位 
９ 第８項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後 初に実施される第７項の代議員

選挙終了の時までとする。 
10 すべての会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使するこ

とができる。 
 (1) 法人法第14条第２項の権利（定款の閲覧等） 
 (2) 法人法第32条第２項の権利（社員名簿の閲覧等） 
 (3) 法人法第57条第４項の権利（代議員総会の議事録の閲覧等） 
 (4) 法人法第50条第６項の権利（社員の代理権証明書面等の閲覧等） 
 (5) 法人法第51条第４項及び52条第５項の権利（議決権行使書面の閲覧等） 
 (6) 法人法第129条第３項の権利（計算書類等の閲覧等） 
 (7) 法人法第229条第２項の権利（清算法人の貸借対照表等の閲覧等） 
 (8) 法人法第246条第３項、第250条第３項及び第256条第３項の権利（合併契約等の閲覧等） 
11 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負

う。法人法第112条の規定にかかわらず、この責任はすべての代議員の同意がなければ免除することができ

ない。 
 
 （会員の資格の取得） 
第６条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより申込みをし、その承認

を受けなければならない。 
 
（支部・分野及び所属）  

第７条 地域区分にもとづき支部を設ける。活動分野にもとづき分野を設ける。  
２ 支部・分野及び会員の所属の詳細については細則で定める。 

 
 （会費の負担） 
第８条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年度、会員は代議員

総会において別に定める額を支払う義務を負う。 
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 （任意退会） 
第９条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することがで

きる。 
 
 （会員の除名） 
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名するこ

とができる。 
  (1) この定款その他の規則に違反したとき 
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき 
 
 （会員資格の喪失） 
第11条 前２条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1) 第７条の支払義務を３年以上履行しなかったとき 
  (2) すべての代議員が同意したとき 
  (3) 当該会員が死亡したとき、あるいは当該団体が解散したとき 
 
 
第４章 代議員総会 
 
 （構成） 
第12条 代議員総会は、代議員をもって構成する。 
２ 前項の代議員総会をもって法人法上の社員総会とする。 
 
 （権限） 
第13条 代議員総会は、次の事項について決議する。 
 (1) 会員の除名 

 (2) 理事及び監事の選任又は解任 
 (3) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 
 (4) 事業計画書及び収支予算書の承認 
 (5) 定款の変更 
 (6) 解散及び残余財産の処分 
 (7) 代議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 
 (8) その他、理事会が必要と認めた事項 
 
 （開催） 
第 14 条 代議員総会は、定時代議員総会として毎年度概ね３箇月に１回開催するほか、必要がある場合に開

催する。 
 
 （招集） 
第15条 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 
２ 総代議員の議決権の 10 分の１以上の議決権を有する代議員は、代表理事に対し、代議員総会の目的であ

る事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。 
  
 （議長） 
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第16条 代議員総会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名したものがこれに当たる。 
 
 （議決権） 
第17条 代議員総会における議決権は、代議員１名につき１個とする。 
 
 （決議） 
第 18 条 代議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の

議決権の過半数をもって行う。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の３分の２以上

に当たる多数をもって行う。 
 (1) 会員の除名 
  (2) 監事の解任 
  (3) 定款の変更 
  (4) 解散 
 (5) その他、法令で定められた事項 
３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。

理事又は監事の候補者の合計数が第 22 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中

から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 
 
 （議事録） 
第19条 代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
２ 議長は、前項の議事録に記名押印する。 
３ 議事録は、代議員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 
 
 
第５章 会員全体集会 
 
 （構成） 
第20条 会員全体集会は、すべての会員が参加できる。 
 
 （目的） 
第21条 会員全体集会は、会員がこの法人の行っている事業、会計などについての情報を広く共有するととも

に、会員相互の意見交換を図ることを目的とする。 
２ 会員全体集会の内容の詳細については細則で定める。 

 
 （開催） 
第22条 会員全体集会は、毎年１回、年会開催時に代表理事が招集する。また必要に応じて、代表理事は臨時

会員全体集会を招集する。 
 
 
第６章 役員及び職員 
 
 （役員の設置） 
第23条 この法人に、次の役員を置く。 
 (1) 理事 ３名以上１２名以内 
 (2) 監事 ２名以内 
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２ 理事のうち１名を会長、３名以内を副会長とする。 
３ 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とする。 
４ 各理事においては、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の１以下であるこ

