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団体概要

◆ 山野草を保護し、山野草愛好家を支援するためのネットワーク

山野草を楽しむためのイベントや山野草を保護するための活動について、地域や人が連携してより大きな力、

より大きな楽しみとなるよう、企画し実施して行きます。山野草の魅力をもっと多くの人に知ってもらうと共に、

正しい山野草の鑑賞方法や栽培方法を普及啓発して行きます。

◆ 主な活動内容

(01)山野草自生地の保護、自生山野草の育成援助事業

(02)山野草や山野草の栽培に関する正しい知識の普及啓発事業

(03)山野草植物園の維持管理運営事業

(04)山野草、山野草の栽培方法等に関するデータベース活用事業

(05)会員のICT利活用支援・普及事業

(06)山野草を題材にした写真、絵画、短歌、俳句、詩歌、随筆、小説等の作品支援事業

(07)山野草関連品、伝統工芸品、趣味の手芸品、地域特産物品等の売買支援事業

(08)会員相互の親睦、情報交換、山野草関連品等の譲り合い等に関する事業

(09)山野草観光、山野草鑑賞、山野草品評会、交流会等、地域の垣根を超えたイベント事業

(10)旅行、親睦会、講演会、展示会等の開催、援助その他郷土との連携を拡充する事業

(11) 山野草に関する普及啓発及び情報提供のためのWEBサイトの運営事業

(12)山野草愛好家の活動と交流を支援する会員サイトの運営事業

(13)山野草の利活用に関する教育研究機関、行政、企業等との連携及び協力の事業

(14)地域振興、観光、農工業、福祉等の分野における市区町村、都道府県、行政機関その他の関係者との連

携及び協力の事業

◆ 組織概要

名称 一般社団法人日本山野草ネットワーク

設立年月日 ２０１７年３月９日

代表者 代表理事 布目 一寿（ぬのめ かずひさ）

団体構成

◆役員

・代表理事 １名

・理事   ２名

所在地

〒４８６－０９２５

愛知県春日井市中切町１４５番地

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０５０-１２０８-２７４２

E-mail：info@sanyaso-net.org



入会のご案内

一般社団法人日本山野草ネットワークの趣旨に賛同し、「正会員」として法人運営活動に参加して

いただける方、および「賛助会員」として当法人の活動をご支援いただける方を随時募集してい

ます。

◆ 会員種別

◇ 正会員

総会への参加、議決権を有する個人

◇ 賛助会員

総会への参加、議決権を有さない個人、法人、および団体

◆ 会費

＊ 会員の有効期間は、３月１日から翌年２月末日までです。

期の途中での入会の場合、年会費は月割計算となります。

◆ お申込み方法

入会ご希望の方は、別紙の入会申込書をご記入の上、郵送またはFAXでご送付ください。 E-mailの場合

は、申込書内容を本文に記載もしくは添付をし、以下のアドレスまでお送り下さい。

会員種別 入会金 年会費

正会員   ２，０００円 個人   １２，０００円

賛助会員   ２，０００円

１口 ６，０００円

個人    １口以上

非営利団体 １口以上

法人    ３口以上

● 郵送の場合 〒486-0925 愛知県春日井市中切町１４５番地

      一般社団法人日本山野草ネットワーク 宛

● ＦＡＸの場合 ０５０-１２０８-２７４２ 一般社団法人日本山野草ネットワーク 宛

● Ｅ-ｍａｉｌの場合 info@sanyaso-net.org 一般社団法人日本山野草ネットワーク 宛

お支払い方法

お申込み用紙を郵送、FAX・E-mailを送信後、弊社よりご連絡後、1週間以内に 下記口座にお振込みください。 

● ゆうちょ銀行から

口座番号： １２０８０-１６５５２８０１  口座名義： ｼｬ）ﾆﾎﾝｻﾝﾔｿｳﾈｯﾄﾜｰｸ

● 他金融機関から

銀行名： ゆうちょ銀行  店名： 二〇八（ニゼロハチ）  店番： ２０８

