
同窓会会則  
 

第１章 総 則  
  

（名称） 

第１条 本会は、湘央学園臨床検査技術学科同窓会と称する。   

（事務局） 

第２条 本会は、事務局を学校法人湘央学園  湘央医学技術専門学校内に置く。 

       住居地  〒252-1121  綾瀬市小園  1424-4 

       但し、その運営に関しては理事会をもって決定する。 

 

 

第２章 目 的  

 

第３条 本会は、会員相互の親睦を図り、学園の発展に寄与することを目的とする。 

第４条 本会は、第３条の目的を達成するために次の事業を行う。 

    （１） 総会の開催  

    （２） 会員名簿の編集及び発行  

    （３） 学園の事業後援  

    （４） ホームページ（インターネット関連）の維持及び管理  

    （５） その他必要と認められる事業    

 

 

第３章 会 員  

 

（種別） 

第５条 本会は、次の会員にて構成する。 

（１） 正  会  員 旧日本衛生科学技術院及び湘央医学技術専門学校卒業生  

    （２） 特別会員 湘央医学技術専門学校現教職員及び理事会で推薦した旧教職員 

            （旧日本衛生科学技術院教職員を含む）  

        （３） 準  会  員 湘央医学技術専門学校在校生  

（４） 賛助会員 本会の主旨に賛同し、理事会において承認された者  

（５） 名誉会員 本会及び母校の発展に寄与した者で理事会において推薦された者 

（入会金及び会費） 

第６条  会員は、入会時に入会金１０，０００円及び終身会費２０，０００円を納入しなければなら 

     ない。また、納入は３年進学時に授業料と一括して行う。但し、特別会員、賛助会員、名  

      誉会員はこれを免除する。 



第４章 役 員  

 

（種類及び定数） 

第７条 本会に、次の役員を置く。 

（１） 会 長      １名  

（２） 副会長      ２名  

（３） 理 事    若干名  

（４） 監 事            ２名  

（選出） 

第８条 役員の選出方法は次の通りとする。 

（１） 理事及び監事は総会において選出する。 

（２） 会長及び副会長は理事会の互選により選出する。 

（職務） 

第９条 役員の職務は次の通りとする。 

（１） 会長は本会を代表し、会務の統轄及び会議を招集する。 

（２） 副会長は会長を補佐し、会務を分掌する。会長に病気・事故等の事由で職務の 

    遂行が不可能なとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

（３） 理事は理事会を分掌し、これを執行する。 

（４） 監事は会計及び事業の監査を行う。 

（任期） 

第１０条 役員の任期は次の通りとする。 

（１） 役員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。 

（２） 役員は任期満了または辞任の場合において後任者が就任するまではその職務 

   を行うものとする。 

（３） 第８条第１号の規定により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

 

第５章 会 議  

 

（種別及び招集） 

第１１条 本会に次の会議を置く。 

（１） 会議は定期総会、臨時総会、理事会とする。 

（２） 定期総会は年１回、会長の招集のもとに行うものとする。 

（３） 臨時総会及び理事会は、必要に応じて会長が招集するものとする。但し、役員 

   または代議員の３分の１以上の要求があった場合は、会長は速やかに臨時総 

   会を招集しなければならない。 

（総会） 

第１２条 総会の構成及び運営は次の通りとする。 

（１） 総会は本会の最高議決機関であり、役員及び代議員をもって構成する。また、 



   正会員は出席し意見を述べることができる。 

（２） 代議員は各卒業生年度１名以上を選出する。 

（３） 総会の開催は、役員及び代議員の２分の１以上の出席をもって認める。ただし委

任状を提出した代議員は出席とみなすものとする。 

（４） 総会の議決は、出席役員及び代議員の過半数による。 

（５） 代議員が総会に出席できない場合は、他の正会員に代理出席を委任すること 

   ができる。 

（６）   定期総会を不測な事態や有事を理由に開催できない場合は、会長は理事会   

    組織員の２/３の同意をもって、書面（電子書面を含む）より議決を求めることがで  

    きる。 

（理事会） 

第１３条 理事会の構成及び運営は次の通りとする。 

（１） 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。 

（２） 理事会の開催は会長、副会長及び理事の３分の１以上をもって認める。 

（３） 理事会の議決は出席者の過半数による。 

（４） 理事会に出席できない理事は、他の理事に委任することができる。 

（議決） 

第１４条 総会は会務の運営上必要と認められた事項について議決を行う。 

第１５条 理事会の議決事項は次の通りとする。 

（１） 総会の議案に関する事項  

（２） 本会の運営上必要な細則制定に関する事項  

（３） その他会務運営上必要な事項  

 

 

第６章 代議員  

 