と。 
 
 （役員の選任） 
第 24 条 理事及び監事は、一般会員及び学生会員の中から代議員総会で選任する。役員の選任を行うために

必要な事項は細則において定める。 
２ 理事会は、理事の中から会長及び副会長を選定する。 
 
 （理事の職務及び権限） 
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。 
２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。会長に事故があるとき、または会長が欠けたとき

は、副会長のうちあらかじめ会長が指名した順序でその職務を代理する。 
４ 代表理事は、毎年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれ

ばならない。   
 
 （監事の職務及び権限） 
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。 
２ 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をす

ることができる。 
 
 （役員の任期） 
第 27 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時代議員総会の終

結の時までとし、重任を妨げない。 
２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時代議員総会の終結の時

までとし、重任しないものとする。 
３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 
４ 理事又は監事は、第 22 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、

新たに選任された者が就任するまでなお理事又は監事としての権利義務を有する。 
 
 （役員の解任） 
第28条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。 
 
 （役員の報酬等） 
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。 
 
 （職員） 
第 30 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し必要な職員を置く。職員は会長が任免し、有給と

することができる。 
 
 
第７章 理事会 
 
 （構成） 
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第31条 この法人に理事会を置く。 
２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
３ 理事は、テレビ会議又は電話会議及びこれに類する方法により、理事会に参加することができる。 
 
 （権限） 
第32条 理事会は、次の職務を行う。 
 (1) この法人の業務執行の決定  
 (2) 理事の職務の執行の監督 
 (3) 代表理事の選定及び解職 
 
 （招集） 
第33条 理事会は、代表理事が招集する。 
２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 
 
 （決議） 
第 34 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過

半数をもって行う。 
２ 前項の規定にかかわらず、法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみな

す。 
 
 （議事録） 
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
２ 代表理事１名及び監事１名は、前項の議事録に記名押印する。 
 
第８章 資産及び会計 
 
 （事業年度） 
第36条 この法人の事業年度は、毎年７月１日に始まり翌年６月30日に終わる。 
 
 （事業計画及び収支予算） 
第 37 条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作

成し、理事会の決議を経なければならない。 
２ この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日から２箇月以内に代議員総会の承

認を受けなければならない。 
３ 前項の書類については、主たる事務所（及び従たる事務所）に、当該事業年度が終了するまでの間備え置

きするものとする。 
 
 （事業報告及び決算） 
第 38 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事

の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 
 (1) 事業報告 
 (2) 事業報告の附属明細書 
 (3) 貸借対照表 
 (4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 
 (5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 
２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、及び第４号の書類については、定時代議員総会に提出
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し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 
３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置きするとともに、定款及び代議員名簿を主

たる事務所に備え置きするものとする。 
 (1) 監査報告 
 (2) 理事及び監事の名簿 
 
 （基金） 
第39条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 
２ 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。 
３ 基金の返還の手続については、法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必

要な事項を清算人において別に定めるものとする。 
 
 
第９章 定款の変更及び解散 
 
 （定款の変更） 
第40条 この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる。 
 
 （解散） 
第41条 この法人は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 
 
 （剰余金の分配） 
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 
 
 （残余財産の帰属） 
第 43 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する

ものとする。 
 
 
第１０章 公告の方法 
 
 （公告の方法） 
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。 
２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、主たる事務所の公衆

の見やすい場所に掲示する方法による。 
 
 

第１１章 補 則 
 
 （細則及び内規） 
第45条 この定款の実施に必要な細則は、代議員総会の決議によって別に定める。また、必要な内規は理事会

の決議によって定める。 
 
 （委員会） 
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第46条 会長は細則の定めるところにより、この法人の運営上または事業推進上必要な委員会を設置するこ

とができる。第5条3項にかかる選挙管理委員会を除くその他の委員会の目的・構成・事業内容については

内規で定める。 
 
   附 則 
１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第１項において読み替えて準用する同法第

106条第１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 
 
２ この法人の 初の事業年度は、法人成立の日から平成31年６月30日までとする。 
 
３ この法人の設立時の役員は、天文教育普及研究会の会長、副会長、会計監査委員とし、次のとおりであ

る。 
 設立時会長（代表理事） 縣 秀彦 
 設立時副会長（代表理事）高梨直紘 
 設立時副会長（代表理事）安藤享平 
 設立時監事 直井雅文 
 
４ 設立時理事及び設立時監事の任期は、新たに理事及び監事が選任される 初の代議員総会の終結の時まで

とする。 
 
５ この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。 
 (1) 住所 ○○○○ 
   氏名 縣 秀彦 
 (2) 住所 △△△△ 
   氏名 高梨直紘 
 (3) 住所 ◇◇◇◇ 
   氏名 安藤享平 
 (4) 住所 ◇◇◇◇ 
   氏名 直井雅文 
 
