
 

第１章 総 則  

第１条  
「名称」本会は鳥類臨床研究会（The Japanese Association for Clinical Avian Medicine）と称す

る。  

第２条  

「目的」わが国における鳥類診療の専門化とより充実した診療環境の確立を目指し、日常診療の中か

ら得た知識や経験、あるいは問題点についての意見交換を通して、会員各人の診療技能の向上と会員

間の研究交流の促進を目的とする。  

第３条  

「事業」本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。  

（１） 会員各人の学術技能の向上に必要な事業  

（２） 鳥類診療者の養成  

（３） 鳥類診療の専門化・分化の確立に必要な事業  

（４） 鳥類飼育者に対する適切な飼育技術・知識の普及啓蒙活動  

（５） 会員間の親睦を深める事業  

（６） その他、本会の目的達成に必要な事業  

第２章 会 員  

第４条  

「会員」本会の会員は一般会員と特別会員に大別される。  

２．一般会員は本会の趣旨に賛成し入会した個人で、獣医師免許を有する者とする。  

３．一般会員は一般会員カテゴリーⅠ（以下ＣⅠ会員）一般会員カテゴリーⅡ（以下ＣⅡ会員）に分

類される。  

４．会はＣⅠ会員の中からＣⅡ会員規定に達した者を「ＣⅡ会員」として登録する。ＣⅡ会員に関す

る規定は別に定める。  

５．会はＣⅡ会員の中から認定会員規定に達したものを「認定会員」として登録する。認定会員に関

する規定は別に定める。  

６．特別会員は、団体会員、賛助会員、名誉会員等、一般会員以外の会員であり、理事２名以上の推

薦と、理事４分の３以上の同意によって入会を認められる。  

（１） 団体会員は本会の趣旨に賛成し入会した団体および機関とする。  

（２） 賛助会員は本会の趣旨に賛成し本会を賛助するために入会した団体および機関とする。  

（３） 名誉会員は本会の発展またはわが国の鳥医学に大きな功績がある個人とする。  



第５条  

「入会」本会への入会は所定の入会申込書に記入の上、事務局へ提出の後、入会年度の会費納入を以

ってこれをみとめることとする。  

２．新規入会は、一般会員または特別会員として入会する。  

第６条  
「会費の納入」会員は会費を前納しなければならない。  

２．会期は１月１日～１２月３１日であり、中途入会であっても全納することとする。  

 

第７条  

「会費」会費の額は次のとおりである。  

（１） 一般会員・・・5,000 円  

（２） 団体会員・・・10,000 円  

（３） 賛助会員・・・30,000 円  

（４） 名誉会員・・・無料  

（５） その他特別会員・・・理事会によって決定される  

第８条  

「休会、退会および除名」休会、退会しようとする者は、退会届を事務局に提出しなければならない。  

２．２年以上会費を滞納した者は会員の資格を失う。  

３．会員の死亡、または解散は、退会と見なす。  

４．会員が会則および議決に違犯した時、または会の名誉や品位を損じた時は、一般会員の４分の３以

上の同意により、これを除名することができる。  

５．休会できる期間は１年とし、期間延長には都度同様の手続きを経なければならない。  

６．休会期間中は、会費は免除される。  

第９条  「会費の不返還」すでに納入した会費は返還しない。  

第１０条  

「権利」一般会員は次の権利を持つ。  

（１） 会誌の配布を受けること  

（２） 会誌に投稿すること  

（３） 研究会の事業に参加すること  

（４） 研究会で発表・講演を行うこと  

（５） 本会の運営・事業に関し意見を述べること  

（６） 本会の会長を選出、またはこれらに選出されること  

２．特別会員は上記権利を有しないが、理事４分の３以上の同意により一時的に権利を認められる  



第３章 役 員  

第１１条  

「役員」本会は次の役員を置く。  

（１） 会 長・・・１名  

（２） 副 会 長・・・１名  

（３） 常務理事・・・３名以上  

（４） 理 事・・・２名以上  

（５） 監 事・・・２名  

（６） 事務局・・・１名  

（７） 顧 問・・・若干名  

（８） オーガナイザー・・・５名以上  

 

