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ＵＡゼンセンI
活 き

KI・I
生 き

KIライフクラブは
ＵＡゼンセン組合員や元組合員のみなさんを
「一人にしない」「生涯つながり続ける」

という想いを実現するため
心豊かで幸せなライフスタイルを
生涯ネットワークで築いていきます
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UAゼンセンI
活 き

KI・I
生 き

KIライフクラブとは、UAゼンセン組合員と元組合員の
みなさんが集まる場です。苦楽を分け合った「仲間の縁」を大切にし、旧交・
親睦を深めるとともに、お互いを助け合い、末永く連帯して、会員の生涯に
わたり、心豊かで幸せなライフスタイルづくりを行っていきます。

UAゼンセンI
活 き

KI・I
生 き

KIライフクラブの目的は、
　会員の生涯にわたり心豊かで幸せなライフスタイルづくりを応援します。
　志を同じくする者と新たな連携を強め、自由・平等・公正な社会を実現します。
　会員へのサービス提供を通じ福祉の向上に貢献します。
………UAゼンセンの運動方針・2025中期ビジョンの実現に協力します。

UAゼンセンUAゼンセン

II
活 き活 き

KIKI・・II
生 き生 き

KIKIライフクラブとは？ライフクラブとは？

UAゼンセンUAゼンセン

II
活 き活 き

KIKI・・II
生 き生 き

KIKIライフクラブの目的は？ライフクラブの目的は？
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UAゼンセンUAゼンセン

II
活 き活 き

KIKI・・II
生 き生 き

KIKIライフクラブでライフクラブで
行う活動は？行う活動は？

UAゼンセンI
活 き

KI・I
生 き

KIライフクラブでは、会員のみなさんと次のような
活動を行います。

　UAゼンセン運動と連携した活動を行っていきます

　会員同士のネットワークや交流を広げる場をつくっていきます…

１.…UAゼンセン政策実現運動
　の協力をします………………………………………
例えば▶�政治活動、社会福祉政策

の政府・自治体申入れ、
医療・介護・社会保険制

度等の学習会、国
会・都道府県会・
市区町村会の見学
会、都道府県支部
政治団体への加入
勧誘　など

１.…会員同士の地域親睦や交流を図ります
例えば▶��総会・会合パーティー、各種レクリエー

ション、施設見学会、
観光・史跡探訪会　
など

２.…会員の教養に関する学習会などを行います……………………………………………………………………………
例えば▶�パソコン教室、

料理教室、外国
語教室、資格取
得教室　など

３.…趣味や娯楽など会員が集える場を
　…つくります…

４.…地域文化活動への貢献を行います

２.…UAゼンセンまちづくり運動の
　…お手伝いをします………………………………………
例えば▶�まちづくり運動への参画、
　　　　介護・医療・子育て・防災　など