６ 設立時社員は、 初の代議員が選出された時に、法人法上の社員としての資格を失う。ただし、当該設立

時社員が新たに代議員として選出された場合は、この限りではない。 
 
７ 設立時の役員の任期は、第27条の規定に基づく重任の制限回数に数えない。 
 
８ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第１項において読み替えて準用する同法第106条第１項

に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 36 条の規定にかかわらず、

解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 
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会員に関する細則・内規（案） 

 

＜支部・分野についての細則＞ 

（目的） 

第１条 この細則は、定款第７条第２項の規定に基づき支部・分野及び会員の所属等について必要な事項を定

める。  

（支部）  

第２条 次の７つの支部を設ける。  

北海道支部、東北支部、関東支部、中部支部、近畿支部、 中国・四国支部、九州・沖縄支部  

（分野）  

第３条 次の３つの分野を設ける。  

学校教育分野（学校における活動を主眼とする分野）  

社会教育分野（社会教育施設における活動を主眼とする分野）  

一般普及分野（学校・社会教育施設以外における活動を主眼とする分野）  

（所属）  

第４条 一般会員および学生会員は、いずれかの支部と分野に所属する。なお、分野については複数に所属

することも可能とする。 

 

＜会員資格の取得（入会）及び退会手続についての内規＞ 

（目的） 

第１条 この内規は定款第６条及び第９条に規定する会員資格の取得 （入会）及び任意退会に関する手続に

ついて定める。  

（入会手続き） 

第２条 この法人へ入会を希望する者は、所定の入会申込書を事務局に提出し、当該年度の会費を納入する。

その際、所属希望の支部（１つ）および分野（複数可能）を申し出る（申請により変更可能）。  

２ 前項の手続きの後、理事会の承認をもって入会とし、入会者は代議員総会に報告される。 

（退会手続き）  

第３条 この法人からの退会を希望する会員は、所定の退会届を事務局に提出する。この際に、未納会費が

あればそれを納入するものとする。この手続の完了をもって退会とし、代議員総会に報告される。 

 

＜会員全体集会についての細則＞ 

（目的） 

第１条 この細則は定款第20条～22条に規定する会員全体集会の内容の詳細について定める。 

（会員全体集会の内容） 

第２条 会員全体集会において共有される情報とは以下のものを指す。 

 ①旧年度事業報告および決算報告 

 ②新年度事業計画および予算 

 ③理事会が必要と認めた事項 

 ④その他、代議員総会で審議された事項で会員に直接関わるもの 

（会員の権利） 

第３条 会員は会員全体集会において共有する情報について、意見をのべることができる。 
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２ 代議員および役員は、会員全体集会において出た意見を、法令の満たす範囲において尊重するものとす

る。 

 