口座： 普通預金 １６５５２８０  口座名義： ｼｬ）ﾆﾎﾝｻﾝﾔｿｳﾈｯﾄﾜｰｸ

※ 振込手数料は会員様にてご負担ください。



入会申込書（正会員）

申込日 平成   年  月  日

団体の趣旨に賛同し、会員として会の規約を守り入会いたします。 

氏名

フリガナ

住所

〒

電話番号      （     ） ＦＡＸ番号      （     ）

E-mail URL

ご紹介者名
事務局記入欄

申込口数  （  １ 口）

＊氏名・住所・電話番号は必ずご記入ください。 

＊FAX番号・E-mailアドレスをお持ちの方はできるだけご記入ください。 

＊ご紹介者名のご記入も合わせてお願いいたします。 

会費は以下の口座にお振り込みください

● ゆうちょ銀行から

口座番号： １２０８０-１６５５２８０１  口座名義： ｼｬ）ﾆﾎﾝｻﾝﾔｿｳﾈｯﾄﾜｰｸ

● 他金融機関から

銀行名： ゆうちょ銀行  店名： 二〇八（ニゼロハチ）  店番： ２０８

口座： 普通預金 １６５５２８０  口座名義： ｼｬ）ﾆﾎﾝｻﾝﾔｿｳﾈｯﾄﾜｰｸ

※ 振込手数料は会員様にてご負担ください。

一般社団法人日本山野草ネットワーク

〒４８６－０９２５ 愛知県春日井市中切町１４５番地

TEL/FAX ０５０-１２０８-２７４２ E-mail：info@sanyaso-net.org



入会申込書（賛助会員）

入会をご希望する会員の種類にレ点を付けてください。

□ 個人会員     □ 団体・法人会員 

申込日 平成   年  月  日 

団体の趣旨に賛同し、会員として会の規約を守り入会いたします。 

個人または

団体・法人名

フリガナ

代表者名

（団体・法人の会員様のみ記入）

フリガナ 担当者名

担当部署

住所

〒

電話番号      （     ） ＦＡＸ番号      （     ）

E-mail URL

ご紹介者名
事務局記入欄

申込口数  （    口）

＊氏名・団体名・住所・電話番号は必ずご記入ください。 

＊FAX番号・E-mailアドレスをお持ちの方はできるだけご記入ください。 

＊ご紹介者名のご記入も合わせてお願いいたします。 

会費は以下の口座にお振り込みください

● ゆうちょ銀行から

口座番号： １２０８０-１６５５２８０１  口座名義： ｼｬ）ﾆﾎﾝｻﾝﾔｿｳﾈｯﾄﾜｰｸ

● 他金融機関から

銀行名： ゆうちょ銀行  店名： 二〇八（ニゼロハチ）  店番： ２０８

口座： 普通預金 １６５５２８０  口座名義： ｼｬ）ﾆﾎﾝｻﾝﾔｿｳﾈｯﾄﾜｰｸ

※ 振込手数料は会員様にてご負担ください。

一般社団法人日本山野草ネットワーク

〒４８６－０９２５ 愛知県春日井市中切町１４５番地

TEL/FAX ０５０-１２０８-２７４２ E-mail：info@sanyaso-net.org
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一般社団法人日本山野草ネットワーク 会員規約

この会員規約は（以下「本規約」という）は、一般社団法人日本山野草ネットワーク（以下
「当法人」という）と、当法人の会員（以下「会員」という）との関係に適用する。

第 1 条（目的）
当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

第 2 条（会員の定義）
1. 会員とは、当法人のすべての職種別の会員の総称をいう。
2. 正会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められ、法人活動及び事業を推

進する個人の会員をいう。
3. 一般会員とは、当法人が提供するサービスやイベントに参加するために入会した個人

の会員をいう。
4. 地域会員とは、一般会員に準ずるが、地域や提供するサービスを限定した会員のことを

いう。呼称、特典、その他地域ごとに異なる特徴を持つ。
5. 賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められ、法人活動を援助する