第１２条  

「役員の決定」本会の役員は選挙または理事会の推薦および総会による承認により決定する。  

２．会長は一般会員の選挙によって選出される。  

３．会長の選挙に関する規定は別に定める。  

４．副会長は、常務理事の中から会長が推薦し、理事会および総会での承認にて決定する。  

５．常務理事は、理事経験者の中から理事会が推薦し、総会での承認にて決定する。  

６．理事は、一般会員の中から理事会が推薦し、総会の承認にて決定する。  

７．監事は、一般会員の中から理事会が推薦し、総会での承認にて決定する。  

８．事務局は、一般会員の中から理事会が推薦し、総会での承認にて決定する。  

９．顧問は、一般会員の中から理事会が推薦し、総会での承認にて決定する。  

１０．オーガナイザーは、一般会員の中から理事が推薦し、理事会での承認にて決定する。  



第１３条  

「役員の任期」役員の任期は１月１日から始まり、１２月３１日に終わる。  

２．会長の任期は３年とし、連続して三選されることはない。ただし立候補者がいない場合には、任

期を１年延長とする。また本人の辞退または２分の１以上の会員からの不信任があった場合には、総

会で 

４分の３以上の同意によって解任することができる。  

３．常務理事の任期は制限されない。ただし本人の辞退または２分の１以上の一般会員からの不信任

があった場合には、総会で４分の３以上の同意によって解任することができる。４．副会長の任期は

３年とし、連続して三選されることはない。ただし適任者がいない場合には、この限りではない。  

５．理事の任期は３年とし、連続して三選されることはない。ただし適任者がいない場合には、この

限りではない。  

６．監事の任期は３年とし、連続して三選されることはない。ただし適任者がいない場合には、この

限りではない。  

７．事務局の任期は制限されない。ただし２分の１以上の会員からの不信任があった場合には、総会

で 

４分の３以上の同意によって解任することができる。  

８．顧問の任期は制限されない。ただし２分の１以上の会員からの不信任があった場合には、総会で

４分の３以上の同意によって解任することができる。  

９．オーガナイザーの任期は制限されない。ただし理事会で４分の３以上の同意によって解任するこ

とができる。  

第４章 特別顧問およびアドバイザー  

第１４条  

「特別顧問およびアドバイザー」本会は、特別顧問およびアドバーザーを若干名置くことができる。  

２．特別顧問は、会の主旨に賛同する個人で、国内の関係省庁または獣医業界に大きな影響力を持ち

、鳥類医学に関する研究実績を有する教育研究者、またはこれに準じる研究者とする（具体的には、

国立大学または国立研究機関に所属する教授または部門長、またはこれに準じる役職に就く研究者を

対象とする）。  

３．アドバイザーは、会の主旨に賛同する個人で、獣医学等における特定の専門分野の第一線で活躍

しており、鳥類医学に対して積極的な研究姿勢を有する教育研究者、研究者または臨床家とする。（

具体 

 

 的には、教授、准教授または講師などの大学教員、研究機関の部門長、または病院長を対象とする）

。  

第１５条  

「特別顧問およびアドバイザーの決定」本会の特別顧問およびアドバイザーは、会員の推薦および総

会による承認により決定する。  



第１６条  

「特別顧問およびアドバイザーの任期」特別顧問およびアドバイザーの任期は制限されない。  

２．ただし２分の１以上の会員からの不信任があった場合には、総会で４分の３以上の同意によって

解任することができる。  

 
第５章 機 関  

第１７条  

「総会」総会は会の最高決議機関で、一般会員によって構成し、会の運営に関する重要な事項を決議

する。  

２．会長は毎年１回、総会を招集しなければならない。また、評議員の３分の２以上から請求があっ

た場合は、会長は臨時に総会を招集しなければならない。ただし、緊急事項は総会の承認に先立って

実施することができるものとする。  

３．総会における決議は出席した一般会員および委任状を提出した一般会員の過半数の同意による。  

第１８条  

「理事会」理事会は会の運営に必要な重要事項を審議する。  

２．理事会は会長、副会長、常務理事、理事、監事、事務局をもって構成し、会長が招集する。  

３．理事会の運営に関する細則は別に定める。  

第１９条  

「委員会」本会の運営および事業は、これらを円滑に実行するために、次の委員会を置く。  

（１） 大会実行委員会  

（２） 編集委員会  

（３） 選挙管理委員会  

（４） 国際交流委員会  

（５） その他必要と認められる委員会  

２．各委員会の委員長は理事会が役員から推薦し、会長が委嘱する。  

３．各委員会の運営に関する規定は別に定める。  

第２０条  「事務局」本会は事務局を置き、その所在は担当役員の勤務先または自宅とする。  

 
第６章 会 計  

第２１条  「経費」本会の経費は会費その他の収入をもって充てる。  

第２２条  「年度」会計年度は毎年１月１日から１２月３１日までとする。  



 
第７章 会則の変更  

 

