一般社団法人 NICE
賛助会員募集趣意書

謹啓 皆様方には「一般社団法人NICE」の活動にご理解とご支援を賜り心より感謝申し上げ
ます。
鳴門市においても、少子高齢化が進み、老若何女を問わず、体力や運動能力の低下、そ
れに伴う生活習慣病など健康上の問題による医療費の増大、地域コミュニケーションの希
薄化などが顕在化しています。また、昨今のマラソンブームやスポーツ環境の変化から起
こるスポーツ障害や、家に閉じこもりがちなロコモティブ症候群に由来する生活習慣病や
うつなどの心身の疾患による医療費の増大、個々人のスポーツ格差の解消など、地域スポ
ーツが果たす役割が大きく問われています。 さらに、体験型観光や文化としてのスポーツ
も観光都市鳴門という視点からも、お宝とも言えるフィールドが広がっていることは、だ
れもが知る事実です。
そんな状況をふまえ、地域の人的資源と物的資源を有効に活用し、地域住民が「あった
らいいな」というプログラムを提供しながら、健康・体力の維持増進とスポーツを通じた
街づくりに寄与するため、平成 20 年 3 月 1 日、任意団体としての総合型地域スポーツクラ
ブを設立いたしました。幸い、設立当初から 5 年間、スポーツ振興くじの助成を受け、マ
ネージャー､有資格指導者の育成・確保、スポーツ用具の充実や定期的なプログラムの企画･
運営を行い、スポーツ助成だけでなく、福祉系助成事業も活用しながら、鳴門市の介護予
防事業の一部事業を担当までに至りました。さらに、クラブの信頼性・透明性、社会的責
務を高めるとともに、組織としての安定を図るために、平成 25 年 11 月に法人格を取得。
平成 26 年 4 月 1 日より、一般社団法人 NICE として歩み始めました。
2014 年度以降は、地域スポーツへの国家予算も大幅に削減され、地域スポーツクラブは、
みな自主財源の確保という大きな課題に直面しています。現在、NICE は自己財源率 9 割を
超えていますが、地域のニーズや新しい取り組みに向け、財源確保や他の民間企業様との
コラボレーションやスポーツコミッション収入は大きな課題です。
皆様方におかれましては、NICE の活動やクラブ趣旨に賛同いただき、これまで以上のご
理解とご支援をここに、切望する次第です。
つきましては、本クラブの賛助会員にご入会賜りたく、本状にて案内申し上げることと
なりました。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
謹白

一般社団法人

NICE

会費

賛助会員について

個人

1口

3,000 円（1 口以上制限なし）

法人（団体）

1 口 10,000 円（1 口以上制限なし）

会員期間

入会申し込みの翌月 1 日から 1 年間。

会費の用途

賛助会費はクラブ運営資金に充てます。

総会の議決権

なし

入会手続き

入会申込書を FAX または持参、または郵送し、会費を銀行振り込み又は現金（領
収書発行）にてお支払いください。

賛助会員特典

個人

・プログラムチラシ配送（3 口以上）
・ホームページの賛助会員様一覧にお名前を記載（1 口以上）

※入会申込時、お
申し出ください。

・月刊プログラムチラシ賛助会員様一覧にお名前記載（4 口以上）

法人

・プログラムチラシ配送（1 口以上）

（団体）

・ホームページ、月刊プログラムチラシの賛助会員様一覧にお名前を

※法人格は問いません。 記載（1 口以上）
任意団体、サークル等も

・月刊プログラムチラシへの社名広告（３口以上）

可

・月刊プログラムチラシ記事記載（１記事１口以上）
・NICE ホームページにバナー掲載（10 口以上）
・単発チラシ社名ロゴ掲載（1000 枚印刷ごとに 1 口）
・イベント等、特別プログラムの優先的設営（イベント･プログラムの
本体開設・運営費、参加費は別途必要です）
※口数条件等は、変更になる場合があります。
※その他、NICE 車両にロゴ掲載などはご相談ください。

会費納入先

銀行

阿波銀行

黒崎支店 ０２７４２４０

口座名義：一般社団法人 NICE 代表理事 浜野重夫
（イッパンシャダンホウジン

ナイス

ダイヒョウリジ

ハマノシゲオ）

現金

キョーエイ鳴門駅前店 4 階 NICE クラブハウスまで以下の
時間帯にご持参ください。
祝日・年末年始を除く毎週木曜 10 時～12 時

13 時～17

時※ご連絡頂きましたら集金も可能です。
クラブハウス

一般社団法人 NICE

（事務局）

徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜 23 キョーエイ鳴門駅前店４階 〒772-0012
TEL

080-3928-8679（神田）080-3928-8678（端村）

FAX

088-603-1719

ホームページ 「ナイス」「鳴門」で検索 http://www.nice7610.net/
Facebook 「Nice7610」 で検索

http://www.facebook.com/NICE7610

※参加を目的とされる場合は、別途「利用会員」にご入会ください。重複入会歓迎です。
お申込お問い合わせは 080-3928-8679 または 080-3928-8678 までお電話を

