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筑波スクエアダンスクラブ会則 
 

昭和５６年１２月１９日制定 
平成１２年 ２ 月 ５ 日改正 
平成１７年 ２ 月１９日改正 
平成２０年１２月１３日改正 

 

１．名 称 本会は、「筑波スクエアダンスクラブ(Tsukuba Square Dance Club)」と称

する。 

２．事務所 本会は、事務所を会長宅に置く。 

３．目 的 本会は、健全なレクレーションとしてのスクエアダンスを楽しむことを目的

とし、あわせてその普及と発展に寄与する。 

４．事 業 本会は、前条の目的のために下記の事業を行う。 
ⅰ) 例会 
ⅱ) 各種パーティー、研修会の開催 
ⅲ) 初心者講習会の開催 
ⅳ) その他目的達成のために必要な事業 

５．会 員 (1) 本会の会員は、正会員、連絡会員、準会員及び名誉会員とする。 
 (2) 正会員は本会の目的に賛同し、スクエアダンスの初心者講習会修了者及

びこれと同等と認められた者とする。 
 (3) 連絡会員は、本会の正会員がやむを得ない理由により例会への参加が困

難であるが、本会の各種情報を継続して得たい旨を役員会に申請し、認

められた者とする。総会における議決権、役員への就任などの権利は有

しない。 
 (4) 準会員は、他クラブから日本スクエアダンス協会（以下、Ｓ協）に登録

しているＳ協会員で、本会の例会にも定常的に出席を希望する者で、そ

の旨を役員会に申請し、認められた者とする。総会における議決権、役

員への就任などの権利は有しないが、例会などにおける役割分担などの

義務は有する。 
 (5) 名誉会員は、本会の正会員がやむを得ない理由により例会への参加が困

難であるが、本会への功績が著しいとして役員会の提案に基づき、総会

の決議をもって推薦された者とする。総会における議決権、役員への就

任などの権利は有しない。会費等の納入を要しない。 
(6) 入会する会員は所定の手続きをふみ、所定の入会金、会費等を納入しな

ければならない。 
(7) １年以上欠席等連絡のない会員は自然脱会したものとみなす。 
(8) 会員としての体面を汚し、または本会の目的、会則等に反する行為をし

た者は役員会の議を経て除名することができる。本規定により除名する

場合は、役員会の議決に先立ち、当該会員に通知し、弁明の機会を与え

なければならない。 

６．役 員 (1) 本会は下記の役員を置く。 
ⅰ) 会長 1 名 
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ⅱ) 副会長 若干名 
ⅲ) 総務 若干名 
ⅳ) 会計 若干名 
ⅴ) 指導 若干名 
ⅵ) 監事 1 名 

(2) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合には任務を代行する。 
(4) 総務は、本会が行う事業の企画、記録、広報及び会運営上の庶務等を担