第２３条  

「会則の変更」本会則は、あらかじめ定められた総会における出席（した）一般会員（および委任状を

提出した一般会員）の３分の２以上の同意によって変更することができる。  

「附 則」  

１．この会則を１９９７年９月１４日に作成し、１９９８年１月１日から施行する。  

２．当会は、事務局を下記に置く。  

浅井さつき  

みずひろ小鳥の診療所内  

〒458-0805 愛知県名古屋市緑区大清水  

３．第７条の（１）と第１３条を改正、また、評議員会運営細則、大会運営細則、選挙管理細則を追加し、この会則

と細則を２００２年１１月２７日から施行する。  

４．第８条、第１１条、第１２条を改正し、２００３年１１月２６日から施行する。  

５．第４条、５条、第７、８条、第１０～１７条、第２０条を改正、また評議員会運営細則を理事会運営細則とし２ 

００７年１月１日から施行する。  

６．第４章特別顧問およびアドバイザーを追加、第１３条第８項を追加、ホームページ運営細則を追加し、２００８

年１月１日から施行する。  

会員区分規定細則  

会則第４条第３項に基づき、ＣⅡ会員に関する規定を以下のように定める。  

第１条  

「ＣⅡ会員」とは、会が定める規定のポイントを取得した一般会員に対し、会が認定する会員区分であり

、その権利は一般会員と何ら変わらない。  



第２条  

一般会員がＣⅡ会員になるには、下記に定めるポイントの３年間の累計が６点以上であることが必要であ

る。  

（１） 年次大会または勉強会への参加・・・１点  

（２） 本会または他研究会、学会における鳥類医学に関する発表・・・２点  

（３） 本会または他研究会、学会における鳥類医学に関する記事の投稿・・・１～５点  

（４） 本会または他研究会、学会における鳥類医学に関する講演・・・４点  

（５） 商業雑誌における鳥類医学に関する記事の掲載または連載・・・掲載２点／連載３点  

（６） 海外の研究会または学会における鳥類医学に関する記事の投稿・・・６点  

（７） 海外の研究会または学会における鳥類医学に関する発表・・・６点  

（８） その他鳥類医学発展に貢献する活動等・・・理事会の判断による  

第３条  「申請」ＣⅡ会員の維持または CⅠ会員が CⅡ会員となるには、申請を行わなければならない。  

 

 