一般社団法人 NICE

賛助会員規約

第１条（目的）

第８条（守秘義務）

本規約は、一般社団法人

NICE がスポーツ振興・地

一般社団法人 NICE および、クラブは賛助会員の許可

域振興・健康維持･増進を目的として運営・管理する

を得ずに、会員情報を公開または使用することはで

総合型クラブ、NICE（以下

クラブ）の活動に賛同

きない。また、会員は一般社団法人 NICE およびクラ

し、支援を目的とした賛助会員制度の運営及び、必

ブの許可を得ずに、会員として知り得た一般社団法

要な事項について定めるものとする。

人 NICE およびクラブの非公開情報等を会員期間はも

第２条（資格）

とより資格喪失後も公開または使用することはでき

クラブの活動に賛同し、本クラブを賛助するために

ない。

入会した個人または団体とする。

第９条（禁止事項）

第３条（議決権）

会員は以下に掲げる行為をしてはならない。

賛助会員は、クラブの運営母体である一般社団法人

１） 会員情報など本クラブへ虚偽の申請を行う行為

NICE の総会における議決権を持たない。

２） 他の会員、第三者もしくは一般社団法人 NICE

第４条（入会）

およびクラブの財産及びプライバシーを侵害する行

別に定める賛助会員申し込みおよび会費の納入によ

為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐

り、クラブ賛助会員に入会することができる。

れがある行為

また、会員は１年単位とし、年度途中にかわらず１

３） 許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為

年間とする。

４） その他、会員として不適切と判断する行為

第５条（会費及び納入）

第１０条（特典利用）

・個人年会費

3000 円（1 口以上制限なし）

会員は会員の申し出により、会員口数に応じて（別

・法人年会費

10000 円（1 口以上制限なし）

に定める）以下の特典を利用することができる。

※法人は法人格を問わない。任意団体･グループ・商

１） 月刊プログラムの受領・購読

店等でも加入できる

２） 月刊プログラムチラシへの広告、記事等の掲載

※会費は、本法人の指定する方法で納入しなければ

３） 本法人のホームページ上に会員バナーの掲載

ならない。

及びリンク

※会費納入確認後、会員向けサービスを開始する。
※会員期間の起算日は納入翌月の１日とする。

４） イベント等、特別プログラムの優先的設営

※

イベント・プログラム開催費、参加費は別途要

第６条（退会）

第１１条（その他）

会員が退会を希望する場合、別に定める退会届をク

本法人の責に帰さない活動において、会員が他の会

ラブに提出し、任意に退会できる。ただし、既に納

員や第三者に対して損害を与えた場合、一般社団法

入された年会費は返納しない。

人 NICE およびクラブはその損害に対して賠償する責

第７条（除名）

任を負わない。また、会員が本規約に反した行為、

賛助会員が故意、過失に問わず、本クラブの名誉を

または不正もしくは違法な行為によって本法人に損

傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合、一般

害を与えた場合、本法人は当該会員に対して相当の

社団法人 NICE

損害賠償の請求を行う。

とができる。

社員会議の議決により、除名するこ

（附則）
本規約は、平成 26 年 10 月 １ 日から施行する。

一般社団法人 NICE 賛助会員申込書
平成

年

月

日

この度、一般社団法人 NICE の活動に賛同し、下記の通り賛助会員として申し込みます。
会員の区分：

□個人

□法人

口数：

会費納入法

□銀行振り込み（振り込み日

月

日予定・既送金

口
□集金に来て欲しい

フリガナ

団体名

※個人の場合は記入不要

フリガナ

代表者名
〒

住所
団体の業種

団体構成数※概算で結構です

※個人記入不要

※個人の場合は記入不要

TEL

人

FAX

メール

ホームページ
プログラムチラシ配送

□希望しない

□希望する

ホームページ賛助会員一覧
（テキスト）

賛助会員お名前掲載

月刊プログラムチラシ賛助会
員一覧

部

□希望しない □希望する

□希望しない □希望する

□月刊プログラムチラシへの社名広告
特典の希望

□月刊プログラムチラシ記事記載
□NICE ホームページにバナー掲載
法人様でご希望のものにチェ

□単発チラシ社名ロゴ掲載

ックを入れてください。

□イベント等、特別プログラムの優先的設営
※お借りできる施設や開設種目、時間帯、参加予測人数を具体的にお聞か
せください。

フリガナ

ご担当者
連絡先
※個人や代表者
が担当者の場合

氏名
Tel＆メール

@

所属

は記入不要
連絡希望の時間があればお聞かせください／

Fax 088-603-1719
振込先：阿波波銀行

黒崎支店

普通

０２７４２４０

一般社団法人 NICE 代表理事浜野重夫/イッパンシャダンホウジンナイスダイヒョウリジハマノシゲオ