選挙に関する細則（案） 

＜代議員選出についての細則＞ 

（目的） 

第１条 この細則は、定款第５条第２項及び第３項の規定に基づき代議員の選出について必要な事項を定め

る。 

（選挙管理委員会） 

第２条 代議員選出のための選挙は、選挙管理委員会が管理する。 

２ 選挙管理委員は、理事会が代議員総会の承認を得て、学校教育・社会教育・一般普及の各分野の   

会員から、理事を除き、それぞれ１名以上を本人の同意を得た上で委嘱する。 

３ 選挙管理委員の任期は２年とする。ただし重任を妨げない。 

４ 選挙管理委員長は、委員の互選により決定する。 

５ 選挙管理委員会は委員長が招集する。ただし、委員長が未決定の場合は会長が招集する。 

（代議員の定数） 

第３条 定款第５条第２項に規定する代議員の定数は次の各号のとおりとする。 

 ①分野選出代議員（６名） 

   学校教育 ２名、 社会教育 ２名、 一般普及 ２名 

 ②支部選出代議員（２２名） 

   北海道  ２名、 東北 ２名、 関東 ６名、 中部 ４名、 近畿 ４名 

   中国・四国 ２名、 九州・沖縄 ２名 

 ③全国選出代議員 

   一般会員と学生会員の総数を 20 で除した数から、分野選出代議員と支部選出代議員の各定数を減じた

数を基準として、理事会が定めた数 

（有権者の確定） 

第４条 選挙にかかる選挙権および被選挙権を有する会員（有権者）は、次の各号により決定される。 

① 有権者の確定は、投票締め切り日の30日前から90日前までの間で選挙管理委員会が定める日を基準日（以

下「有権者の確定基準日」）とし、その時点での一般会員及び学生会員を代議員選挙における有権者とする。 

② 支部選出代議員の選挙権及び被選挙権は、その支部に所属する有権者のみが有する。また、分野選出代議

員の選挙権は全ての有権者が有するが、被選挙権はその分野に所属する有権者のみが有する。なお、各会員

の所属支部および所属分野は、有権者の確定基準日におけるものとする。 

③ 全国選出代議員の選挙権及び被選挙権は全ての有権者が有する。 

④ 非改選代議員は被選挙権を有しない。 

⑤ 選挙管理委員会は、有権者を掲載した有権者名簿を作成し、会員に配布する。 

⑥ 会員が、有権者の確定基準日以降、投票用紙の配布までに退会した場合は、退会の時点で選挙権及び被選

挙権を失う。 

（選挙の方法） 

第５条 代議員は、一般会員及び学生会員による直接選挙により選出され、その選挙は次のように行われ

る。 

① 代議員は、２年ごとにその半数が改選される。 

② 選挙管理員会は、投票締め切り日より50日前までに発行される刊行物紙上で選挙の公示を行う。 

③ 被選挙権を有する会員は、自薦・他薦による立候補をすることができる。 

④ 選挙管理委員会への立候補の届出は、選挙管理委員会が定めた期日までに行うこととする。 
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⑤ 選挙管理委員会は、選挙権を有する会員に投票締切日より15日前までに立候補者名を知らせ、投票用紙を

配布する。 

⑥ 分野選出代議員の投票は、それぞれの分野において会員１名以内の記名をすることとする（各投票者が３

分野に投票する）。 

⑦ 支部選出代議員の投票は、投票者が所属する支部の会員から改選代議員数以内の記名をすることとする。 

⑧ 全国選出代議員の投票は、会員２名以内の記名をすることとする。 

⑨ 投票は無記名投票とし、指定の投票用紙を用い、規定数以内の会員が記名され、指定の期日までに選挙管

理委員会が受け取ったものを有効投票とする。なお、指定の投票用紙に本人が記入することが困難な場合

は、代理人による記入を可とする。 

⑩ 開票は選挙管理委員会が行う。会員は開票に立ち会うことができる。 

 （当選者の決定及び支部長の選出） 

第６条 分野選出代議員及び支部選出代議員は、それぞれの分野、支部ごとに有効得票数の多い順に当選と

する。 

２ 全国選出代議員は、有効得票数の多い順に当選とする。 

３ 選出されるべき 後の順位の有効得票数が同数のときは、年齢の少ない方を当選とする。 

４ 第３条の複数の号の代議員を兼ねることはできない。 

５ 当選者は、選挙管理委員長がやむを得ない事情と認める場合には、代議員就任を辞退することができる。

その場合は、次点者が選出される。 

６ 当選及び次点の結果は、理事会、代議員総会及び定期刊行物紙上で報告される。 

７ 各支部の支部長は、原則として前回の改選時に選出された代議員が務めるものとする。ただし、当該代

議員が複数いる支部については当該代議員の互選により選出する。 

 

   附 則 

１ この細則施行後の 初の代議員選挙では全代議員を選出する。当選者のうち有効得票数が奇数順位の者

の任期を４年、偶数順位の者の任期を２年とする。有効得票数が同じ者が複数存在して順位が定まらない

場合は、年齢の少ない方を上位の順位とする。年齢（生年月日）が同じ場合は、選挙管理委員会が抽選で順

位を定める。 

２ 附則１の選挙においては、選挙管理は天文教育普及研究会の選挙管理委員会が行う。 

 