２．申請は３年に１度とし、所定の用紙に記入し、新年度の３ヶ月以内にポイント管理委員会へ提出しな

ければならない。  

３．ＣⅠ会員がＣⅡ会員になるためには、ポイント数を満たすほかに、役員２名以上の推薦を必要とし、

理事会で承認されなければならない。  

４．６点以上のポイントを取得したＣⅡ会員は、３年に１度の申請年を待たずに繰り上げ申請することが

できる。  

第４条  「ＣⅡ会員の喪失」３年間の累計ポイント数が６点に満たなかったＣⅡ会員は、その登録を喪失する。  

第５条  

「細則の変更」本細則は、あらかじめ定められた総会における出席した一般会員および委任状を提出した

一般会員の３分の２以上の同意によって変更することができる。  

「附 則」  

１．この細則を２００７年１月１日から施行する。  

２．第２条 第３項および第５項を改正し、２００８年１月１日から施行する。  

３．第２条を改正、第３条 第４項を追加し、２００８年１１月１日から施行する。  

理事会運営細則  



会則第１８条第３項に基づき、理事会の運営に関する規定を以下のように定める。  

第１条  

「理事会」毎年１回の理事会を「定例理事会」、それ以外の期日に開催する理事会を「臨時理事会」とす

る。  

２．定例理事会は毎年１回、原則として通常総会開催前に行う。  

３．臨時理事会は役員からの開催要請を受けた場合、もしくは会長が開催の必要性を判断した場合に行う

。 

これには電子会議も含まれる。  

４．理事会は会長が招集し、会長が専任した理事が議長を務める。  

５．理事会は会長、副会長、常務理事、理事、監事、事務局で構成される。ただし、会長が召集の必要が

あると認めた委員会の長、一般会員についてはオブザーバーとして出席が認められる。なお、会長は任期

満了年の定例理事会には新役員を招集しなければならない。  

６．オーガナイザーは、理事権限を持たないが理事会の参加と発言権が認められる。  

第２条  

「権限」理事会は次のような権限を持つ。  

（１） 副会長、常務理事、理事、監事、事務局の推薦および承認（任期満了年の定例理事会において）  

（２） 大会長の決定  

（３） 選挙管理委員の選考（任期２年目の定例理事会において）  

（４） その他委員会の長の決定  

（５） 会則・細則の改正、会計決算・予算、その他重要事項の審議決定  

 

 
（６）除名者、名誉会員の選定  

第３条  「理事会費」理事会にかかる費用の一切は会が支給する。  

第４条  
「欠員」欠員については、原則として次期定例理事会まで補充しない。ただし、運営に支障をきたすと会

長が判断した場合は、臨時理事会を招集し、臨時総会の承認にて補充することができる。  

第５条  「委任状」理事会を欠席する場合には会長に委任状を提出しなければならない。  

第６条  

「細則の変更」本細則は、あらかじめ定められた総会における出席した一般会員および委任状を提出した

一般会員の３分の２以上の同意によって変更することができる。  



「附 則」  

１．この細則を２００２年１１月２７日から施行する。  

２．評議員会運営細則を理事会運営細則とし第１～５条を改正、第６条を追加し２００７年１月１日から施行する。  

大会実行委員会細則  

会則第１９条第３項にもとづき、大会運営の細則を次のように定める。  

第１条  

「大会実行委員会」大会は大会実行委員会に一任して運営される。  

２．委員会は理事会で選出された大会長と大会長が選任した委員から構成される。  

３．大会事務局は大会長の病院または勤務先内に置く。  

４．委員会は大会長が招集する。  

５．この委員会は大会終了を以って解散する。  

第２条  「大会の告知」委員会は大会の詳細を開催１ヶ月前までに会員に知らせなければならない。  

第３条  

「大会補助費」大会の準備と運営にあて、委員会には会より補助金が支給される。理事が必要であると認

め理事会の３分の２以上の同意が得られた額を支給する。  

第４条  
「大会参加資格」獣医師、獣医師国家試験受験資格者、各大学獣医学科所属の学生、および特別会員は大

会に参加できる。  

第５条  

「細則の変更」本細則は、あらかじめ定められた総会における出席した一般会員および委任状を提出した

一般会員の３分の２以上の同意によって変更することができる。  

「附 則」  

 

１．この細則を２００２年１１月２７日から施行する。  

２．第１条を改正、第４条を追加し２００７年１月１日から施行する。  

３．第４条を追加し、２００７年１１月２５日から施行する。  



選挙管理委員会細則  

会則の第１２条第３項および第１９条第３項にもとづき、会長の選挙細則を次のように定める。  

第１条  

「選挙管理委員会」本会の会長の選挙は会則第１６条の規定にしたがい、選挙管理委員会によって管理

される。  

２．選挙管理委員は、１名以上の立候補があった場合に、会長任期満了前年の理事会において役員のな

かから若干名を選考し、会長が委嘱する。  

３．選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選により選出され、必要に応じて選挙管理委員会を招集し、

その議長となる。  

４．選挙管理委員の任期は次の選挙管理委員会が発足するまでの間の３年間とする。  

第２条  

「立候補」会長の任期終了に伴い、次期会長志望者は、立候補することができる。  

２．立候補資格は、役員経験者で、現役員５名以上の推薦を必要とする。  

３．立候補者は、会長任期終了前１ヶ月以内に事務局に届け出なければならない。  

第３条  

「選挙権」有権者は一般会員に限る。ただし、有権者名簿作成時期までに前年度の会費滞納者は選挙権

および被選挙権を失う。  

第４条  
「選挙方法」投票は立候補者名簿から、１名記入する方法を用い、無記名投票とする。  

２．開票は会長が委嘱した立会人のもとに公開で行う。  

第５条  

「当選者の決定」当選者は投票数の高い方に決定する。  

２．上位２名が同点の場合は、決戦投票を行う。ただし立候補者数が２名の場合には、役員の推薦者が

多い方を当選とする。  

３．立候補者が１名の場合には、無投票当選とする。  

第６条  

「無効票」以下票を無効とする。  

１） 判読不可能な場合  

２） 所定の投票用紙以外の用紙を用いた場合  

３） 投票期限が守られなかった場合（当日消印は有効票とみなす）  

４） 返信用封筒に住所氏名の記入がない場合  



第７条  
「当選者通知」選挙管理委員会は当選者と役員に対し、すみやかにその結果を通知しなければならない

。 

その他の一般会員には総会時に告知する。  

 