３.…UAゼンセン労働環境・社会運動・
　…社会貢献事業との連携を図ります
例えば▶�労働審判、ボランタス、拉致問題　

など
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UAゼンセンI
活 き

KI・I
生 き

KIライフクラブへ入会した会員には、次のような
各種サービスを受けられるメリットがあります。

　福利厚生のサービスが利用できます…
ベネフィット・ワンの各種サービス「ベネフィット・ステーション」が利用できます。

（詳細はP4）

UAゼンセンUAゼンセン

II
活 き活 き

KIKI・・II
生 き生 き

KIKIライフクラブライフクラブへへ
入会後のメリットは？入会後のメリットは？

　その他

　生活応援を行います

１.…ホームページから各種サービスを
　…確認できます
会員は、UAゼンセンI

活 き

KI・I
生 き

KIライフクラ
ブのホームページからさまざまな情報を確認
できます。
URL：https://ikiikilifeclub.com

１.…共済事業を
　…紹介します
例えば▶���ゆうゆうライフ、各

種商品サービス
斡旋、各種施
設の割引利用　
など

３.…健康維持・向上に
　…協力していきます

２.…相談窓口を紹介します
例えば▶��介護支援、

専門家相談
ダイヤル　

　　　���など

3.…会員からご要望のあったさまざまな活動を進めます
例えば▶���加盟組合企業、各種NPO、ボランティア団体、調査研究機関などと連携��������
　　　▶��アプリ、プッシュ通知、LINE、＠Facebook、メールマガジンなどを活用し、
　　　　パソコンやタブレット、スマートフォンから情報伝達を行ったりコミュニケーションを図る����
　　　▶���目的に賛同する協力団体とつながるための連携事業
　　　▶��常に魅力のある組織として今後のあり方を検討
　　　▶��事業育成・開発等のため、専門家と連携し検討　など

2.…会報をお届けします
会員へ定期的に会報をお届け
します。
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UAゼンセンUAゼンセン

II
活 き活 き

KIKI・・II
生 き生 き

KIKIライフクラブでライフクラブで
受けられるサービスは？受けられるサービスは？

図のように、会員本人の二親等の家族がご利用対象者となります。

配偶者

2 祖父母2 祖父母

2 2 兄弟姉妹 2配偶者2 兄弟姉妹

１父母1 父母

1子 1配偶者

2孫 2配偶者

本人

IKI・IKI
ライフクラブ
会員

配偶者

◇ベネフィット・ステーションURL

https://beac.benefit-one.inc/
bo/bpf/auth/firstlogin/web/
login?bo_service_code=BS

◇
モ
バ
イ
ル
会
員
証

UAゼンセンI
活 き

KI・I
生 き

KIライフクラブでは、会員が利用できる福利厚生、
ベネフィット・ワン「ベネフィット・ステーション」のサービスを提供します。
※これ以外のサービスも今後、検討していきます。

Qベネフィット・ステーションとは？

A  日々 の生活に役立つ、ベネ
フィット・ワンが提携しているさ
まざまなジャンルのサービスを
提供しています。会員本人
および配偶者それぞれの二
親等以内の親族までがサー
ビスを利用できます。

Qどうやってサービスを受けられるの？

A  入会すると会員へ、「ベネフィット・ステーション」に登録するための「団
体ID／認証キー1／認証キー2」をご連絡いたします。各自でベネフィッ
ト・ステーションのサイトにアクセスして「ベネフィット・ステーション」
のサービスをご利用ください。web会員証でのサービスも充実。別途、
I
活 き

KI・I
生 き

KIライフクラブ会員証の発行も検討しています。
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Qどんなサービスがあるの？

A  国内外の暮らしをはじめ、テーマパーク、映画・エンタメ、レジャー、健康・
スポーツ、介護、カルチャー、グルメ、リラクゼーション、レンタカー、
旅行などたくさんのサービスがあります。

ベネフィット・ステーションのテーマパーク補助でお得に！

暮らし

健康
スポーツ

レジャー

介護

グルメ

旅行車
レンタカー

東京ディズニーリゾート®
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM

1,000円補助／1枚（小人／子ども500円補助／1枚）

リラクゼーション
ビューティー
リラクゼーション
ビューティー

スキルアップ
カルチャー
スキルアップ
カルチャー

映画
エンタメチケット
カラオケ

映画
エンタメチケット
カラオケ

申込みは、東京ディズニーリゾート®、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTMの2施設あわせて
年間4枚まで　JTB店舗と近畿日本ツーリスト直営店舗での申込みができます

他にも各種サービスが割引価格で利用できます
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Qベネフィット・ステーションのサービスを調べる方法は？

A  パソコンやスマートフォンのサイトから全サービスを見ることができます。

Qサービスの申込み方法は？

A  入会後のWEBからの申込みは、会員専用サイトにアクセスし、オン
ラインで予約・申込み・オンライン決済が可能（一部を除く）です。
直接、電話で申込みも可能です。

家族みんなで、さまざまなサービスを検索してみよう!