個人及び団体の会員をいう。

第 3 条（入会申込）
入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に郵送、FAX、E-mail、
または当法人に直接提出することとする。入会金及び年会費を要する場合は、入会申込書を
提出しその後当法人より入会金、年会費の通知後、入会金、年会費を支払うものとする。

第 4 条（入会金及び年会費）
1. 入会金及び年会費は次のように定める。

正会員 入会金 2,000 円 年会費 12,000 円
一般会員 入会金 2,000 円 年会費  1,200 円
地域会員 入会金、年会費は無料または別途定める
賛助会員 入会金 2,000 円 年会費  6,000 円（1 口)

2. 入会月により、年会費が月割り計算になることがある。その場合は当法人より年会費入
金額を明示することとし、その後の支払いとなる。

第 5 条（入会の成立）
入会は、前項に定める入会申込に対して、事務局が第 ３ 条に定める入会申込書と第 ４ 条
に定める入会金及び年会費の入金を確認したときに成立する。
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第 6 条（入会の拒絶）
当法人は、入会申込者が当法人定款第 7 条に該当する場合、あるいは次の各号に該当する
場合は、入会を認めない場合がある。

(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3) 入会金、初年度年会費を指定期限日を過ぎても未納の場合

第 7 条（会員資格の有効期間）
1. 会員資格の有効期間は、当法人決算月末日（毎年 ２ 月 末 日）までとする。
2. 有効期間満了前に当法人より継続のための案内を送付する。その案内により、次年度の

年会費を指定期限日までに納入することにより会員期間を 1 年延長することができ
る。

第 8 条（会員特典）
1. 正会員は、以下に掲げる特典を受けることができる。

（1） 当法人の運営、管理に意見を述べ、総会における議決権を持つことができる。
（2） 当法人が提供するサービスやイベントに参加することができる。
（3） 当法人が主催する講習会や勉強会、その他イベント等に正会員価格で参加する

とこができる。
（4） イベント等で周辺地域の方々と交流を深めることができ、情報交換なども行う

ことができる。
2. 一般会員は、以下に掲げる特典を受けることができる。

（1） 当法人が提供するサービスやイベントに参加することができる。
（2） 当法人が主催する講習会や勉強会、その他イベント等に一般会員価格で参加す

ることができる。
（3） イベント等で周辺地域の方々と交流を深めることができ、情報交換なども行う

ことができる。
3. 地域会員は、以下に掲げる特典を限定的に受けることができる。

（1） 当法人が提供するサービスやイベントに参加することができる。
（2） 当法人が主催する講習会や勉強会、その他イベント等に地域会員価格で参加す

ることができる。
（3） イベント等で周辺地域の方々と交流を深めることができ、情報交換なども行う

ことができる
4. 賛助会員は、以下に掲げる特典を受けることができる。

（1） 当法人が提供するサービスやイベントに参加することができる。
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（2） 当法人が主催する講習会や勉強会、その他イベント等に賛助会員価格で参加す
ることができる。

（3） イベント等で周辺地域の方々と交流を深めることができ、情報交換なども行う
ことができる。

第 9 条（総会における表決権）
1. 当法人は年 1 回の定例総会と不定期に開催される臨時総会において、当法人の運営に

関する決定を行う。
2. 総会は、当法人定款に定めるとおり、正会員をもって構成する。

第 10 条（個人会員の資格継承）
個人で入会した会員が、退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるも
のとする。第三者への資格継承はできないものとする。

第 11 条（団体会員の資格継承）
団体で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した
団体会員は、速やかにその旨を書面にて当法人に通知する必要がある。

第 12 条（会員情報の変更）
会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面をもって
その旨を当法人に通知しなければならない。