第８条  

「細則の変更」本細則は、あらかじめ定められた総会における出席した一般会員および委任状を提出した

一般会員の３分の２以上の同意によって変更することができる。  

「附 則」  

１．この細則は、２００２年１１月２７日から施行する。  

２．２００３年１１月２６日一部改正する。  

３．第１～６条を改正、新第２条、第８条を追加し２００７年１月１日から施行する。  

編集委員会運営細則  

第１条  本細則は、会則第１９条第３項に基づき、鳥類臨床研究会における各種編集業務のためにこれを定める。  

第２条  

前項業務には編集部があたる。編集部は、編集委員長と、委員長が会員のなかから選任した編集幹事（１

名）と若干名の委員で構成する。  

第３条  編集部事務局は、編集幹事宅とする。  

第４条  

通常編集委員会は、年 1 回、原則として大会会期中に開くこととし、委員長が召集、編集幹事がこれを

通知する。ただし、委員長が必要と判断した場合には臨時委員会を召集することができる（電子メールに

よる審議・議決を可とする）。  

第５条  
委員の任期は３年とし、重任および再任は妨げない。なお、任期の途中から委員を追加した場合は、その

任期は他の委員の任期とともに終了とする。  

第６条  

委員のなかから、諸事情により任期途中に任を辞したい申出があった場合には、委員会がこれを決定する

。ただし、委員の追加選在については、委員の３分の２以上の賛同（電子メールによる同意確認を可とす

る）を必要とする。  



第７条  
原稿の校閲および査読は、原則として 2 名の編集委員がおこなうが、論文の内容によっては第２査読者

を委員以外に依頼することを妨げない。なお、査読者の名前は原則として公表しない。  

第８条  本細則は編集委員会の議決を経て変更することができる。  

「附 則」  

１．本細則を２００７年１１月２５日に作成し、同年１１月２６日から施行する。  

ホームページ運営細則  

 

会則第１９条第３項にもとづき、ホームページ運営の細則を次のように定める。  

第１条  
「総則」「鳥類臨床研究会ホームページ」（以下単に「ホームページ」と略）に関わる諸規則を定める。 

会則に定めるものの他は、本細則による。  

第２条  「本細則の目的」本細則は、ホームページ運営目的と、その管理方法について定める。  

第３条  

「ホームページの目的」ホームページの目的は以下とする。  

（１） 本会の広報活動  

（２） 会員の募集  

（３） 会員への連絡および情報公開  

（４） 大会およびその他活動への参加申し込み  

（５） ＣⅡ会員および申請手続きに関する情報掲載  

（６） 認定会員申請に関する情報掲載  

（７） その他会の活動に必要と認められる事項  



第４条  

「ホームページの責任」ホームページの責任は以下とする。  

（１） 情報を掲載する責任は、起草者が負うものとする。会の責任という意味では、会長が負うもの

とする。  

（２） ホームページ運用の効率化のためホームページに関わる一次判断はホームページ委員が行う。  

（３） 掲載内容に問題があると判断した場合、会員はホームページ委員に対し掲載中止もしくは変更

を要求できる。  

（４） 会員もしくは会員以外より掲載中止や変更の要求があった場合、その意見を尊重しホームペー

ジ委員及び役員で処置を審議する。  

第５条  

「ホームページ委員の選出」  

２．ホームページ委員は委員長１名を役員から選出するものとする。  

３．ホームページ委員長は会員、役員を問わず必要と思われる人員を、必要に応じて、役員会を通さず

ともホームページ委員として要請できるものとする。但し、委員長は選任したホームページ委員を速や

かに理事会に報告しなければならない。  

第６条  

「ホームページ委員の役割」  

１．基本的にコンテンツの作成は役員およびホームページ委員で行う。  

２．ホームページ委員会はプロバイダ契約などの Web サーバに関する事務手続き、ホームページコンテ

ンツ製作に関わる企画推進、Web サーバ上のコンテンツ保守・管理を行う。  

３．Web サーバの保守管理を行う者を Web 管理者とよび、ホームページ委員より複数名選出する。  

４．ホームページ委員の役割を以下に示す。  

（１）プロバイダとの契約手続き  

 

