
いすみ星空学校規約 

 

（名称） 

第１条 本会は『いすみ星空学校』と称する。 

（事務所） 

第２条 本会の事務所をいすみ市山田 5610 番地に置く。 

（目的） 

第３条 本会の目的は、いすみ地域の自然の素晴らしさを内外に広め、環境保全を進める

とともに、いすみ市の有力な観光資源としての醸成を目指す。また、地域の環境

保全、文化、経済活動を支援し、社会へ貢献するものとする。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（1） 星のソムリエ®資格認定講座 

（2） いすみ市星空観望会 

（3） 旅行会社への観光ツアー提案・ツアー造成・講師紹介 

（4） 目的を達成するため関係団体との意見交換、調整等 

（5） 星でつながる地域事業の創出、観望会と地域住民・団体との共催など 

（6）  その他、目的を達成するために事務局が必要と認めた事業 

（会員） 

第５条 本会は、次に掲げるものをもって組織する。 

（1） 会員   いすみ星空学校にて会費を納入し、事業に積極的に参加する者、協賛

する者。 

（2） 正会員  いすみ星空学校の主催するする星空案内人資格認定講座（準案内人）

を受講し入会を希望した者。 

（3） ボランティア会員 いすみ星空学校の事業及びその他において無償で活動参加で

きる者。 

（役員） 

第６条 本会は、次に掲げる役職を設け、幹事とし、以下のもので事務局を構成する。 

（1） 代表       （１名） 

（2） 副代表      （１名） 

（3） 会計監査役    （１名） 

（4） 会計       （1 名） 

2 代表は本会を代表し、会務を総理する。 

3 副代表は代表を補佐し、代表に事故のあるとき、又は代表が欠けたときは、その職務

を代行する。 

4 会計監査役は、本会の収支決算について監査し、事務局に報告する。 

5 会計は、本会の会計を行うものとする。 

6 幹事は、総会において会員・正会員およびボランティア会員の中から選任する。 

7 幹事の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。 



（総会） 

第７条 総会は、会員と正会員及び幹事をもって構成する。 

２ 総会は、定期総会を年１回開催するほか、代表が必要と認めたときに開催する。 

３ 総会は、出席者及び委任状提出者、委任する意思を表明したもの合計が２分の１以に

より成立する。 

４ 総会は、代表が主宰し、議⾧を務める。 

５ 総会の議決は、本条第３項に定められた過半数をもって決定するものとする。ただ 

し、過否決同数の場合は、一任とする。 

６ 総会は、本会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。 

（1） 規約の制定及び改正 

（2） 役員の選任 

（3） 幹事指名の承認 

（4） 基本運営の方針の決定 

（5） 事業計画・収支予算・事業報告・収支決算 

（6） その他本会の運営に関して重要な事項の決定 

（事務局） 

第８条 本会は、代表の総理の下、本会の会務を処理するため事務局を置く。 

２ 事務局は、いすみ市山田 5610 番地に置く。 

（会計年度） 

第９条 本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。 

（年度事業計画及び収支予算） 

第 10 条 代表は、事業年度開始前に次の各号に掲げる書類を作成し、その監査を受けな

ければならない。 

（1） 年度事業計画書 

（2） 収支予算書 

（年度事業報告及び収支決算） 

第 11 条 代表は、事業年度終了後に次の各号に掲げる書類を作成し、その監査を受けな

ければならない。 

（1） 年度事業報告書 

（2） 収支決算書 

（会費） 

第 12 条 本会の会費は次のように定める。 

（1） 会員         入会金 5,000 円、年会費 2,000 円 

（2） 正会員         入会金   0 円、年会費 2,000 円 

（3） ボランティア会員   入会金    0 円、年会費     0 円 

（4） 会員は会計年度で定める事業年度中のどの時点においても入会したかに関わらず、

入会金・年会費を納付しなければならない。 

（5） 会員は、本会に入会申請の承認を通知した日の翌月末までに、入会金・年会費を

本会の指定する口座に振り込むことにより納付する。振込手数料は会員が負担す



る。 

（6） 正会員となることを希望する者は、いすみ星空学校の主催する星のソムリエ®資

格認定講座を受講し、講座開始前及び終了後の本会が指定する期日までに申し出

なければならない。 