第 13 条（会員資格の喪失）
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

第 14 条（除名）
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。

(1) 当法人の定款等に違反したとき。
(2) この会員規約に違反したとき。
(3) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
(4) 当法人の名誉を傷つける、又は目的に反する行為をしたとき。
(5) その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
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第 15 条（退会）
会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

第 16 条（拠出金品の不返還）
既に納入した入会金、年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第 17 条（損害賠償）
1. 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当

法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することと
する。

2. 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

第 18 条（会員規約の変更）
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更するこ
とがある。

第 19 条（地域会員）
1. 地域会員のひとつとして次の通り、ＮＳＮ春日井会員を設ける。

（1） ＮＳＮ春日井会員の入会金・年会費は無料とする
（2） ＮＳＮ春日井会員は、主に春日井市において行われるイベントに限定して特典

を受けることができる

改訂履歴
１．2018 年 5 月 15 日 地域会員に関する事項を加えた。第 4 条、第 8 条、第 19 条
２．2018 年 5 月 15 日 第 19 条 1．でＮＳＮ春日井会員について定めた



「一般社団法人日本山野草ネットワーク」設立趣意書

山野草とは日本国内の山野に自生する観賞価値の高い植物のことですが、絶滅種または
絶滅危惧種も少なくなくありません。自然破壊による影響が大きいことはもちろんですが、
心無い人たちの盗掘や乱獲も原因です。山野草には園芸種が少なく、栽培の歴史が浅いため
に栽培方法が確立されていません。そのため、自生している山野草を育ち難いことを承知で
販売あるいは栽培目的で盗掘する人が後を絶たないのです。
私たちは、山野草愛好家ならびに山野草に魅力を感じる人たちに正しい山野草の鑑賞の方

法や栽培の方法を普及啓発します。山野草を楽しむためのイベントや山野草を保護するため
の活動について、地域や人が連携してより大きな力、より大きな楽しみとなるよう、企画し
実施して行きます。
山野草を守ることは日本の自然を守ることであり、日本の心を守ることでもあります。そ

れ故に、私たちは山野草の保護と育成を通じて、倫理や命の尊さ、人のあり方をも考えて行
きたいと思っています。山野草を愛する人たちに、より大きくて深い楽しみを提供するばか
りでなく、生活や心身をより豊かにできるような活動して行く所存です。
具体的には、以下のような非営利事業を展開して行く次第です。

1. 山野草自生地の保全、自生山野草の生育援助事業
2. 山野草や山野草の栽培に関する正しい知識の普及啓発事業
3. 山野草植物園の維持管理運営事業
4. 山野草、山野草の栽培方法等に関するデータベース活用事業
5. 会員の ICT利活用支援・普及事業
6. 山野草を題材にした写真、絵画、短歌、俳句、詩歌、随筆、小説等の作品支援事業
7. 山野草関連品、伝統工芸品、趣味の手芸品、地域特産物品等の売買支援事業
8. 会員相互の親睦、情報交換、山野草関連品等の譲り合い等に関する事業
9. 山野草観光、山野草鑑賞、山野草品評会、交流会等、地域の垣根を超えたイベント事業
10. 旅行、親睦会、講演会、展示会等の開催、援助その他郷土との連携を拡充する事業
11. 山野草に関する普及啓発及び情報提供のためのWEBサイトの運営事業
12. 山野草愛好家の活動と交流を支援する会員サイトの運営事業
13. 山野草の利活用に関する教育研究機関、行政、企業等との連携及び協力の事業
14. 地域振興、観光、農工業、福祉等の分野における市区町村、都道府県、行政機関その他の

関係者との連携及び協力の事業
以上

2017 年 2 月 1日
一般社団法人 日本山野草ネットワーク
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定 款

