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第１章 総則
（名称）
第１条

本 協 会 は 練 馬 区 キ ャ ッ チ バ レ ー ボ ー ル 協 会 （ Nerimaku Catch Volleyball

Association（NCVA）と称する。
（事務所）
第２条 本協会の事務所は、練馬区キャッチバレーボール協会会長宅に置く。
第２章 目的及び事業
（目的）
第３条 本協会は、練馬区におけるキャッチバレーボールの団体を統括し、キャッチバレー
ボールの普及と技術の向上を図り、もって、青少年の育成に寄与し、生涯スポーツとしてキ
ャッチバレーボール活動の健全な充実・発展に寄与することを目的とする。
（事業）
第４条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
（１） キャッチバレーボールの発祥の拠点として、普及奨励を推進
（２） キャッチバレーボール競技大会の開催
（３） キャッチバレーボールの指導者の育成
（４） キャッチバレーボールの審判員の養成
（５） キャッチバレーボールの競技規則の規定
（６） 機関紙及び刊行物の発行
（７） その他、この協会の目的を達成するために必要な事項
第３章 組織
（組織の構成）
第５条 本協会は、協会に加盟した団体をもって構成する。
（ブロック）
第６条 本協会にブロックを置く。協会に加盟した団体は、ブロックに加盟するものとし、
ブロックの規定は、理事会の承認に基づき、練馬区キャッチバレーボール協会規約細則（以
下「規約細則」という。
）に定める。
第４章 役員
（役員）
第７条 本協会には、次の役員を置く。
会

長 １名

副会長 ２名
理事長 １名
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副理事長 専門委員会の委員長とする。
常任理事 会長、副会長、理事長、専門委員会の委員長および副委員長、監事ならびに会
計より構成される。
理

事 登録団体（他の役員（顧問、参与及び代議員を除く。
）に就任した登録団体を

除く。
）各１名
監

事 ２名

顧

問 若干名

参

与 若干名

（任期）
第８条 第７条の役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。
（役員の選出）
第９条 役員（顧問、参与及び代議員を除く。
）は、協会又はブロックから選出され、総会
において承認を得る。
２ 協会推薦の学識経験者及び個人会員の役員選出は、５名を基準とする。
３ ブロックから選出される理事候補の定数は、理事会の承認に基づき、規約細則に定める。
４ 協会又はブロックから選出された理事候補は、互選により会長、副会長及び理事長、副
理事長を推薦し、推薦された会長、副会長及び理事長、副理事長が、他の役員の役職を推薦
し、総会においてすべての役員の承認を得る。
５

任期期間中に役員に欠員が生じたときは、役員を選出したブロックから欠員を補充す

る。この場合、会長が委嘱し、その後任役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
（会長）
第１０条 会長は、本協会を代表し、協会の業務を統括する。
（副会長）
第１１条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
（理事長）
第１２条 理事長は、会務を処理執行する。
（副理事長）
第１３条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
２ 副理事長は、専門委員会の委員長となり、委員会の会務を統括する。
（常任理事）
第１４条 常任理事は、常任理事会の構成員となり、会務を処理する。
（理事）
第１５条 理事は、理事会の構成員となり、専門委員会の委員として、会務を処理する。
（監事）
第１６条 監事は会務及び会計を監査する。
２ 監事は、他の役員を兼任することはできない。
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（顧問）
第１７条 顧問は、本協会の功労者の中から理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
２ 顧問は、会長の諮問に応じるものとする。
（参与）
第１８条 参与は、本協会関係者の中から理事会の推薦により、会長が委嘱する。
２ 参与は、理事会の諮問に応じるものとする。
（代議員）
第１９条 代議員は、本協会に加盟した登録団体から選出されたもの各１名とする。
２ 代議員は、総会の構成員となり、総会の審議案件を審議する。
３ 代議員が、他の役員に就任したときは、代議員としての資格を失う。
４ 代議員が欠員となった場合は、代わりの代議員を登録団体から選出する。
（名誉会長）
第１９条の２ 名誉会長をおくことが出来るものとする。
２ 名誉会長は理事会の推薦により、会長が委嘱する。
第５章 会議
（会議の種類）
第２０条 本協会には、次の会議を置く。
（１） 総会
（２） 理事会
（３） 常任理事会
（４） 専門委員会
（総会）
第２１条 総会は、本協会の全役員及び代議員をもって構成し、毎年１回会長が招集する。
２ 臨時の総会は、理事会の議決により会長が招集する。
３ 現役員及び代議員の３分の１以上から総会の招集請求があった場合は、会長は、その請
求のあった日から３０日以内に、総会を招集しなければならない。
４ 会長が招集を発しない場合は、副会長が自ら若しくは請求した役員が副会長を通じて、
総会を招集することができる。
５ 総会の招集は、総会を実施する日の１５日前までに、会議に付すべき事項、日時、場所
等を記した書面をもって役員及び代議員に通知する。
（総会の議長）
第２２条 総会の議長は、理事長が行う。
（総会の議決）
第２３条 総会は、規約に定めがあるもののほか、次の各号を審議決定する。
（１） 事業計画及び事業報告に関すること
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（２） 予算及び決算に関すること
（３） 役員（顧問、参与及び代議員を除く。
）の承認に関すること
（４） 協会規約の制定、改正に関すること
（５） その他、協会の運営に関する重要な事項
（総会の定足数等）
第２４条 総会は、役員及び代議員の２分の１以上が出席しなければならない。
２ 役員が総会に出席できない場合は、委任状を提出することができる。なお、役員が委任
状を提出した場合は出席として取り扱う。
３

