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めねっと北広島 設立総会次第 

 

場所：北広島市芸術文化ホール活動室３ 

日時：2019年 4月 13日（土）15:30～17:00 

 

1．開会 

2．議事 

（1）議長の選出 

（2）議事録署名人の選任 

（3）議案 

第一号議案 「設立趣意書」について 

第二号議案 「会則」について 

   第三号議案 「役員選出」について 

   第四号議案 「活動計画」について 

   第五号議案 「予算案」について 

（4）議事の終了 

3．閉会 

（1）会長挨拶 

（2）参加者自己紹介 
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資料 No.1 

めねっと北広島設立趣意書 

 

私が居住している北広島市には、人口が少なく

視覚障害に関連する施設もないため、視覚障害者

の数も少ないのは当然です。さらに隣接している大

都市札幌市には、視覚支援学校や訓練施設があ

り、交通の便が良いそちらへの転出も少なくない現

状があります。そのため、北広島では今まで視覚

障害の当事者の会が設立できなかったことも理解

できます。 

しかし、少ない人数であれ視覚障害者が居住し

ている街であることは事実です。視覚障害を行政

や多くの市民に知ってもらい、互いに尊重し共存で

きること、さらに当市を訪れる視覚障害者にも優し

い街であることを願ってやみません。多くの市民が

視覚障害者に慣れて声をかけやすくなることで、視

覚障害者の機会が増えるだけではなく、交通事故

やホーム転落事故の回避もできます。障害を知っ

てもらうことはとても大切なことです。 

また視覚障害者のうち、特に中途障害になった

人は、見えていた自分を知っているだけに障害の

受け入れがなかなかできません。自分を大切にで

きなくなり精神的にも肉体的にも追い詰めてしまい、

助けとなるサービスも受けずに引きこもってしまうこ
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とがあります。同じ障害を持つ仲間やひとりの人と

して尊重してくれる仲間の存在は大きいです。 

障害があっても自分らしく生きるために、楽しみ

が持てる場は必要と考えました。そのような場とし

て、「めねっと北広島」を設立することといたしまし

た。 

当会では視覚に障害がある人もない人も平等に

会員となり活動することを前提といたします。当会

では研修会、ウォーキングやジョギングなどの各種

イベントを企画していきます。また会員内外の多く

の皆様に対して、当会の活動を伝えるために、会

報の発行や Facebook を利用しての情報提供をし

ていきます。 

  

平成 31年 4月 13日 

 

設立代表者 

北広島市大曲柏葉 3丁目 11-1 

山口久美子 
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■申請にいたるまでの経緯 

平成 30年 11月 第１回設立準備会開催 

平成 30年 12月 第２回設立準備会開催 

会則案作成 

                 Facebookホームページ開設 

平成 31年 1月 第３回設立準備会開催 

総会準備、ボーリング大会、 

白杖訓練会企画 

平成 31年 2月 アイマスクボーリング大会開催 

平成 31年 3月 白杖訓練(北海道盲導犬協会) 

                 北広島市福祉課との会議 

                 総会準備 

平成 31年 4月    設立総会開催         
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資料 No.2 

めねっと北広島会則（案） 

 

（名称） 

第１条 この会は、「めねっと北広島」（以下「本会」という。）

と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会は、視覚に障害がある者とそうでない者が平

等に会員となり、互いを尊重して活動することにより、ノ

ーマライゼーションの理念の実践と普及を目的とするも

のである。（ノーマライゼーションの理念 ・・・人は誰も

が生まれながらにしてその尊厳と権利において平等で

あり、お互いの理解によってそれを保障し、共に生きて

いくという考え方） 

 

（活動内容） 

第３条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号

に該当する活動を実施する。 

（１）視覚に障害がある人の社会参加推進 

（２）視覚に障害がある人の健康推進 

（３）視覚障害やその介助に関する情報提供及び研修会

等の開催 

（４）その他目的を達成するために必要な活動 
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（会員の資格） 

第４条 この会の会員は、次の２種類とする。 

（１）会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者と

する。活動をわかりやすく円滑に行うために、視覚に障

害がない会員をＡ（アシスト）組と呼ぶ。 

（２）賛助会員は、この会の目的・活動に賛同した者とする。 

 

（入会） 

第５条 会員として入会しようとする者は、入会申込書（別

添１）を役員または会長あてに提出し、会長の承認を得

るものとする。 

 

（会費） 

第６条 会員は、総会において定める会費を納入しなけれ

ばならない。会費は別に定める。（別添２） 

 

（退会） 

第７条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会する

ことができる。 

２ 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会

したものとみなすことができる。 

（１）本人と連絡が取れない、または死亡したとき 

（２）会費を２年以上納入しないとき 

（３）その他退会に相当する事項が認められるとき 
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（役員） 

第８条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。 

（１）会長 １名（視覚に障害がある者） 

（２）副会長 ２名（視覚に障害がある者１名、Ａ組１名） 

（３）事務局長 １名 

（４）会計 １名 

（５）監査役 ２名 

 

