
社団法人日本新体操連盟 

平成 24 年度第 2 回理事会議事録 

１． 会議名： 平成 24 年度第 2 回理事会 

２． 日時： 平成 24 年 12 月 9 日（木）13 時 30 分～15 時 00 分 

３． 場所： 東京都千代田区丸の内 1-7-12  
「東京ステーションコンファレンス サピアタワー503」  

４． 構成員現在数： 17 名 

５． 出席役員： 二木 英徳（会  長） 朝倉 正昭（副  会  長） 石崎 朔子（副  会  長） 
  福本  隆（副  会  長） 荒井  隆（専務理事） 関田史保子（常務理事） 
  渡辺 守成（常務理事） 池田真喜子（理  事） 岡 久留実（理  事） 
  谷口 裕代（理  事） 山﨑 浩子（理  事）  
  秋山エリカ（理  事） 上村 郁代（理  事） 崇島 慎一（理  事） 
  谷原  誠（理  事） 橋本 千波（理  事） 藤島八重子（理  事） 
  田中  元（監  事）   
  以上 17 名（うち委任状出席 6 名）  

その他監事 1 名（うち委任状出席 1 名） 

６． 欠席役員： 岩本  晃（監  事）   

  以上 1 名 

７． 議案：  

 決議事項  

  第 1 号議案 公益法人認可申請の進捗状況について（定款第 1,4,45 条関連事項） 

  第 2 号議案 その他 

    

8． 議事の経過及び結果 

 

（１）議長による開会宣言 

(社)日本新体操連盟・定款第 24 条第 2 項の定めにより議長を会長二木英徳がつとめ、開会

宣言を行った。 

（２）議事録署名人の選出 

定款第 32 条により、議長は議事録署名人を福本隆副会長と荒井隆専務理事にする事を議場

に諮り承認された。 

（３）定足数の確認 

定款第 25 条の定めにより、理事会出席者数委任状含めて 16 名であることが岡理事より告げら

れ、議決定足数を満たしている事が報告された。 

（４）あいさつ 

議長は挨拶をすませ、池田理事が進行を務めるよう依頼した。 

（5）議決事項 

第 1 号議案 公益法人認可申請の進捗状況について（定款第 1,4,45 条関連事項） 

議長は説明者として池田真喜子理事を指名し、池田理事は下記内容の説明を行った。 



１．進捗状況・定款変更の説明 

内閣府に対して公益法人の認可申請を行っており、先日内閣府の担当官と会ってき

た。現在平成 25 年 4 月 1 日より、公益社団として運営できるように準備を進めている。

それに際して、いくつかの資料訂正を指示されている。ほとんどは文字修正等である

が、新定款の部分で会議を通して欲しい内容がある。 

第１９条第３項で業務執行理事に以前のものだと副会長が入っていなかったが、副会

長を業務執行理事としたい。 

また、附則第５項において、新たに最初の代議員の選出方法について記載する事とな

った。事前に代議員を決め、４月１日からその方々に代議員として活動頂くという内

容になる。 

 

（質疑・意見） 

二木会長より、業務執行理事の人数の根拠、今後の想定、人数を増やす事の可否に

ついて質問意見があった。 

渡辺常務理事より、業務執行理事の人数は現定款を引き継いでいる事、理事総数、

業務執行理事の数が現定款から引き継いでいることから、理事の割合も現在の割合と

同じく位になる事。加盟クラブからの理事を増やす事も出来なくないが、現実的には

クラブ代表者はクラブ運営があり、なかなか出席いただけなかったことなどが報告さ

れた。 

また、新組織に向けて、理事会を定期的に開催する事が提案され、理事会を偶数月

（２，４，６，８，１０、１２月）の第３週火曜日１８:００を基本に開催する事が決

まった。 

 

２．最初の代議員の説明 

４月１日から新しく公益社団として運営する際に、４月１日の時点で社員がいない

という事にならないために、最初の代議員候補者を決める必要がある。 

・社団法人は人が集まった法人である。 

・集まった人の事を社員と言う事 

・新組織では社員の半分が総会開催の条件である事。 

・多くの加盟クラブを社員とすると総会運営が難しいため、代議員制を採用した事。 

・代議員は正会員である加盟クラブの中から選挙される事 

・代議員の数は２０名以上２５名以下と新定款で決めた事 

の説明がされ、最初の代議員立候補想定される方のリストを提示した。 

 

（質疑・意見） 

朝倉理事から総会招集に関して、1/5 の社員の申し出で総会開催の妥当性について

確認があったが、妥当と確認された。 

山﨑理事から代議員候補で、北信越に長野県が２人となっているので、新潟県から

の立候補を相談してはどうかと意見があり、新潟県の「ＳＴＥＬＡ」代表者に相談し

てみる事となった。 

 

 

代議員立候補予定者 

宮城県 仙台ジュニア体育研究所 熊谷 正儀 

福島県 Little queen RG 芳賀 久美子 

茨城県 Diana 藤野 朱美 

栃木県 ＡＳＫＡ・ＲＧ 秋山 久世 

千葉県 インタークオレス 飯田 まぶき 

東京都 ＫＡＮＡＩ Ｒ・Ｇ 金井 ムツ子 

東京都 東京ジュニア新体操クラブ 波多野 恵子 

東京都 ピュアＲ．Ｇ 横山 眞理子 

東京都 町田ＲＧ 曽我部 美佳 



東京都 Ｒｉｂｂｏｎ 新体操クラブ 村上 佳子 

神奈川県 Shaleur R.G 玉野 由美 

長野県 ポーラ☆スター 橋爪 みすず 

新潟県 ＳＴＥＬＡ 加藤 弘美 

静岡県 Ｒ．Ｇ．Ｃ．富士 スターリス ジュニア 寺田 江身子 

愛知県 サンシャインＲ．Ｇ 小林 かおり 

大阪府 樟蔭ジュニア 芳野 操 

兵庫県 明石ＲＧ 梅田 雅代 

広島県 広島オーキス新体操クラブ 松島 博子 

香川県 三木ＲＧ 吉田 佳代 

福岡県 梶原ジュニア新体操クラブ 梶原 多栄子 

大分県 土屋ＲＧクラブ 土屋 瑞恵 

 

３．選挙規則について 

選挙規定は選挙によって、代表者が選出される事の説明がされ、最初に選挙規定を

設ける必要がある事が説明された。 

 

（質疑・意見） 

渡辺常務理事より、代議員の推薦制度を設けてはどうかと意見があり、実務が追い

つかない可能性があるとして、推薦委員会を設ける方向で選挙規則を作成する事とな

った。 

 

以上の後、第 1 号議案「公益法人申請の進捗状況」について原案のとおり全会一致で可決さ

れた。 

 

第２号議案「その他」について 

議長は議場にその他議案が無いか確認したがその他の議案は出なかった。 

 

（５）閉会宣言 

議長は他に質問、意見がないのを確認し理事会の終了を宣した。 

 

 

この議事録が正確であることを証するため、議長ならびに議事録署名人は次に署名押印する。 

 
平成 24 年 12 月 9 日 

 

社団法人 日本新体操連盟 平成 24 年度第 2 回理事会   

 

議    長  二 木  英 徳   

 

 

議事録署名人  福 本   隆    

 

 

同     荒 井   隆    

 