 

（２） ホームページに関する外部窓口（部外者からの質問・指摘の窓口）  

（３） コンテンツの作成・整備の取り纏め  

（４） コンテンツの定期的なメンテナンス  

（５） コンテンツのバックアップ  

（６） セキュリティの管理・監視（会員のパスワード管理）  

（７） 閲覧回数・ログなどの管理  

（８） その他必要と認められる事項  



第７条  

「コンテンツにおける規約・注意事項」コンテンツにおける規約・注意事項は以下とする。  

（１） 獣医師として節度ある内容とすること。  

（２） 本会やホームページの目的に沿った内容とし、個人の営利目的や趣味だけの目的の情報としな

いこと。  

（３） 掲載するコンテンツから他へ関連リンクを張る場合、事前に会の了承を取ること。  

（４） 掲載情報の正確性に努めること。  

（５） 誤った情報・古い情報・誤解し易い情報がないよう注意する。特に古い情報がないか定期的に

チェックする。  

（６） 但し、堅苦しい規約は情報共有・提供の妨げとなるため、見る人の立場に立った、常識の範囲

内で作成した情報であれば掲載可とする。  

第８条  
「コンテンツに関する取り決め」コンテンツに関する取り決めは以下とする。  

（１） 「コンテンツの掲載」新たにコンテンツを作成し掲載する場合には、役員およびホームページ

委員会にて審議する。  

（２） 「掲載の修正および中止」掲載に問題がある場合は役員およびホームページ委員会にて審議す

る。 

ホームページ委員会の判断もしくは会長命により、審議前の一時的な掲載中止ができる。  

第９条  

「リンク」リンクについては以下とする。  

２．ホームページへのリンクについて  

（１） ホームページへのリンクはホームページ委員に事前に連絡を受けることとする。  

（２） リンク付けする側の制約条件は設けず、風紀や本会の会則及びホームページの目的に適合する

と理事会が判断した場合にリンクを許可する。  

（３） 会員個人のホームページから本会ホームページへのリンクは連絡なしで許可するものとする。  

３．ホームページからのリンクについて  

（１） 風紀や本会の会則及びホームページの目的に適合する範囲とする。  

（２） リンクフリーが明らかでない場合はリンク先の了解をとるものとする。  

「附 則」  

１．本細則は２００７年１１月２５日より施行する。  

国際交流委員会運営細則  

会則第１９条第３項に基づき、国際交流委員会運営細則を次のように定める。  



第１条  「総則」本細則は、鳥類臨床研究会が関与する国際交流全般に関する業務にかかわる諸規則を定める。  

第２条  

「本細則の目的」  

１．鳥類医療に関する国内および国外の国際団体との学会、セミナー等を介した学術交流の促進。  

２．鳥類医療に関する国外の情報収集および会員への提供。  

３．国内の鳥類医療に関する情報の国外への発信。  

４．国外の鳥類医療に関わる獣医師および、その従事者との交流および親睦の促進。  

５．その他、本会が関与する国際交流に関する事業。  

第３条  「国際交流委員の選出」本委員会は、理事会が専任した委員長と委員長が選出した委員から構成される。  

第４条  
「国際交流委員会の事務局に関する取り決め」本委員会事務局は委員長の病院または勤務先内に置き、国

外との連絡窓口を本委員会事務局とする。  

第５条  委員長は必要に応じて委員会を招集することができる（電子メールによる審議・議決を可とする）。  

第６条  「国際交流委員の任期」委員長および委員の任期は 3 年とし、再任を防げない。  

第７条  
「国際交流委員会構成員に関する取り決め」本委員会は必要に応じて若干名の協力者を置くことができる

。  

第８条  

「細則の変更」本細則は、本委員会の審議を経たのち、あらかじめ定められた総会における出席した一般

会員および委任状を提出した一般会員の過半数の同意をもって変更することができる。  

「附 則」  

１．本細則は２０１５年２月１２日より施行する。  

  


