
日　本　C　B　M　C　会　則
第 1 章　　総　　則

（名称）
第1条　 本会は、「日本CBMC」を正式名称とする。
英文名は「CBMC International Japan」とする。
（事務局）
第2条　本会は、理事長の在籍地域に事務局を置くことを原則とする。
不都合のある場合は会員総会にて決定する。
（支部）
第3条　本会は、理事会の議決を経て必要の地に支部（コミッティ）を置くことができる。
　　　　

第 2 章　目的及び事業
（目的）
第4条　本会は、実業人、専門職業人、その他広く社会活動に従事する人々をキリストの救いに導き、
イエスを主と告白して信じた者の霊的 成長を助け、それらの人々をして宣教命令を遂行する弟子となる
よう訓練することを目的とする。
（事業）
第5条　本会は、前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
1. 福音伝道と弟子造りの為の事業および研究。
2. 本会会員相互の親交と連帯協力の強化。
3. 国内および世界の福音化への協力。
4. その他、福音化の為に必要な事業。

第 3 章　　会員
（資格、種類）
第6条　本会の会員は、「信仰告白（使徒信条）」を信仰基準とし、三位一体の神により頼み、聖書の
御言葉に従うことを宣言する。会員は次の3種類に限定する。
1. 正会員　 　：　本会の目的に賛同し、理事長の承認を得て入会金を納入した信仰基準に適合する個
人。
2. アドバイザー：　牧師、神父等の聖職者で、理事会の承認を得た個人。
3．相談役： 超教派団体の責任者や政治家などで、理事会の承認を受けた個人。

（入会手続）
第7条　本会会員になろうとする者は、理事または支部会長の推薦を受けて、入会申込書を各支部会長
に提出し、理事会の承認を受けねばならない。
（入会金及び会費）
第8条
1.　会員は、入会金3,000円を本部に納入し、会費として、年額6,000円（夫婦それぞれが会員の
場合は各々年額5,000円）を本部に納入しなければならない。
各支部(コミッティ)は、独立採算としイベント参加費は非会員よりも会員がメリットを享受できるよう
都度考慮することを推奨する。



　　2.　特別の費用を要する時は、臨時会費を徴収することが出来る。
　　3.　既納の入会金及び会費は、途中退会の場合等も返還しない。
（資格の喪失）
第9条　 会員は、次の事由によってその資格喪失する。
1.　退会した時
2.　死亡し、若しくは失踪宣言を受けた時。
3． 1年以上会費を滞納した場合。
4． 除名された時。
（退会）
第10条　会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届を理事長に提出し、理事会の承認をもって
退会しなければならない。
（除名）
第11条　 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、理事長または各支部会長の要請により理事会の3

分の2以上の同意による議決を経て除名することが出来る。ただし、その会員に対し議決の前に弁明の
機会を与えなければならない。尚、複数回通知をしても本人に出席の意思のない場合は、議決に際し本
人の出席を要しない。
1. 本会の名誉を傷つけ、又は、本会の目的に違反する行為があった時。
2. 本会の規定に違反した時。
（拠出金品の不返還）
第12条　既納の入会金、会費、献金その他拠出金等は返還しない。

　第　4　章　サポーター
(資格、種類)

第1条　本会のサポーターは、CBMCの目的に賛同し、年会費やイベントへの協力によってCBMCの活動
を支える方々とする。サポーターは次の3種類に限定する。
１．個人　　：　本会の目的に賛同したクリスチャン又は求道中の個人。
２．法人　　：　本会の目的に賛同した企業・団体などの法人。
３．教会　　：　本会の目的に賛同した教会。
(権利)

第2条　本会のサポーターは、日本CBMCから発行されるメールマガジン、月曜日のマナ、イベントなど
の情報を会員と同じように貰えることとする。また理事会や総会への参加権および議決権は付与されな
いこととする。
（入会手続）
第3条　本会サポーターになろうとする者は、個人・法人の場合は理事または支部会長の推薦をうけて
入会申込書を本部に提出し、理事会の承認を得なければならない。教会の場合は協力承諾書を提出し、
理事会で承認されることにより入会申込とする。
（入会金及び会費）
第4条
1.　サポーターは、会費として、個人の場合は1口年額2,000円、法人の場合は1口年額10,000円を本部に
納入しなければならない。教会の場合は費用は発生しない。
（資格の喪失）