第１章 総則

（名称）

当法人は，一般社団法人日本山野草ネットワークと称する。

（主たる事務所）

当法人は，主たる事務所を愛知県春日井市に置く。

当法人は，社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

（目的）

当法人は滅亡の危機にある山野草や山野草自生地の保護育成、団体個人を問わず山野草愛

好家への賛助活動、山野草自生地近隣の振興を目的とし、その目的に資するために次の事業

を行う。

(1) 山野草自生地の保護、自生山野草の育成援助事業

(2) 山野草や山野草の栽培に関する正しい知識の普及啓発事業

(3) 山野草植物園の維持管理運営事業

(4) 山野草、山野草の栽培方法等に関するデータベース活用事業

(5) 山野草愛好家の ICT 利活用支援・普及事業

(6) 山野草を題材にした写真、短歌、俳句、詩歌、随筆、小説等の作品支援事業

(7) 山野草関連品、伝統文芸品、趣味の手芸品、地域特産物品等の販売支援事業

(8) 会員相互の親睦、情報交換、山野草関連品等の譲り合い等に関する事業

(9) 山野草観光、山野草鑑賞、山野草品評会、交流会等、地域の垣根を超えたイベント事業

(10)旅行、親睦会、講演会、展示会等の開催、援助その他郷土との連携を拡充する事業

(11)山野草に関する普及啓発及び情報提供のための WEB サイトの運営事業

(12)山野草愛好家の活動、コミュニケーションのための会員サイトの運営事業

(13)山野草の活用に関する教育研究機関、行政、企業等との連携及び協力の事業

(14)地域振興、観光、農工業、福祉等の分野における市区町村、都道府県、行政機関その他の関

係者との連携及び協力の事業

(15)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(16)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

（公告）

当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
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第２章 会員

（種別）

当法人の会員は，次の３種とし，正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律上の社員とする。

(1) 正会員 当法人の目的に賛同し入会した者

(2) 一般会員 当法人が提供するサービスやイベントに参加するために入会した者

(3) 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した者

（入会）

当法人の会員として入会しようとする者は，社員総会において別に定めるところにより申

し込み，理事長の承認を受けなければならない。

（経費負担）

会員は，社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

（退会）

会員は，社員総会において別に定める退会届を提出することにより，任意にいつでも退会

することができる。

（除名）

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは，社員総会の特別決議によって当該員を除

名することができる。

(1) 本定款その他の規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

（会員の資格の喪失）

前２条の場合のほか，会員は，次のいずれかに該当するに至ったときは，その資格を喪失

する。

(1) 会費の納入が継続して１年以上されなかったとき。

(2) 総正会員が同意したとき。

(3) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け，又は解散したとき。

（会員資格喪失に伴う権利及び義務）

会員が前３条の規定によりその資格を喪失したときは，当法人に対する会員としての権利
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を失い，義務を免れる。正会員については，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上

の社員としての地位を失う。ただし，未履行の義務は，これを免れることはできない。

当法人は，会員がその資格を喪失しても，既納の入会金，会費その他の拠出金品は，これ

を返還しない。

第３章 社員総会

（種別）

当法人の社員総会は，定時社員総会及び臨時社員総会の２種とする。

（構成）

社員総会は，すべての正会員をもって構成する。

（開催）

定時社員総会は，毎年１回，毎事業年度終了後３か月以内に開催し，臨時社員総会は，必

要がある場合に開催する。

（招集）

社員総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理事の過半数の決定に基づき，理事長

が招集する。ただし，正会員の全員の同意がある場合には，書面又は電磁的方法による議決

権の行使を認める場合を除き，その招集手続を省略することができる。

総正会員の議決権の５分の１以上を有する正会員は，理事長に対し，社員総会の目的であ

る事項及び招集の理由を示して，社員総会招集の請求をすることができる。

社員総会の招集通知は，総正会員に対し，会日の３日前までに発する。

（議長）

社員総会の議長は，理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは，その社員総会にお

いて，出席した正会員の中から議長を選出する。

（決議）

社員総会の決議は，法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き，総社員の議決権の過

半数を有する正会員が出席し，出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず，次の決議は，特別決議として，総正会員の半数以上であって，