総会に出席できない代議員は、その選出した団体からその代理人を出席させることが

できる。その際、委任状を代わりに出席する代理人へ渡し、代理人が総会出席時に委任状を
持参する。
４ 総会の議事は、出席代議員の過半数の議決をもって決定し、可否同数のときは、議長は
会長と協議しこれを決定する。
（理事会）
第２５条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事及び監事をもって
構成する。
２ 理事会は、必要に応じて会長が招集し、理事長が議長となる。
３ 理事会は、構成する現役員の３分の１以上から理事会の招集請求があった場合は、会長
はその請求のあった日から３０日以内に、理事会を招集しなければならない。
４ 会長が招集を発しない場合は、副会長が自ら若しくは請求した役員が副会長を通じて、
理事会を招集することができる。
５ 理事会は、規約に示されたもののほか、本協会の重要事項を審議する。
（理事会の定足数等）
第２６条 理事会は、構成する役員の２分の１以上が出席しなければならない。ただし、委
任は出席として取り扱う。
２ 理事会の議事は、出席役員の過半数の議決をもって決定し、可否同数のときは、議長が
これを決定する。
（常任理事会）
第２７条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、専門委員会の委員長および副委員長、監
事ならびに会計をもって構成する。
２ 常任理事会は、必要に応じて会長が招集し、理事長が議長となる。ただし、理事長は、
議長を副理事長に委任することができる。
３ 常任理事会は、本協会の基本事項を企画立案するとともに、競技会運営に関する事項お
よび年度内における選手の再登録、第３０条第２項、第３１条第２項及び第４３条第３項に
ついて審議する。
（常任理事会の定足数等）
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第２８条 常任理事会は、構成する役員の２分の１以上が出席しなければならない。ただし、
構成する役員が出席できない場合は、委任状を提出することができる。なお、構成する役員
が委任状を提出した場合は出席として取り扱う。
２ 常任理事会の議事は、出席役員の過半数の議決をもって決定し、可否同数のときは、議
長がこれを決定する。
（専門委員会）
第２９条 本協会の事業を行うため、専門委員会を設置する。
２ 専門委員会の設置、構成及び検討事項の決定は、理事会の議決による。
３

専門委員会の決定事項で規約に定めのない事項は、理事会の承認を得なければならな

い。
（合同委員会）
第３０条 主幹となる専門委員会があり、他の専門委員会が協力して審議・検討する委員会
として、合同委員会を設置する。
２ 合同委員会の設置、構成及び検討事項の決定は、総会、理事会及び常任理事会の議決に
よる。
（特別委員会）
第３１条

協会役員と協会役員以外の外部の有識者を加えた委員会として、特別委員会を

設置する。
２ 特別委員会の設置、構成及び検討事項の決定は、総会、理事会及び常任理事会の議決に
よる。
（議事録）
第３２条 専門委員会を除くすべての会議は、開催から２週間以内に議事録を作成し、議長
及び出席者２名以上が署名し、または記名押印しなければならない。
第６章 加盟登録
（加盟団体登録及び個人登録）
第３３条 本協会への加盟登録については、理事会の承認に基づき、規約細則に定める。
第７章 会計
（会計の任期）
第３４条 会計の任期は、２年とし、２任期を限度とする。
（協会の経費）
第３５条 協会の経費は、次の各号をもってあてる。
（１） 会金及び会費
（２） 事業に伴う収支
（３） 助成金並びに寄付金
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（４） その他の収支
（事業計画及び収支予算）
第３６条 協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長の責任で編成し、理事会及び総
会の議決を経る、事業計画及び収支予算を変更する場合も同様とする。
（収支決算）
第３７条 協会の収支決算は、会長の責任で作成し、事業報告書とともに監事の意見を付し、
理事会及び総会の承認を受ける。
（会計年度）
第３８条 協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。
第８章 雑則
（加盟）
第３９条 本協会は、公益社団法人練馬区体育協会に加盟する。
（相互扶助）
第４０条 上部組織（体育協会等）役員及び顧問、参与、協会役員等の慶弔等に際して、会
長の承認をもって社会通念上常識の範囲において金品、祝電、弔電等を贈呈できる。
（帳簿及び書類の備付等）
第４１条 本協会は、次の帳簿及び書類を備えなければならない。ただし、他の事情により
これにかわる帳簿及び書類を備えたときは、この限りではない。
（１） 規約
（２） 会員名簿
（３） 役員名簿
（４） 財産目録
（５） 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
（６） 理事会及び総会の議事に関する書類
（７） 官公署往復書類
（８） その他必要な帳簿及び書類
２

前項第１号から第４号までの書類及び同項第５号の帳簿及び証拠書類は５年間、同項

第６号の書類は３年間、同項第７号から第８号までの帳簿及び書類は少なくとも１年間保
存しなければならない。
３ 前々項に定めた書類等の原本（紙媒体）は、総務委員会において保存する。また、複製
として電子媒体を会長が同期限まで保存する。
（個人情報保護）
第４２条 本協会は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護法に基づき、プライバ
シーポリシーを定め公表する。
（規定の制定）
7

練馬区キャッチバレーボール規約

第４３条

本規約を実施するために必要な規定は、練馬区キャッチバレーボール協会規約

細則に定める。
２ 規約細則は、理事会の議決により制定、改正を行う。
３ 規約細則別紙は、常任理事会の議決により制定、改正を行う。
（規約の改正）
第４４条 規約の改正は、理事会に諮り、総会の議決により改正する事ができる。
２ 規約は、理事会において役員現在数の４分の３以上の議決を受けなければ、改正できな
い。
附

則

１ この規約は、平成２３年４月１０日に制定し、平成２３年４月１日から施行する。
２ この規約は、平成３０年５月２０日に改正し、平成３０年４月１日から施行する。
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