＜役員選任についての細則＞（案） 

（目的）  

第１条 この細則は定款第24条に基づき役員を選任する際の必要な手続き及び事項を定める。  

（会長候補者および監事候補者の選出）  

第２条 会長候補者及び監事候補者は、一般会員及び学生会員から選挙により選出される。  

（選挙管理委員会）  

第３条 前条に定める選挙管理は、代議員選出についての細則に定める選挙管理委員会がこれを行う。  

（有権者の確定） 

第４条 有権者については、代議員選出についての細則第４条第１号、第５号及び第６号の規定を準用する。

この場合において、同条第１号の「代議員選挙」は、「会長候補者及び監事候補者の選挙」と読み替えるも

のとする。なお、連続２期目の会長（２期目の任期途中で退任した直近の会長を含む）は会長候補者の被選

挙権を持たず、現監事（任期途中で退任した直近の監事を含む）及び現会長とすべての現理事は監事候補者

の被選挙権を持たない。  

（選挙の方法）  

第５条 会長候補者及び監事候補者の選挙の方法は、代議員選出についての細則第５条第２号から第５号まで、

第９号及び第10号の規定を準用する。  
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（当選者の決定）  

第６条 会長候補者及び監事候補者のそれぞれについて、有効得票数の多い者を当選とする。 

２ その他、代議員選出についての細則第６条第３項及び第５項並びに第６項の規定を準用する。この場合に

おいて、同条第５号の「代議員就任」は、「会長候補者または監事候補者となること」と読み替えるものと

する。 

（理事候補者）  

第７条 会長候補者は、一般会員及び学生会員の中から副会長候補者を含む理事候補者を選考し、自らとと

もに理事会に提案する。理事会は提案された会長候補者、副会長候補者を含む理事候補者を取りまとめ、

代議員総会に提案する。  

（監事候補者）  

第８条 選挙管理委員長は、第２条の規定に基づいて選出された監事候補者を開票後すみやかに理事会に報

告するものとする。理事会は、現監事の承認を得て監事候補者を代議員総会に提案する。 

（理事・監事の選任）  

第９条 定款第24条第１項の規定に基づき、代議員総会で理事及び監事を選任する。  

（会長、副会長の選定） 

第１０条 定款第 24 条第２項の規定に基づき、新たに組織された理事会は、理事の中から会長たる代表理事、

副会長たる代表理事を選定する。  

 

   附 則 

１ この細則施行後 初の監事候補者選挙では、投票は２名以内の記名をすることとする。当選者のうち有

効得票数が多い者の任期を４年、少ない者の任期を２年とする。有効得票数が同じ者が複数存在して順位

が定まらない場合は、年齢の少ない方を上位の順位とする。年齢（生年月日）が同じ場合は、選挙管理委員

会が抽選で順位を定める。 

２ この細則施行後 初の会長候補者及び監事候補者選挙においては、選挙管理は天文教育普及研究会の選挙

管理委員会が行う。 

 

運営上または事業推進上必要な委員会に関する細則・内規（案） 

＜委員会についての細則＞ 

 （目的） 

第１条 この細則は、この法人が設置する委員会のうち、代議員選出についての細則に定める選挙管理委員会

を除くものについて定める。  

（委員会） 

第２条 この法人の目的の達成のために、以下の委員会を設置する。 

 ① 編集委員会 

 ② 広報委員会 

 ③ コンプライアンス委員会 

 ④ 年会実行委員会 

 ⑤ その他、運営上あるいは事業推進上必要なものとして代議員総会が認めた委員会 

２ 会長は必要に応じて理事会の議決を経て委員会を設置できる。 

３ 各委員会の目的と構成と任務および事業内容についてはそれぞれの内規で定める。 

 

＜編集委員会についての内規＞ 

（目的） 
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第 1 条 委員会についての細則第２条の規定に基づき、この法人の定期刊行物発行のため、編集委員会を置

く。 

（委員会の構成） 

第２条 編集委員会は、理事のうちから選定される編集委員長（以下委員長）１名及び委員４～９名で構成す

る。 

２ 委員は、会長が理事会および本人の同意を得て学校教育・社会教育・一般普及の各分野から委嘱する。

また１名は広報委員が兼任する。その結果は代議員総会に報告される。 

３ 委員は１期２年とし、継続して３期まで務めることができる。 

４ 事情により委員長の任務の継続が難しくなった場合は、理事会の承認のもと、会長の指名による者が委

員長の任務を代行する。その結果は代議員総会に報告される。 

（委員会の運営） 

第３条 委員長は、必要に応じて編集委員会を召集し、定期刊行物の編集出版に関する実務を総括する。 

２ 委員は定期刊行物の編集出版に関する実務を処理する。 

３ 定期刊行物は年３回以上発行する。 

（論文小委員会の設置） 

第４条 委員長は、原著論文の編集のために論文小委員会を設置する。 

２ 論文小委員会の委員は、原則として編集委員会の討議によって選出し、委員長が任命する。 

 

