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第１章第１章第１章第１章    総総総総        則則則則    

（名（名（名（名        称）称）称）称）    

第１条 本会は、宮沢賢治学会イーハトーブセンターと称する。 

    

第２章第２章第２章第２章    目的及び事業目的及び事業目的及び事業目的及び事業 

（目（目（目（目        的）的）的）的） 

第２条 本会は、宮沢賢治とその作品を研究並びに愛好する者が交流し、相互に理解を深めることを目

的とする。また、宮沢賢治に関する資料・情報のセンターとする。 

（事（事（事（事        業）業）業）業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1) 研究発表会、シンポジウム等の開催 

 (2) 研修会、講座等の開催 

 (3) 機関誌その他の発行 

 (4) 資料及び情報の収集並びに提供 

 (5) 会員間の情報交流、研究活動への協力 

 (6) 宮沢賢治賞・イーハトーブ賞の選考 

 (7) その他理事が適当と認める事項  

    

第３第３第３第３章章章章    会会会会        員員員員 

（会（会（会（会        員）員）員）員） 

第４条 本会の会員は、個人会員及び賛助会員とする。 

２ 賛助会員は、本会の目的に賛同して、その事業を援助する個人または団体とする。 

（入（入（入（入        会）会）会）会） 

第５条 本会に入会しようとする者は、所定の様式により届出し、理事会の承認を得て本会の会員とな

ることができる。  

（会員の権利）（会員の権利）（会員の権利）（会員の権利） 

第６条 会員は、本会が主催する事業に参加でき、研究発表会、機関誌等において研究発表若しくは投

稿することができる。また、機関誌その他の情報的資料が配布される。 

（会（会（会（会        費）費）費）費） 



第７条 本会の会費は、次のとおりとする。 

 (1) 個人会員    １年      ３, ０００円 

 (2) 賛助会員 個人 １年 一口  １０, ０００円（何口でも可） 

（3）           団体  １年 一口  ３０, ０００円（何口でも可） 

２ 大学生、高校生等の会費は半額とし、中学生、小学生は無料とする。 

（退（退（退（退        会）会）会）会） 

第８条 会員は、所定の様式による届出をし、理事会の承認を経て、退会することができる。 

２ ９月３０日現在、前年度の会費を未納の会員は、退会とする。 

    

第４章第４章第４章第４章    機機機機        関関関関    

（役（役（役（役    員）員）員）員）    

第９条 本会に次の役員を置く。 

    理事 ２３名以内  監事 ２名 

２ 理事のうち１名を代表理事、２名を副代表理事とする。 

（役員の選任） 

第１０条 理事及び監事は、会員のうちから役員選出規定において選任し総会において承認する。 

２ 前項の規定にかかわらず、宮沢賢治イーハトーブ館長、宮沢賢治記念館長及び市の担当部長は理事

とする。 

３ 代表理事及び副代表理事は、理事の互選により定める。 

（任 期） 

第１１条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、連続して３期の再任はできない。 

２ 前項の規定にかかわらず、宮沢賢治イーハトーブ館長、宮沢賢治記念館長及び市の担当部長の理事

は、その職に在任する間を任期とする。 

３ 役員は、その任期満了後も後任の役員が就任するまでは、その任務を行う。 

 

（代表理事・副代表理事）（代表理事・副代表理事）（代表理事・副代表理事）（代表理事・副代表理事） 

第１２条 代表理事・副代表理事は、理事会の総意を受けて会務を総理し、代表理事は、本会を代表す

る。代表理事に事故あるときは、副代表理事がその職務を代理する。 

（理（理（理（理        事）事）事）事） 

第１３条 理事は理事会を組織し、会務の運営にあたる。 

（監（監（監（監        事）事）事）事） 

第１４条 監事は、会計及び会務執行を監査する。 

（顧問及び参与）（顧問及び参与）（顧問及び参与）（顧問及び参与） 

第１５条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、代表理事が理事会に諮って委嘱する。 

３ 顧問は、重要な会務につき代表理事の諮問に応じる。 

４ 参与は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 

（委（委（委（委    員員員員    会）会）会）会） 



第１６条 本会の運営を円滑に行うため委員会を置く。  

２ 前項の委員会は、企画、編集及び賞選考委員会のほか理事会において定める。 

３ 各委員会の委員は、理事会において理事及び会員のうちから選出する。 

４ 各委員会の委員長は、各委員会の互選とする。 

（事（事（事（事    務務務務    局）局）局）局） 

第１７条 会務を処理するため、本会に事務局を置く。  

２ 本会の事務局は、宮沢賢治イーハトーブ館に置く。 

 