第5条　 サポーターは、次の事由によってその資格喪失する。
1.　退会した時
2.　死亡し、若しくは失踪宣言を受けた時。
3． 1年以上会費を滞納した場合。
4． 除名された時。
（退会）
第6条　サポーターが退会しようとする時は、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
（除名）
第7条　 サポーターが次の各号のいずれかに該当する時は、理事長または各支部会長の要請により理事
会の3分の2以上の同意による議決を経て除名することが出来る。ただし、そのサポーターに対し議決の
前に弁明の機会を与えなければならない。尚、複数回通知をしても本人に出席の意思のない場合は、議
決に際し本人の出席を要しない。
1. 本会の名誉を傷つけ、又は、本会の目的に違反する行為があった時。
2. 本会の規定に違反した時。
（拠出金品の不返還）
第8条　既納の入会金、会費、献金その他拠出金等は返還しない。

第 5 章　　役員及び役職
（役員）
第13条　本会は次の通り役員を置く。
1.　理事　　各支部の理事の定員は総会にて決定する。定員とは員数の限度と定める。
2.　監事　　2名
3.　顧問　　本会に著しい功績のあった理事経験者より、理事会で選任する。
（役員の選任）
第14条　
1. 理事は各支部(コミッティ)で理事候補を推薦し、総会において選任する。
2. 監事は総会において選任する。
3. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることは出来ない。
4.　監事は、理事と特別の関係のない会員から、理事の推薦、影響を受けないよう配慮して選任する。
（理事の職務）
第15条
1. 　理事は互選で理事長1名を定める。
2.　 理事長は、本会の活動ならびに運営を総理し、本会を代表する。
3.　 理事長は、副理事長最大3名を理事の中から選任する。
4. 　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、あらかじめ理事長が指名した順序で、その
職務を代行する。
5.　 各支部は支部在籍の理事から互選により支部会長1名、支部副会長2名を選任できる。
6.　 支部会長は、本会の会則の下で各支部の集会運営にあたる。
ただし、本会の運営は全て理事会で決定する。



7.　 本会の事業は、適宜、理事会にて選任した会員による実行委員会を組織し、実行委員長をリー
ダー、且つ責任者として実施する。事業自体の予算、運営方法、方針は理事会にて決定する。
8. 各支部では、地域ごとに第5条1項、2項の目的遂行に努力する。ただし第5条の3項、4項の国際活動と
事業活動は、本条8項の通り、 支部単位での活動は行わず、本会で実施する。
（監事の職務）
第16条　監事は、民法第59条に準じた職務を行う。即ち
1. 本会の財産状況を監査すること。
2. 理事の業務の執行を監査すること。
3. 財産の状況又は業務の執行について法令、会則に違反し、又は著しく不当な
　 事項があると認めるときは、内容により総会又は主務官庁に報告すること。
4. 3項の報告をするための必要のあるときは、総会を招集すること。
（役員の任期）
第17条
1. 本会の役員の任期は2年とし、重任は妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任または任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を継続する。
4. 理事長の重任は2期までとする。ただし期を空けて再任されることは妨げない。
（役員の解任）
第18条
1. 役員が次の各号の一に該当する時は、総会において正会員の3分の2以上の決議により、これを解任す
ることが出来る。
2. 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められる時。
3. 職務上の義務違反その他役員たるに相応しくない行為があると認められる時。

