シクロデキストリン学会定款
第１章	
  総	
  	
  則	
 

の議決をもって推薦されたもの。

第１条	
 この団体はシクロデキストリン学会（以下本

4） 学生会員	
  学生であってシクロデキストリ

会という。）という。英文では The Society of

ンに関心を有するもので、本会の目的に賛

Cyclodextrins, Japan と表示する。

同し、別に定める会費を納めるもの。

第２条	
 本会は、事務局を東京都中央区日本橋蛎殻町
１－３８－１２	
  に置く。

第７条	
 会員になろうとするものは、入会金及び会費
を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認
を受けなければならない。会員となることを

第２章	
  目的及び事業
第３条	
 本会は理事会の議決を経て必要に応じて支
部及び委員会をおくことが出来る。
第４条	
 本会は、シクロデキストリンに関する国内外
の研究の連絡と研究の進歩・教育の促進をは
かり、もって学術の発展及び技術の向上に寄
与することを目的とする。
第５条	
 本会は前条の目的を達成するために次の事
業を行う。
1） 研究発表会、討論会、講演会、講習会、懇
親会及び見学会の開催
2） 機関誌および図書印刷物の刊行
3） 調査及び研究

承認されたものは、所定の期日内に会費を納
入しなければならない。
第８条	
 会員は、本会の刊行する機関誌及び図書の優
先的頒布を受けることができる。
第９条	
 会員は、次の理由によってその資格を喪失す
る。
1） 退会
2） 死亡、失そう宣告
3） 除名
第１０条 会員で退会しようとするものは、その義務
を完了した後に退会届を提出しなければな
らない。
第１１条 会員が各号のひとつに該当するときは、理

4） 国内外における研究連絡

事会の議決を経て、会長がこれを除名する

5） その他前条の目的を達成するために必要な

ことができる。
1） 会費を 1 年以上滞納したとき。

事業

2） 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的
第３章	
  会	
  	
  員
第６条	
 本会の会員の種別は次のとおりとする。
1） 正会員	
  シクロデキストリンに関する学識

に反する行為のあったとき。
第１２条 既納の会費は、いかなる理由があってもこ
れを返還しない。

経験又は関心を有するもので、本会の目的
に賛同し、別に定める会費を納めるもの。
2） 賛助会員	
  本会の目的事業を賛助する個人
又は団体で、別に定める会費を納めるもの。
3） 名誉会員	
  本会に対し特に功労があり総会

第４章	
  役員・評議員・顧問及び職員
第１３条 本会には、次の役員をおく。
理事	
  ８名以上、１５名以内（内会長１名
及び副会長１名）

監事	
  ２名
第１４条 本会に評議員１０名以上、３０名以内をお
く。
第１５条 本会の会長、副会長、その他の理事、監事、
及び評議員は総会で選任する。
	
  	
  ２．会長、副会長、その他の理事、監事、及び
評議員の候補者選考にあたっては、別に定
める選考規程に従うものとする。
第１６条 会長は、本会の業務を総理し、この団体を

委嘱する。その任期は１年とする。但し、
重任を妨げない。
３．顧問は、会長、副会長の質問に応じ、又は、
理事会の要請があるときは、これに出席し
て意見を述べることができる。
第２２条 本会の事務を処理するため、事務局長その
他の職員をおくことができる。
	
  	
  ２．職員は、会長が任免することができる。
	
  	
  ３．職員は、有給とすることができる。

代理する。
	
  	
  ２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ
るとき、又は欠けたときは、その職務を代
行する。

第５章	
  会	
  	
  議
第２３条 理事会は、会長が業務遂行上必要と認めた
とき招集する。但し、理事現在数の２分の

第１７条 理事は、理事会を組織して、この定款に定

１以上から会議の目的たる事項を示して請

めるもののほか、本会の総会の権限に属せ

求のあったときは、会長は臨時理事会を招

しめられた事項以外を議決し、執行する。

集しなければならない。

第１８条 監事は、民法第５９条の職務を行う。

	
  	
  ２．理事会の議長は、会長とする。

第１９条 評議員は評議員会を組織し、総会で議決す

第２４条 理事会は、理事現在数の３分の２以上が出

べき事項、その他会長から示された重要な

席しなければ会議を開き決議することがで

会務について評議決定する。

きない。但し、当該議事につき書面をもっ

第２０条 本会の役員及び評議員の任務は、２年とし、
再任を妨げない。

て、あらかじめ意思を表示した者は、出席
者とみなす。

	
  	