◇会員専用サイト
　パソコンからサービスを検索

◇スマートフォン公式アプリ
　アプリストアから公式アプリをダウンロードして
　ベネフィット・ステーションのサービスを確認

ベネフィット・ステーション 検索
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UAゼンセンI
活 き

KI・I
生 き

KIライフクラブの入会資格は、加盟組合の組合員と
元組合員などによる権利の区別は設けず、入会時点で組合員在籍年数
原則３年以上の方ならどなたでも入会できます。
また、会員資格は、退会を希望されるまで続き、年齢の制限はありません。

UAゼンセンの加盟組合または都道府県支部を通じて入会できます。
加盟組合が解散などしている場合や加入活動開始時点で既に退職を
している有資格者については、都道府県支部（P10）へお問い合わせ
ください。
また、入会時期の指定はありません。希望する時期に入会できます。

UAゼンセンUAゼンセン

II
活 き活 き

KIKI・・II
生 き生 き

KIKIライフクラブのライフクラブの
会員資格は？

UAゼンセンUAゼンセン

II
活 き活 き

KIKI・・II
生 き生 き

KIKIライフクラブへのライフクラブへの
入会方法は？入会方法は？
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入会資格 入会金 年会費 活動参加費

退職者 組合員
在籍年数が
原則３年以上

6,000円

65歳まで
500円

参加の都度
負担

組合役員・
組合員 1,000円

組織内・
準組織内議員 1期以上 6,000円

旧「友の会」
会員

IKI・IKI
ライフクラブへ
全員移行

なし なし

UAゼンセンI
活 き

KI・I
生 き

KIライフクラブの入会金・年会費・活動参加費は
下表の通りです。
旧「友の会」会員の方は入会金・年会費は不要です。
※…会員年齢が毎年7月1日時点で65歳になった方からは、以後年齢を
重ねても年会費はいただきません。

UAゼンセンUAゼンセン

II
活 き活 き

KIKI・・II
生 き生 き

KIKIライフクラブのライフクラブの
入会金や年会費は？入会金や年会費は？
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Q年会費は65歳までですか？

A  年会費は65歳まで年間500円、以降は発生しません。
　　（7月1日時点で65歳であれば、年会費は発生しません）

Q入会金・年会費の支払い方法は？

A  入会金と年会費（「1年分」または「65歳まで一括」のどちらか選択）
をはじめて納める場合は、入会手続きを行った加盟組合または都道府
県支部を通じての納入となります。2年目以降の年会費もその時点で
所属している加盟組合または都道府県支部を通じての納入となります。

Q年会費の期間は？

A  年会費は、入会月（納入月）に関わらず、7月1日〜6月30日が
年会費の期間です。

Qお得な「キャンペーン」などはないのでしょうか？

A  「初回入会特典」として、入会日から次年度の6月30日まで有効の年会
費を500円としています。
また、退職をしている有資格者※の方は、「お待たせキャンペーン」として、
入会金を1,000円としています。（2022年6月30日をもって終了）
※�2018年9月1日〜2020年9月14日の間の退職者が対象
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北海道支部 TEL.�011-641-0504
青森県支部 TEL.�017-722-7514
岩手県支部 TEL.�019-624-0508
宮城県支部 TEL.�022-222-7381
秋田県支部 TEL.�018-836-5100
山形県支部 TEL.�023-631-3439
福島県支部 TEL.�024-521-3111
茨城県支部 TEL.�029-227-2962
栃木県支部 TEL.�028-650-5450
群馬県支部 TEL.�027-261-6823
埼玉県支部 TEL.�048-711-2022
千葉県支部 TEL.�043-247-3226
東京都支部 TEL.�03-5418-4520
山梨県支部 TEL.�055-254-1135
神奈川県支部 TEL.�045-774-3013
新潟県支部 TEL.�025-278-7196
富山県支部 TEL.�076-441-4196
石川県支部 TEL.�076-242-7235
福井県支部 TEL.�0776-28-2334
長野県支部 TEL.�026-224-0256
岐阜県支部 TEL.�058-265-7556
静岡県支部 TEL.�054-252-3620
愛知県支部 TEL.�052-321-8591
三重県支部 TEL.�059-226-6363