（代議員） 

第１６条 代議員とは、第１２条第２号で定めるものをいい、任期及び選出は次の通りとする。 

    （１） 代議員の任期は特に定めない。 

    （２） 代議員の選出にあたっては、卒業時に卒業生により互選される。 

（代議員の交代） 

第１７条 代議員が交代できる場合は次の通りとする。 

    （１） 代議員が役員に選出された場合。 

    （２） 住居移転等により、総会への出席が著しく困難な場合。 

    （３） 住所不明となり、連絡が一切取れなくなった場合。 

    （４） 死亡及びそれに準ずる場合。 

    （５） その他、代議員として業務遂行に重大な支障が生じた場合。 

（６） 代議員を新たに選出する場合は、何れも理事会が推薦し、総会において信任 

       を得る。 



 

 

 

第７章 会則の改正  

 

第１８条 会則の変更は、理事会の過半数の賛成を得てこれを発議し、総会の過半数の賛成に 

      よって成される。 

 

 

第８章 会 計  

 

（会計年度） 

第１９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。 

（経 費） 

第２０条 本会の経費は、会員の会費及び有志の寄付金をもって充てる。 

 

 

第９章 クラス会援助  

 

（対 象） 

第２１条 クラス会援助の対象は、下記の条件を全て満たすものとする。 

（１） 湘央医学技術専門学校の卒業生であること。 

（２） 年１回以内であること。 

      同一学年は１クラスとする。 

（３） 同窓会費の納入者であること。  

（４）  理事会の承認を得たものに限る。 

（提出物） 

第２２条 援助費請求の際は、下記の提出物を必要とする。 

（１） 計画書（日時・宴会場所・予定人数など） 

（２） クラス会出席者、欠席者（案内をした者）の氏名・住所・電話番号の名簿  

（３） クラス会の証明〔宴会費の領収書（明細）のコピーなど〕 

（援助金） 

第２３条 援助金の算定は次の通りとする。 

クラス会基本金（５０００円） ＋ （クラスの卒業人数×１０００円） 

但し上限を３０，０００円とする。 

 

 

第１０章 慶弔費  



 

（対 象） 

第２４条 慶弔の対象は、同窓会会員、同窓会役員及び湘央学園の関係者とする。 

（内 容） 

第２５条 詳細は下記の通りとする。 

   （１） 同窓会会員は原則、弔電のみとする。 

   （２） 同窓会役員、湘央学園の関係者及び在学生は、慶弔費として金２０，０００円を上 

      限として支給するものとする。 

   （３） その他必要に応じた場合は理事会の協議の上決定する。 

 

 

附 則  

1. 本会会則は昭和５７年１２月２日より施行する。 

2. 本会会則の改正は次の通りとする。 

昭和５７年１２月２日  制定  

昭和６０年５月３０日  改正  

昭和６２年６月３０日  改正  

平成９年７月１２日     改正  

平成１１年６月１２日  改正  

平成１３年９月８日     改正  

平成１５年５月１６日  改正  

平成１６年５月２１日     改正  

平成２３年５月２７日    改正  

平成２６年５月３０日    改正  

令和元年５月２４日   改正  

令和２年７月３１日      改正  

 

3. 第６章  代議員の規程は、平成９年７月１２日より施行する。この規程の施行以前の代議員に 

ついては、平成９年４月１９日に行われた総会において、資料として提示された代議員名   

簿に記載されている者とする。 

4. 第１０章  慶弔費の規約は平成１３年９月８日より施行する。 

5. 第５章  会議 （総会 ）  第１２条 （３）は、平成２６年 ５月 ３０日より以下の通り改正する。     

（３）総会の開催は、役員及び代議員の２分の１以上の出席をもって認める。ただし委任状を

提出した代議員は出席とみなすものとする。 

6. 第３章  会員（入会金及び会費）  第６条は、令和元年５月２４日より以下の通り改正する。  

第６条  会員は、入会時に入会金１０，０００円及び終身会費２０，０００円を納入しなければな

らない。但し、特別会員、賛助会員、名誉会員はこれを免除する。 

7. 第５章  会議（総会） 第１２条は、令和２年７月３１日より以下を追加する。 

（ ６ ）定 期 総 会 を不 測 な事 態 や有 事 を理 由 に開 催 できない場 合 は、会 長 は理 事 会       

組織員の２/３の同意をもって、書面（電子書面を含む）より議決を求めることができる。 



8 .  第 ３章  会 員 （入 会 金 及 び会 費 規 定 ）  第 ６条 は、令 和 ２年 ７月 ３１日 より以 下 の通 り

改 正 する。  

第６条  会員は、入会時に入会金１０，０００円及び終身会費２０，０００円を納入しなければ

ならない。また、納入は３年進学時に授業料と一括して行う。但し、特別会員、賛助会員、名  

誉会員はこれを免除する。 

9. 第８章  会計（会計年度） 第１９条は、令和 2 年７月３１日より以下の通り改正する。 

第１９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。 