第 6 章　　会　　　議
（理事会）
第19条　理事は理事長とともに理事会を構成し、本会の運営および必要事項について協議し、会務の執
行を決定する。
（理事会の招集等）
第20条
1. 理事会は、理事長が必要と認めた時招集する。ただし理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき
事項を示して理事会の招集を請求された時は、臨時理事会を招集しなければならない。
2. 理事会の議長は、理事長とする。
（理事会の定足数）
第21条
1. 理事会は、現在理事の3分の1以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただ
し、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
2. 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可
否同数の場合は議長の決するところによる。
（総会）
第22条 　



1. 総会は、本会の最高決議機関であり、本会の正会員で構成する。
2. 総会に付議する事項は、次の通りとする。
①本会のなすべき働き、ならびに事業計画。
②御心に沿っているか否かの監査役による活動監査報告の承認。　
③監事による会計監査報告の承認。
④重要財産、基本資産を変動させる場合の協議。
⑤重要な拠点、事業の本部の移動。（ただし新支部の承認は、理事会決議事項とする）
⑥会則その他規則の制定と変更。
⑦その他、重要な事項。
（総会の招集）
第23条
1. 通常総会は、原則毎年5月に理事長が招集する。
2. 臨時総会は、理事会が必要と認めた時、理事長が召集する。
3. 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された
時は、理事長はその請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4. 総会の招集は、少なくとも７日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面
（Fax,電子通信を含む）をもって通知する。
（総会の議長）
第24条　　総会の議長は理事長が務める。理事長に不都合の事由のある場合は、予め定めた順序で副理
事長が議長を務める。
（総会の定足数等）
第25条
1. 総会は、正会員現在数の5分の1以上の出席をもって、成立の要件とする。即ち5分の1以上の正会員が
出席しなければ、その議事を開き議決することが出来ない。ただし、当該議事につき書面をもってあら
かじめ意思を表示した者、および他の正会員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。
2.　総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、委任状を含め、出席した正会員の過
半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

（会員への通知）
第26条　　総会の議事の要領および決議した事項は全員に通知する。
　　　　　
（議事録）
第27条　　すべて会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が署名捺印の上、これを
保存する。

第 7 章　　会則の変更および解散
（会則の変更）
第28条　この会則は総会において委任状を含め、出席正会員の3分の2以上の議決を経なければ、変更す
ることができない。
（解散）
第29条 　本会の解散については、総会において委任状を含め出席正会員の3分の2以上の議決を経るもの
とする。　　
（残余財産の処分）
第30条　本会の解散に伴う残余財産は、総会において委任状を含め、出席正会員の3分の2以上の議決を



経て、福音化の目的に充てるものとする。

第 8 章　　事務局、総務、会計
（設置等）
第31条
1.　本会の事務を処理する為に事務局、総務、会計を設置する。
2.　事務局は本会に係る事務を統括する。
3.　総務は会務に関する事項を担当する。
4． 会計は本会の財務に関する事項を担当する。
5.　事務局、総務および会計の責任者は理事会で選任する。
（財務会計）
第32条
1.　本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
2. 本会の運営に必要な経費は、次の収入により賄い、本会の現金、預金資産は全て理事長名義の預金口
座で会計責任者が一元管理する。

1 入会金、年会費の内本会への納入分。
2 献金、寄付金等(ただし、理事会の承認を得て受け入れる)。
3 各会費、参加費。

3. 本会の財務内容は、毎年の総会において会計報告がなされる。
　　　
（備え付け書類および帳簿）
第33条　　事務局は、常に次の書類を備えて置かねばならない。
1. 会則
2. 会員名簿
3. 会則の定める機関の議事に関する書類。
4. 収入、支出に関する帳簿。
5. 資産、負債および正味財産の状況を示す書類。

第 9 章　　補　　　則
（細則）
第34条　この会則に定めるもののほか、運営に必要な事項は、理事会で決議する。総会で決定すべき重
要事項は総会の決議を経て決定する。
（附則）
第35条　会則の改訂記録（日本ＣＢＭＣ発足日　1993年4月1日）
　　　　　1995年4月制定　　　　　2001年7月改訂　　　　　2003年5月改訂　　　　　2007年4月改訂
　　　　　2020年1月改訂