当する。 
(5) 会計は、本会の会計を担当する。 
(6) 監事は、会計年度の末に会計監査を行い、監査結果を定例総会に報告す

る。 
(7) 役員は総会で選出され、任期は 1 年とし、再任を妨げない。 

７．会 議 (1) 本会の会議は、総会、役員会及び役員幹事会とする。 
(2) 総会は、本会の最高決議機関であり、正会員で構成され、会長が召集す

る。定例総会は、年 1 回（原則２月）開催するものとし、必要に応じて

臨時総会を開催することができる。 
(3) 役員会は役員で構成され、会長が召集し、各種報告の受理及び会務に必

要な事項を審議決定する。定例役員会は原則として隔月開催とするが、

必要に応じて臨時役員会を開催することができる。 
(4) 役員幹事会は、会長、副会長１名、総務２名、会計１名及び指導２名の

計７名をもって構成する。幹事は役員の互選により選出する。役員幹事

会は、必要に応じて会長が招集し、役員会において委任された事項を審

議あるいは決定する。ただし、都合ある場合において、幹事の指名に基

づく代理人(役員に限る)の代理出席を妨げない。 
(5) すべての会議は、構成員の３分の１以上の出席がなければ開会すること

はできない。会議に出席できない場合は委任状にて出席にかえることが

できる。 
(6) 議決は、出席者の過半数とする。 

８．会 計 (1) 本会の経費は、入会金、会費、参加費、事業収入、寄付金、その他の収

入をもって充てる。 
(2) 入会金、会費及びこれらの納入方法は、細則で定める。 
(3) 参加費は、会費とは別に特別行事、または会場費、スナック等、必要に

応じて徴収する費用で、役員会の議を経て徴収することができる。 
(4) 会員以外の参加費は、細則で定める。 
(5) 夫婦、親子、兄弟姉妹会員の会費については、細則で定める。 
(6) 会計年度は毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終わる。 

９．付 則 (1) 本会の細則については、役員会の議を経て別に定める。 
(2) 本会則の改定は、総会において出席者の 4 分の 3 以上の賛成を必要とす

る。 
(3) 本会則は、昭和５７年１月１日から実施する。 
(4) 本会則は、平成１２年２月５日から実施する。 
(5) 本会則は、平成１７年２月１９日から実施する。 
(6) 本会則は、平成２１年１月１日から実施する。 



会計細則

昭和５６年１２月１９日 制定・施行

平成２０年１２月１３日 改正；平成２１年１月１日施行

平成２１年１月２４日  改正・施行

(1) 入会金は、2,000 円とする。

(2) 正会員の会費は 6 ヵ月で 5,000 円／人 とする。ただし、小中学生については半

額、学生 (高校生～大学院生) については３割引とする。 夫婦会員の割引特典は、

特段定めない。

(3) 連絡会員の会費は、年間 1,000 円／人 とする。

(4) 準会員の会費及び入会金は、正会員と同額とする。

(5) 入会金の納入は入会時とする。連絡会員については、納入を要しない。

(6) 会費は前期（１～6 月）及び 後期（７～12 月）の開始月に納入するものとする。

途中入会の場合の会費については、役員会の議を経て別途定める。一年分一括納

入の場合は全額の 10％引きとする。

(7) 会員以外の参加があるときは、1 回につき 200 円（役員会で 特に定める場合は、

500 円）を徴収できるものとする。ただし、アニバーサリー宣伝等での訪問時は

徴収を要しない。

(8) 一旦納入された会費は原則として返金しないが、やむを得ない事情（長期出張、

転勤等）で退会する場合、納入済みの会費についての措置は、役員会の議を経て

別途定める。

(9) 日本スクエアダンス協会、日本フォークダンス連盟等の講習会や研修会に参加す

る正会員への補助は、役員会の議を経て別途定める。

(10) 予算計上されていない臨時支出は、役員会の議を経てその支出の合否を決定する。

緊急を要する臨時支出については、会長の判断によるが、直後の役員会での事後

承認を必要とする。

(11) (6) において、前期あるいは後期の途中の月に入会する正会員ならびに準会員に

ついては、その期の会費は月 1,000 円とする。

(12) 本会からの支出に際して、慶弔費、講師謝金、自宅のパソコンでの資料印刷等で

領収書の入手が困難な場合は、本会所定の支払証明書で領収書に代える。

(13) (12) において、自宅のパソコン等での資料印刷時の費用は１ページにつき 7 円

とする。なお、両面印刷の場合は、２ページ分とすることができる。

(14) やむを得ない事情で、本会会計で立替払いをする場合は、予備費からの支出とす

ることができ、立替先からの支弁をもって予備費に返済する。ただし、この措置

は年度を越えて行うことはできない。



事業細則

昭和５６年１２月１９日 制定・施行

昭和６３年１月１日 改正・施行

平成２０年１２月１３日 改正・施行

平成２１年１１月７日 改正・施行

(1) 本会の活動の拠点を竹園公民館（〒305-0032 茨城県つくば市）に置く。

(2) 本会は下記の上部団体に加盟参加し、その下での活動も行う。

ⅰ) 日本スクエアダンス協会 
ⅱ) 日本スクエアダンス協会 関東甲信越統括支部 
ⅲ) 竹園公民館サークル代表者会議 
ⅳ) 茨城県フォークダンス連盟 
ⅴ) 北関東スクエアダンス連絡協議会 
ⅵ) 茨城県スクエアダンス連絡協議会 