（7） 会員・正会員は、本会資格を更新するときは、事業年度開始月月末までに、更新

年度の年会費を本会が指定する口座に振り込まなければならない。振込手数料は

会員・正会員が負担する。 

第 13 条 星のソムリエ®資格認定講座 

（1） 星のソムリエ®資格認定講座の講座料は 20,000 円とする。 

（2） 星のソムリエ®資格認定講座の受講を希望する者は、講座開始前の指定した期日ま

でに、本会が指定した口座に振り込むことにより納付する 

第 14 条 星空案内人資格認定試験 

（1） 本会の主催する星空案内人資格認定試験の受験資格は、本会の正会員のみが有し、

試験費用は 4,000 円とする。 

（2） 試験費用は受験日の前月末までに、本会が指定した口座に振り込むことにより納

付する。振込手数料は受験者が負担する。 

（3） 受験する者は本会が指定した期日までに参加する意思を、本会が指定した方法で

表明しなければならない。 

（4） 4,000 円で三回まで受験できるが、合格した時点でその権利はなくなる。また、そ

の期限は特に設けないが、本会が解散した時・退会した時・除名に該当した会員

は、同時にその権利は消滅する。 

（5） 受験費用は、当会が解散した場合、第 21 条に基づき返金をする。 

（6） その他詳細は、星空案内人資格認定試験要綱に準ずるものとする。 

（イベント等運営について） 

第 14 条 イベントを運営する際は、必要に応じて運営委員を設ける 

（1） 事務局は、すべての会員から適任者を選出し任命する。運営委員⾧は事務局から

選出する。 

（2） 運営委員の人数は規模・時期等を考慮の上、事務局が決定する。 

（3） 運営委員は、イベントの円滑な運営に努めなければならない。 

（4） 運営委員⾧は、催行に関わる全ての判断をする。 

   (会員・正会員・ボランティア会員の義務) 

第 15 条 会員・正会員は各号に定める義務を負う 

（1） 会員は入会金・年会費を第 12 条が定める期限までに納付する事。 

（2） 正会員は年会費を第 12 条に定める期限までに納付する事。 

（3） 会員・正会員・ボランティア会員は、当会の主催する事業に積極的に参加する事。 

（4） 会員・正会員・ボランティア会員は、当会の規則を遵守する事。 

（5） 第１２条に定める期限までに、正当な理由がなく会費を納めなかった会員・正会

員については。自動的に退会とする。 

（退会） 



第 16 条 会員、正会員、ボランティア会員の退会は、退会届に理由を付して提出し、任

意に退会をする事ができる。 

2 退会に際しては、入会金及び会費は返却しないものとする。 

（除名）  

第 17 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、事務局の特別決議によって当

該会員を除名することができる。  

（1） この会の定款、この規程、その他の規則に違反したとき。  

（2） 当会の名誉を傷つけ、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。  

2 除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。 

3  除名に際しては、すでに納入済みの入会金及び年会費は返却しないものとする。 

（休会） 

第 18 条 何らかの理由で活動に参加できない場合、事務局に申し出て休会する事ができ

る。 

2 休会期間の会費は免除する。 

3 休会したものは、第 7 条の権利を有さない。 

4 すでに納入済みの入会金及び年会費は返却しないものとする。 

（復会） 

第 19 条 休会したものが、活動に復帰する場合は、その旨を幹事会に申し出て、復会す

ることができる。 

2 復会年度の年会費を支払っていない場合は、支払い後に復会できるものとする。 

 （解散） 

第 20 条 次の各号の 1 つに該当した場合、本会は解散する。 

（1） 総会の決議 

（2） 会員の欠亡 

（3） 破産 

（4） 合併 

2 解散に際しては、事務局が清算人となり代表が責任者となる。 

3 いすみ市からの借り受けている備品は、解散後１ヶ月以内に備品台帳と照合した上で

過不足なく返却しなければならない。 

（財産の処分） 

第２１条 残余財産がある場合は、清算人は本会の解散後１ヶ月以内に、各会員の会費等

に応じて均等に払い戻すものとする。 

（その他） 

第２２条 この規約に定めるもののほか、本会の運営上必要な事項は、代表が別に定める

ものとする。 

 

附 則 

この規約は、令和元年 8 月１日より施行する。 



この規約は、令和２年４月１８日より施行する。 