  ２．補欠又は増員により選任された役員及び評

	
  	
  ２．理事会の議事は、この定款に別段の定めが

議員の任期は前任者または現任者の残任期

ある場合を除くほか、出席理事の過半数を

間とする。

もって決し、可否同数のときは議長の決す

	
  	
  ３．役員及び評議員は、その任期満了後でも後
任者が就任するまでは、なおその職務を行
う。

るところによる。
第２５条 評議員会は次の場合に会長が招集する。
1） 会長又は理事会が必要と認めたとき。

	
  	
  ４．役員は、本会の役員としてふさわしくない

2） 評議員現在数の３分の１以上から会議の

行為のあった場合、又は特別の事情のある

目的事項を示して請求のあったとき。評

場合には、その任期中であっても総会及び

議員会には前条の規定を準用する。

理事会の議決により、会長がこれを解任す

この場合において同条中の「理事会」及び「理

ることができる。

事」とあるのは「評議員会」及び「評議員」

第２１条 本会に顧問若干名をおくことができる。
	
  	
  ２．顧問は、会長が理事会の議決を経てこれを

と読み替えるものとする。
第２６条 通常総会は、毎年 1 回会長が招集する。

第２７条 臨時総会は次の場合に会長が招集する。
1） 理事会が必要と認めたとき。

第６章	
  資産及び会計
第３３条 本会の資産は、次のとおりとする。

2） 評議員会で必要と認めたとき。

1） 会費

3） 会員現在数の５分の１以上から、あらか

2） 事業に伴う収入

じめ会議の目的を示して請求があったと

3） 資産から生ずる果実

き。

4） 寄付金品
5） その他の収入

臨時総会の議長は、会議のつど、出席会員の
互選で定める。

第３４条 本会の資産は、理事会の議決により評議員

第２８条 総会の招集は、少なくとも１０日以前に、

会の承認を得て会長が管理する。

その会議に付議すべき事項日時及び場所を

第３５条 本会の事業遂行に要する費用は、会費事業

記載した書面をもって通知する。但し、急

に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運

に臨時総会を招集するときは、前項の通知

用財産をもって支弁する。

期限を５日以前にまで短縮することができ

第３６条 本会の収支決算に余剰金があるときは、総

る。

会の承認を受けて、その一部もしくは全部

第２９条 次の事項は、通常総会に提出してその承認

を基本財産に編入し、また翌年度に繰越す

を受けなければならない。

ものとする。

1） 事業計画及び収支予算

第３７条 本会の会計年度は、毎年４月 1 日に始ま

2） 事業報告及び収支決算

り、翌年３月３１日に終わる。

3） 財産目録及び貸借対照表
4） その他理事会及び評議員会において必要
と認めた事項

第７章	
  定款の変更並びに解散
第３８条 この定款は、理事会、評議員会及び総会に

第３０条 総会は、会員現在数の５分の１以上出席し

おいて、おのおのの３分の２以上の議決を

なければ、その議事を開き議決することが

経なければ変更することができない。

できない。但し、当該議事につき書面をも

第３９条 本会の解散は、理事会、評議員会及び総会

って、あらかじめ意思を表示した者は、出

において、おのおの４分の３以上の議決を

席者とみなす。

経なければならない。

	
  	
  ２．総会の議事は、この定款に別段の定めがあ
る場合を除くほか、出席者の過半数をもっ

第８章	
  補	
  	
  則

て決し、可否同数のときは議長の決すると

第４０条 この定款施行についての細則は、理事会及

ころによる。

び評議員会の議決を経て別に定める。

第３１条 総会の議事の事項及び議決した事項は、会
員に通知する。
第３２条 総会、評議員会及び理事会の議事録は、議
長が作成し、議長及び出席者代表２名以上
が署名押印の上、これを保存する。

	
  	
 

	
  附則
１．この定款は、１９９３年８月２６日から施
行する。
２．この定款は、１９９７年１１月６日から改
正する。
３．この定款は、１９９８年１０月１５日から
改正する。
４．この定款は、２００５年９月１日から施
行する。
５．この定款は、２００９年９月１日から施
行する。
６．この定款は、２０１３年４月１日から施
行する。