（役員の職務） 

第９条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その

職務を代行する。  

３ 事務局長は、本会の事務全般を担当する。 

４ 会計は、本会の会計事務を担当する。 

５ 監査役は、本会の会務及び会計の状況を監査し、総

会報告する。 

 

（役員の選任） 

第１０条 会長、副会長の選任は、会員から立候補及び

推薦された者の中から総会において選出する。 

２ 事務局長は、会長が指名する。 

３ 会計は、会長が指名する。 

４ 監査役は、全会員の中から立候補及び推薦された者

の中から総会で選出する。 
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（役員の任期） 

第１１条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げ

ない。 

 

（役員の解任） 

第１２条 役員が、本会の会則に違反又は会の目的に反

する行為があったと認められるときは、総会の決議によ

り、これを解任することができる。 

 

（総会） 

第１３条 本会の総会は、正会員をもって構成し、毎年１

回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨

時に総会を開催することができる。 

２ 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定

する。  

（１）活動報告及び活動計画並びに収支決算及び収支予

算 

（２）役員の選任及び解任 

（３）その他本会の運営に関し重要な事項 

（４）会則の改廃 

（５）本会の解散 

３ 本会の総会は、会長が招集する。 

４ 総会の議長は、会長が指名する。 

５ 総会は、会員の２分の１以上の出席で成立し、出席者

の過半数で決議する。 
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（役員会） 

第１４条 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計をも

って構成する。 

２ 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項

及びその他総会の議決を要しない活動の執行に関し、

議決する。 

 

（活動報告及び活動計画並びに収支決算及び収支予算） 

第１５条 役員会は、毎年度終了後１ヵ月以内に活動報告

及び活動計画並びに収支決算並びに収支予算を作成

し、監査を経て総会の承認を得なければならない。 

 

（活動年度及び会計年度） 

第１６条 この会の活動年度及び会計年度は、４月１日か

ら翌年の３月３１日までとする。 

 

（事務局） 

第１７条 本会の事務局は、会長宅に置く。 

  

（経費） 

第１８条 本会の経費は、会費その他をもって充てる。 

 

（会則の変更） 

第１９条 この会則の改正は、会員がこれを発議し、総会

を招集し、総会出席会員の２分の１以上の賛成を必要

とする。 
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（その他） 

第２０条 この会則に定めるほか、必要な事項は別に定

める。 

 

附則 

この会則は、平成３１年４月１３日から施行する。 
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（別添１） 

入会申込書 

年   月  日 

 

めねっと北広島 会長 山口 久美子様 

 

貴会の趣旨に賛同し、入会を申し込みます。 

フリガナ  

氏名 
 

 

住所 
〒   

 

電話  

E メール  

種別 
ブラインド アシスト  

賛助（      口） 
性別 男 女 

職業  
ニック

ネーム 
 

 

※１ 種別と性別は何れか一つを〇で囲んでください。 

※２ 賛助会員の場合は口数をお書きください。１口あ

たり 500円です。 

※３ 上記の内容が分かれば、メール等での申し込み

も可能です。 
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（別添２） 

 年会費は 1,000円／年とします。 

 年会費は活動年度（４月から翌年３月まで）単位で

徴収します。年度途中入会の場合は月会費とし、

100円／月とします。 

 賛助会員は、１口あたり 500円とします。 

 

資料 No.3 

めねっと北広島役員（案） 

（1） 会長：山口久美子 

（2） 副会長：山角雄一、納谷裕子 

（3） 事務局長：向原強 

（4） 会計：向原強 

（5） 監査役：福家香織、松本紗矢子（会員外） 

 

資料 No.4 

活動計画（案） 

 

1． 会報誌「めねっと北広島」の発行 

2． 白杖訓練会の実施 

3． 白杖ピクニックの実施 

4． 大人の社会見学（バス旅行） 
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資料 No.5 

2019年度 めねっと北広島収支予算(案） 

 

 
 

 

□収入の部

大科目 中科目 小科目
会費収入 10,000

正会員 ブラインド 6,000
正会員 アシスト 4,000
賛助会員 0

事業収入 0
めねっと新聞 0
白杖訓練会 0
白杖ピクニック 0
大人の社会見学 0

助成金収入 161,320
札幌カタリス 161,320

雑収入 0
受取利息ほか 0

171,320
0

171,320収入　合計

科目 本年度
予算額

備考

当期収入　計
前期繰越
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□支出の部

大科目 中科目 小科目
事業費 89,680

めねっと新聞 印刷費 64,000
白杖訓練会 交通費補助 6,560
白杖ピクニック 交通費補助 6,560
大人の社会見学 12,560

バス代 6,000
交通費補助 6,560

管理費 71,640
定例会交通費補助 59,040
事務用品費 11,300
会場費 1,300

予備費 10,000
予備費 10,000

171,320
0

171,320
0当期収支

科目 本年度
予算額

備考

当期支出　計
次期繰越
支出　合計