第５章第５章第５章第５章    総会及び理事会総会及び理事会総会及び理事会総会及び理事会 

（総（総（総（総        会）会）会）会） 

第１８条 代表理事は、毎年１回総会を召集しなければならない。 

２ 代表理事は、必要認めるときは、臨時総会を召集することができる。 

３ 代表理事は会員の５分の１以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を召集すべき旨

要求があったときは、総会を召集しなければならない。 

４ 総会は、特別な事由がある場合を除き、花巻市で開催する。 

（総会の議決事項）（総会の議決事項）（総会の議決事項）（総会の議決事項） 

第１９条 総会はこの約で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 

 (1) 事業報告及び収支決算の承認 

 (2) 事業計画及び収支決算の決定 

 (3) その他、理事会及び会員が必要認めた事項 

２ 前項の規定にかかわらず、総会における予算決定での執行は、理事会の承認を得ておこなう。 

（理（理（理（理    事事事事    会）会）会）会） 

第２０条 理事会は、必要に応じて代表理事が召集する。 

２ 代表理事は、理事の過半数の請求があった場合、理事会を召集しなければならない。 

３ 理事会は、総会の総意にもとづき必要事項の決定・運営にあたる。 

（議（議（議（議    決決決決    権）権）権）権） 

第２１条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。 

２ 総会に出席し得ない会員は、所定の様式により他の出席会員にその議決権の行使を委任するこ

とができる。この場合、これを出席者とみなす。 

３ 賛助会員のうち団体会員は、その指名する者１名をもって議決権を行使する。 

４ 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。 

 

第６章第６章第６章第６章    会会会会        計計計計 

（経（経（経（経        費）費）費）費） 

第２２条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってあてる。 

（会計年度）（会計年度）（会計年度）（会計年度） 

第２３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。 

 



第７章第７章第７章第７章    規約の変更及び解散規約の変更及び解散規約の変更及び解散規約の変更及び解散 

（規約の変更）（規約の変更）（規約の変更）（規約の変更） 

第２４条 本規約は、総会において出席者の３分の２以上の同意がなければ、変更することができない。

（解（解（解（解        散）散）散）散） 

第２５条 本会は、会員の４分の３以上の同意がなければ、解散することができない 

第８章第８章第８章第８章    細細細細        則則則則 

（細（細（細（細        則）則）則）則） 

第２６条 この規約施行についての細則は、理事会が定める。 

付付付付        則則則則    

（施行期日）（施行期日）（施行期日）（施行期日）    

１ この規約は、1990 年 9 月 22 日から施行する。 

（設立当初の役員）（設立当初の役員）（設立当初の役員）（設立当初の役員） 

２ 本会の設立当初の役員は、第 10 条第１項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。 

（設立当初の事業年度）（設立当初の事業年度）（設立当初の事業年度）（設立当初の事業年度） 

３ 本会の設立当初の事業年度は、第 24 条の規定にかかわらず、本会設立の日から 1991 年 3月 31 日ま

でとする。 

 

付付付付        則則則則 

この規約は、1992 年 9月 22 日から施行する。 

付付付付        則則則則 

この規約は、1997 年 9月 22 日から施行する。 

付付付付        則則則則    

この規約は、2002 年 9月 22 日から施行する。 

  付付付付        則則則則    

この規約は、2005 年 4月 1 日から施行する。 

付付付付        則則則則 

この規約は、2010 年 9月 22 日から施行する。 

 

 

宮沢賢治学会イーハトーブセンター    

〒025-0014 岩手県花巻市高松１－１－１ 

電話 ０１９８－３１－２１１６     

FAX  ０１９８－３１－２１３２     

 