滋賀県支部 TEL.�077-522-4467
京都府支部 TEL.�075-801-4091
大阪府支部 TEL.�06-6323-1215
兵庫県支部 TEL.�078-371-3281
奈良県支部 TEL.�0742-35-3045
和歌山県支部 TEL.�073-422-2524
鳥取県支部 TEL.�0857-29-2246
島根県支部 TEL.�0852-27-4119
岡山県支部 TEL.�086-224-7227
広島県支部 TEL.�082-568-8336
山口県支部 TEL.�0834-21-2244
徳島県支部 TEL.�088-653-4749
香川県支部 TEL.�087-822-4860
高知県支部 TEL.�088-821-0165
愛媛県支部 TEL.�089-947-2214
福岡県支部 TEL.�092-731-6151
佐賀県支部 TEL.�0952-37-5485
長崎県支部 TEL.�0957-24-1579
熊本県支部 TEL.�096-285-9207
大分県支部 TEL.�097-573-7123
宮崎県支部 TEL.�0985-20-7557
鹿児島県支部 TEL.�099-257-1106
沖縄県支部 TEL.�098-879-8673

UAゼンセンUAゼンセン

II
活 き活 き

KIKI・・II
生 き生 き

KIKIライフクラブライフクラブ
都道府県支部お問い合わせ先

2021年9月現在
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滋賀県支部 TEL.�077-522-4467
京都府支部 TEL.�075-801-4091
大阪府支部 TEL.�06-6323-1215
兵庫県支部 TEL.�078-371-3281
奈良県支部 TEL.�0742-35-3045
和歌山県支部 TEL.�073-422-2524
鳥取県支部 TEL.�0857-29-2246
島根県支部 TEL.�0852-27-4119
岡山県支部 TEL.�086-224-7227
広島県支部 TEL.�082-568-8336
山口県支部 TEL.�0834-21-2244
徳島県支部 TEL.�088-653-4749
香川県支部 TEL.�087-822-4860
高知県支部 TEL.�088-821-0165
愛媛県支部 TEL.�089-947-2214
福岡県支部 TEL.�092-731-6151
佐賀県支部 TEL.�0952-37-5485
長崎県支部 TEL.�0957-24-1579
熊本県支部 TEL.�096-285-9207
大分県支部 TEL.�097-573-7123
宮崎県支部 TEL.�0985-20-7557
鹿児島県支部 TEL.�099-257-1106
沖縄県支部 TEL.�098-879-8673

第１章　総則
第１条（名称）
１．�この組織の名称は、ＵＡゼンセンＩＫＩ・ＩＫＩ（活き生き）ライフ
クラブとする。

２．�この組織の総称は、ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブ（以下本規則では総
称を使用する）とする。

第２条（事務所）
１．�ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの本部事務所は、東京都千代田区九段
南四丁目８番１６号ゼンセン同盟会館内におく。

２．�ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブは、ＵＡゼンセン都道府県支部（以下支
部という）に支部事務所をおく。

第２章　目的と事業
第３条（目的）
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの目的は、次のとおりとする。
（１）�会員の生涯にわたり心豊かで幸せなライフスタイルづくりを応援

すること
（２）�ＵＡゼンセンの運動領域の１つとして　「生涯ネットワーク」構想

のもと、志を同じくする者と新たな連携を強め、自由・平等・公正
な社会を実現すること

（３）会員へのサービス提供・福祉（共済）の向上に貢献すること
（４）ＵＡゼンセンの運動方針の実現に協力すること
第４条（事業）…
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブは、その目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）ＵＡゼンセン運動との連携事業
（２）会員相互のネットワーク・交流事業
（３）会員相互の生活応援・福祉共済事業
（４）旧「ＵＡゼンセン友の会」会員の有する給付制度の事業継承
（５）その他目的を達成するために必要な事業