(3) 例会は、原則として月 3 回（月 5 週の場合は 4 回）、土曜日 夜 竹園公民館大ホ

ールで行う。

(4) 初心者講習会は原則として年 1 回行う。

(5) 指導担当役員 ならびに、現在、例会または研修会等でコール、キューをしている

正会員、外部研修会に参加し勉強している正会員で指導部会を構成し、本会にお

けるスクエアダンス及びラウンドダンス、カントリーダンス等の指導を担当する。

指導部の体制、運営、実施内容等は指導部ミーティングで決定し、役員会に報告

する。

(6) 本会以外の初心者講習会を卒業したスクエアダンサー あるいは 本会以外のスク

エアダンスクラブのスクエアダンサーが本会へ正会員 あるいは 準会員として入

会を希望する場合、原則として、３ヵ月間は会計細則第７項に定める会員以外の

参加者として参加し、その後、役員会の議を経て所定の入会手続きをもって入会

するものとする。ただし、前所属クラブの会長の推薦等があるときは、役員会の

議を経て上記の期間を短縮することができる。

(7) 会則「５．会員」の第６項に定める所定の手続きに係る様式は、別紙１（新規入

会用）ならびに 別紙２（継続入会用）とする。



平成21年(2009年） 筑波SDC 入会申込書 [継続] No.

性 別 ：ふりがな：

名前：
誕生日：

月 日
住所： 電話番号：( * = 029 )〒

FAX番号：( * = 029 )
E-mail：

E-mail アドレス → 会員名簿への掲載を希望しないとき、〈 〉内に×印をしてください ⇒ (　　）

携帯電話： 携帯電話番号 → 会員名簿への掲載を希望しない
とき、〈 〉内に ×印をしてください ⇒ (　　）

勤 務先・学校

電話番号： FAX番号

クラブバッジ： 既所有　/ 新規製作希望 （入会時無料 ； 再希望時有料）
新規作成時のバッジ名： →

初心者講習会：

Ｓ協会員番号：
FD連盟会員番号：
指導者　級・番号：

会計担当記入欄 (修正・入金日など)

会員種別：
(　)内に○を
正 会 員(　　)
連絡会員(　　)
準 会 員(　　)

会費(内訳)：

会費

入会金

正/準・1年＝9,000円；
正/準・半年＝5,000円；

学生・1年＝6,300円；学生・半年＝3.500円；
小中・1年＝4,500円；小中・半年＝2,500円；

連絡 = 1,000円

入会金
Ｓ協

会費
日連

更新料

合計 円

備 考 ：
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平成21年(2009年） 筑波SDC 入会申込書 [新規] No.

性 別 ：ふりがな：

名前：
誕生日： 年

月 日
住所： 電話番号：( * = 029 )〒

FAX番号：( * = 029 )
E-mail：

E-mail アドレス → 会員名簿への掲載を希望しないとき、×印をしてください ⇒ (　　）

携帯電話： 携帯電話番号 → 会員名簿への掲載を希望しない
とき ×印をしてください ⇒ (　　）

勤 務先・学校

電話番号： FAX番号

クラブバッジ： 既所有　/ 新規製作希望 （入会時無料 ； 再希望時有料）
新規作成時のバッジ名： →

初心者講習会：

Ｓ協会員番号：
日本FD連盟会員番号：

指導者　級・番号：
会計担当記入欄 (修正・入金日など)

会費 (内訳 )：

会費
入会金

入会金
Ｓ協

会費
日連

更新料

合計

備 考 ：



筑波SDC 支払証明書

　筑波スクエアダンスクラブ 御中　 　平成  年  月  日　

支出請求書
請求者氏名 氏名記入 合計金額￥

科目 数量 単価 金額 備考

★ 科目欄は行事名等の使用目的を記入 ★ 品名欄は出来るだけ詳しく記入して下さい。

上記金額を受領しました。 平成  年  月  日 氏名記入 印 or サイン

品　　　名
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