総正会員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 定款の変更
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(3) 解散

(4) その他法令で定めた事項

（代理）

社員総会に出席できない正会員は，他の正会員を代理人として議決権の行使を委任するこ

とができる。

（決議及び報告の省略）

理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において，当該提案

につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，当該提案を

可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において，当該事

項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときは，当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

（議事録）

社員総会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する。

議長及び出席した理事は，前項の議事録に署名又は記名押印する。

第４章 理事

（理事の設置）

当法人に，理事３名以上を置く。

理事のうちから，代表理事１名を定め，代表理事をもって理事長とする。

理事のうちから，副理事長，専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。

（選任）

理事は，社員総会の決議によって選任する。

理事長，副理事長，専務理事及び常務理事は，理事の互選によって定める。

理事のうち，理事のいずれかの１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特別の関係に

ある者の合計数は，理事総数の３分の１を超えてはならない。

（理事の職務権限）

理事長は，当法人を代表し，その業務を執行する。

理事は，当法人の業務を執行する。
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（任期）

理事の任期は，選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総

会の終結の時までとする。

補欠として又は増員により選任された理事の任期は，前任者又は他の在任理事の任期の満

了する時までとする。

理事は，第２１条第１項に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了又は辞任により

退任した後も，新たに選任された者が就任するまで，なお理事としての権利義務を有する。  

（解任）

理事は，社員総会の決議によって解任することができる。

（報酬）

理事の報酬，賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は，社員

総会の決議をもって定める。

第５章 基金

（基金を引き受ける者の募集）

当法人は，基金を引き受ける者の募集をすることができる。

（基金の拠出者の権利）

拠出された基金は，当法人が解散するまで返還しない。

（基金の返還の手続）

基金の返還の手続については，基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事を清算人

において別に定めるものとする。

第６章 計算

（事業年度）

当法人の事業年度は，毎年３月１日から翌年２月末日までの年１期とする。  
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（事業報告及び決算）

当法人の事業報告及び決算については，毎事業年度終了後，理事長が当該事業年に関する

次の書類を作成し，定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。

(1) 事業報告及びその附属明細書

(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書

事業報告については，理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

貸借対照表及び損益計算書については，定時社員総会の承認を受けなければならない。

（剰余金の分配の禁止）

当法人は，剰余金の分配を行うことができない。

第７章 定款の変更及び解散

（定款の変更）

本定款は，社員総会の特別決議をもって変更することができる。

（解散）

当法人は，次の事由によって解散する。

(1) 社員総会の特別決議

(2) 社員が欠けたこと。

(3) 合併（合併により当法人が消滅する場合に限る。）

(4) 破産手続開始の決定

(5) その他法令で定める事由

（残余財産）

当法人が清算をする場合において有する残余財産は，社員総会の決議を経て，当法人と類

似の事業を目的とする他の公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しくは，地方公共団

体に贈与する。

第８章 附則

（最初の事業年度）

当法人の設立初年度の事業年度は，当法人の成立の日から平成３０年２月末日までとする。
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（設立時役員）

当法人の設立時役員は，次のとおりである。

設立時理事 布目一寿

設立時理事 木戸口重治

設立時理事 野村朝久

設立時代表理事 布目一寿

（設立時社員）

設立時社員の氏名又は名称及び住所は，次のとおりである。

愛知県豊明市三崎町ゆたか台１番地ゆたか台住宅４棟１０２号

設立時社員 布目 一寿

岐阜県恵那市笠置町姫栗５１８番地３４５

設立時社員 木戸口 重治

岐阜県瑞浪市南小田町４丁目２０７番地

設立時社員 野村 朝久

（法令の準拠）

本定款に定めのない事項は，すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の

法令に従う。

以上、本書面が一般社団法人日本山野草ネットワークの現行定款であることを証する。

平成30年1月29日

愛知県春日井市中切町1 4 5番地

一般社団法人日本山野草ネットワーク

代表理事 布目一寿


