第一章

総則

第 1条
本会 は、此花工業会女性部会 と称す。
第 2条
本会の事務局は(此 花区朝 日 2丁 目 18番

80‑般 社団法人此花工業会内に置 く。

第 二章

目的及事業

第 3条
本女性部会は会員企業の女性 の教養を高 め相互の親睦 と企業の発展を図ることを 目的 とす る。
第 4条
本会は前条の 目的を達成す るために次の事業を行 う。
(1)ト ップ レデ ィー として必要な産業事情 の把握、企業経営に関す る研究会、講習講和会 の開催。

(2)視 野 を広めるため視察見学会を行 う。
(3)会 員相互の親睦 を図 るため旅行 、映画等 の鑑 賞会、スポーツ等 を行 う。
(41そ の他女性部会 の 目的達成 に必要 と思われ る事業。
第 二章

会計

第 5条
本会 の経費は会費、補助金、その他 をもつて賄 う。
第 6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 をもつて終了す る。
第 四章 会員
第 7条
本会 の会員は一般社団法人此花 工業会 の会員企業 の女性 をもつて組織す る。
第 8条
会員は本総会に於 いて定めた会費 を納入 しなけれ ばな らない。但 し、必要ある場合 は臨時会費を
徴収す ることができる。

(1)会 費 は lヶ 月 1,000円 とす る。
(2)新 入会員 は入会金 1,000円 を納入す る こととす る。
第 9条
会員 の資格はつ ぎの理 由によつて消滅す る。

(1)第 7条 の資格喪失。
(21理 由な くして 8ヶ 月以上 の会費 の滞納。

第 10条
会員 が本 会 を脱会 した時は 、既納 の会費及 び入会金 は、いかな る理 由に於 いて も払 戻 しない。

第 五章

役員

第 11条
本会 につ ぎの役 員 を置 く。
理事

若 千名

理事 は総会 に於 いて会員 の互選 によ り選 出す る。
理事 は互選 をもつて会長 1名 を選任 し、会長 は理事 の 中 よ り扇1会 長 2名 を選任す る。
総務 、会計 、会計監査 は理事 の互 選 にす る。

第 12条
前条 の役員 の任 期 は 2年 間 と し、再任 を妨 げない。

第 13条
本会 に顧 間、相 談役 を置 くこ とがで きる。
顧 間、相 談役 の任期 は理事 と同 じくす る。

第 六章

会議

第 14条

(1)会 議 は、総会、理事会 と し、会長 が これ を招集す る。

(D本 会 の総会 の議長

￨ま

会長 が これ を行 う。

第七章

慶 弔内規

第 15条
本 会会員並 び にその家族 に慶 弔慰 があ る ときは、この内規 によ り処理す る。この内規 によ り難 き
ものにつ いては、理事会 にお いて協議す る。
これ らの経費 は本会 よ り支 出す る。

(1)本 人又 は、配偶者 が死亡の時 は香典又 は格 1対 (5,000円 )を 贈 り、会葬す る。
第 八章
第 16条
この会則 は平成

4年 4月 1日 よ り実施す る。

この会則 は駒 戎 8年 6月 18日 よ り実施す る。
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