＜広報委員会についての内規＞ 

（目的） 

第１条 委員会についての細則第２条の規定に基づき、この法人のインターネット及び配布物等による広報

活動及び情報提供のため、広報委員会を置く。 

（委員会の構成） 

第２条 広報委員会は、理事のうちから選定される広報委員長（以下委員長）１名及び委員４～14名で構成す

る。 

２ 委員は、会長が理事会及び本人の同意を得て、学校教育・社会教育・一般普及の各分野から委嘱する。ま

た１名は編集委員が、１名は年会実行委員が兼任する。その結果は代議員総会に報告される。 

３ 委員は１期２年とし、継続して３期まで務めることができる。 

４ 事情により委員長の任務の継続が難しくなった場合は、理事会の承認のもと、会長の指名による者が次の

理事会まで委員長の任務を代行する。その結果は代議員総会に報告される。 

（委員会の運営） 

第３条 委員長は、必要に応じて広報委員会を召集し、この法人の広報活動に関する実務を総括する。 

２ 委員は次に掲げる事項の実務を処理する。 

  ① Webページの制作 

  ② メールサービスの提供 

  ③ パンフレット等の発行 

 

＜コンプライアンス委員会についての内規＞ 

（目的） 

第１条 委員会についての細則第２条の規定に基づき、この法人の活動におけるコンプライアンス遵守  の

ため、コンプライアンス委員会を置く。 

（構成） 
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第２条 コンプライアンス委員会は、理事のうちから選定されるコンプライアンス委員長（以下委員長）1 名

及び委員若干名で構成する。 

２ 委員は、会長が理事会および本人の同意を得て委嘱する。その結果は代議員総会に報告される。 

３ 委員は１期２年とし、継続して３期まで務めることができる。 

４ 事情により委員長の任務の継続が難しくなった場合は、理事会の承認のもと、会長の指名による者が次

の理事会まで委員長の任務を代行する。その結果は代議員総会に報告される。 

（委員会の運営） 

第３条 委員長は、必要に応じてコンプライアンス委員会を召集し、この法人のコンプライアンスに関する

実務を総括する。 

２ 委員は次に掲げる事項の実務を処理する。 

  ① この法人の理事の職務の執行が法令に適合することを確保するため、体制の運用及び改善について理

事会に参考意見を提出する。 

  ② この法人の事業に従事する者からの法令違反行為などに関する通報に対して適切に処理するため、公

益通報の窓口を設置・運用し、管理する。 

 

＜年会実行委員会についての内規＞ 

（目的） 

第１条 委員会についての細則第２条の規定に基づき、この法人の研究発表会（年会）の実施ため、年会実行

委員会を置く。 

（委員会の構成） 

第２条 年会実行委員会は、年会を担当する理事（以下、理事）１名と年会を開催する支部（以下、支部）の

代議員全員及び一般会員・学生会員の有志で構成する。なお１名は広報委員を兼任する。 

２ 年会実行委員は、理事を除き、１期２年のみ務めることとする。 

３ 年会実行委員長（以下、委員長）は、理事を除く委員の互選により決定する。 

４ 年会実行委員会は委員長が招集する。ただし、委員長が未決定の場合は理事が招集する。 

（委員会の運営） 

第３条 委員長は、必要に応じて年会実行委員会を召集し、年会実行に関する実務を総括する。 

２ 委員は次に掲げる事項の実務を処理する。 

  ① 年会の会場と日程の決定 

  ② 年会プログラムの作成と会員内外への案内及び広報 

  ③ 年会に関わる経理実務 

  ④ 年会開催時における実務 

  ⑤ 年会集録の編集と発行 

  ⑥ その他、年会に関わる実務 

 

＜ワーキンググループについての内規＞ 

 （目的） 

第１条 この内規は、定款第４条第７号「この法人の目的を達成するために理事会が必要と認めた事業」の一つ

として設置するワーキンググループ（以下WG）について定める。  

（WGの提案） 

第２条 会員は目的に応じWGの設立を提案できる。 

２ WG設立の提案にあたっては、目的・活動内容・活動予定期間・代表者名・構成員などを明確にした設立趣

意書を事務局に提出する。設立趣意書の提出期限は特に定めない。 
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３ WGは理事会の承認を得て設立され、代議員総会に報告される。 

（活動予算） 

第３条 WGの活動予算は、理事会の承認を得て計上される。 

（活動期間と義務） 

第４条 WGの活動期間はおおむね３年を目処とする。 

２ WGは年度ごとに活動計画、活動実績および会計について、代議員総会に報告するとともに、会員全体集会

及び定期刊行物誌上において活動報告を行う。 

（WGの解散） 

第５条 WGを解散する場合、代表者はすみやかに事務局に届け出る。解散の届け出にあたっては、解散とする

理由およびそれまでの活動の内容と成果をまとめて事務局に提出する。 

２ 代議員総会の承認を得て、WGは解散する。 

３ この内規第４条第２項に定める報告がなされない場合、もしくは活動実績が認められない場合、会長は代

議員総会に当該WGの解散を提案できる。 

 

＜会費についての細則＞ 

（目的） 

第１条 この細則は、定款第８条に基づき会費について定める。 

（会員の会費） 

第２条 この法人の会費は、以下のとおりとする。 

 (1) 一般会員：年額5,000円 

 (2) 学生会員：年額2,500円 

 (3) 団体会員：年額8,000円 

 (4) 賛助会員：年額10,000円を一口とし、一口以上とする。 

２ 前項に規定する学生会員は、大学学部又は大学院の在学者又はこれに準ずる在学者で常勤の職に就いてい

ない者とする。 

（納入方法及び期限） 

第３条 会費は一括払いとし、分割納入は認めない。当該年度の８月31日までに納めなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、新規入会者は入会時に会費を納入するものとする。 

（会費の免除） 

第４条 会員が災害などに被災した場合、第２条第１項の規定にかかわらず、理事会の決議によって、 

 会費の納入を一定期間免除することができる。 

 

  附 則 

１ この細則は、この法人の設立登記の日の翌年度から施行する。 

２ この法人は、天文教育普及研究会の会費に関する債権及び債務を継承する。 
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補足資料 

 

表１：現団体（本会）から新法人への移行関係 

            現在      2017年度中途＊         2018年6月末 

            ↓              ↓   ←両団体が並立→   ↓ 

現団体 

(本会) 

会員 通常の活動 通常の活動（次年度の役

員選挙なし） 

本会の活動停止 

(2018年総会後解散) 
財産 現団体が所有 新法人に一部委譲 新法人に全額委譲 

 

新法人 会員 --- 選挙のみ** 代議員総会後に通常の

活動 
財産 --- 一部委譲受ける 全額委譲受ける 

＊新法人へ移行する会員の、新法人での会員登録は、新法人設立の登記（2018年1月前後に予定）の後、

速やかに行います。すなわち、移行する会員は、一定期間、両方の団体に所属します。ただし、新法人の

2017年度会費は不要です。 

** 代議員および会長候補・監事候補選挙を2017年度中に行います。その選挙管理は、本会の選挙管理委

員が行います（代議員選出についての細則、および役員選任についての細則の附則に記述があります）。  

 

 

表２：現団体体制と新法人の体制の対応表 

 現体制 法人化後 

会員 会員（一般、学生、団体、賛助） 会員（一般、学生、団体、賛助） 

議決機関 

総会 一般会員および学生会員 
会員全体

集会* 
全会員 

運営委員

会 

支部委員 代議員総

会 

代議員[社員]（支部選出・分野

選出・全国選出） 分野委員（学校・社会・一般） 

執行機関 執行部 

会長・副会長 

理事会 

会長・副会長（代表理事） 

幹事（庶務・会計・広報・編

集・年会） 

理事（庶務・会計・広報・編

集・年会担当を予定） 

監査機関 会計監査委員（2名） 監事（2名） 

＊新法人において「会員全体集会」は議決機関ではなくなります（一般社団法人および一般財団法人に関

する法律第三十五条第４項の規定）。 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [515.906 728.504]
>> setpagedevice