第３章　機関
第１節　機関

第５条（種類）
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブに、次の機関を置く。
（１）全国代表者会議
（２）実行委員会

第２節　全国代表者会議

第６条（権限）
全国代表者会議は、ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの最高の決議機関であり、
代議員および役員で構成する。
第７条（開催）
１．全国代表者会議は、毎年１回会長が招集し、開催する。
２．�会長および実行委員会が特に必要と認めたとき、会長が臨時全国
代表者会議を招集して開催することができる。

第８条（付議事項）
全国代表者会議の付議事項は、次のとおりとする。
（１）ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの活動計画および予算に関する事項
（２）ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの活動報告および決算に関する事項
（３）役員の選出
（４）規則、規定の制定、改廃に関する事項

（５）その他、実行委員会より付託された事項
（６）代議員が動議として提案した事項
第９条（開催告示）…
１．全国代表者会議
全国代表者会議は、毎年１回定期に会長がこれを招集する。
２．臨時全国代表者会議
次の各号の一に該当したときは、会長は、随時これを招集するものとす
る。
（１）会長が緊急時に実行委員会の議を経て招集するとき
（２）�代議員の３分の１以上が連名で議題を提示して、会長に招集を請

求したとき
（３）実行委員会の議決によって、招集を必要と認めたとき
第１０条（提案事項の取り扱い）…
１．�全国代表者会議の提案内容（議案書）は、全国代表者会議開催
日の少なくとも２週間前までに代議員に届けられなければならない。
ただし、臨時全国代表者会議にあっては、この限りではない。

２．�代議員が、全国代表者会議へ提案する案件を有するときは、全国
代表者会議開催日の少なくとも１ヵ月前に、提案する内容を付して
実行委員会に届け出なければならない。

第１１条（定足数）
全国代表者会議は、構成員の各３分の２以上の出席がなければ、議
事を開き、議決することができない。
第１２条（代議員の選出）
全国代表者会議の代議員は、支部より各１名とする。
第１３条（議長・副議長の選出）…
１．全国代表者会議には、議長１名、必要に応じて副議長をおく。
２．�全国代表者会議の議長は、全国代表者会議の都度、代議員から
選出する。

第１４条（代議員・役員の発言権と表決権）…
１．全国代表者会議の代議員は、議事について発言権と表決権がある。
２．議長、副議長は、表決権はない。
３．役員は、議事の発言権はあるが、表決権はない。
第１５条（議事の採決）…
１．全国代表者会議の採決は、挙手または拍手によって行う。
２．�全国代表者会議の議事は、出席構成員の過半数の賛成よって議
決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合、議長は、構
成員としての表決権はない。

第１６条（傍聴）
１．�全国代表者会議には、構成員のほか管理組合、管理組織、都道
府県支部、部門から出席することができる。ただし、発言権はあるが、
表決権はない。

２．�全国代表者会議の傍聴は、議長の許可により認めることができる。
ただし、発言権、表決権はない。

第１７条（規則）
全国代表者会議の招集に必要な事項、議事の処理、各種委員の選出
方法等は、この規則に定めるもののほか、ＵＡゼンセン規約および諸
規則を準用して行う。

第３節　実行委員会

第１８条（権限）
実行委員会は、ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの業務執行について協議決
定する。
第１９条（任務）
実行委員会は、ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの執行機関であり、全国代
表者会議および実行委員会の決定事項を責任を以て執行する。

UAゼンセンI
活 き

KI・I
生 き

KIライフクラブ　規則
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第２０条（付議事項）
実行委員会は、次の各号に定める事項を議決する。
（１）全国代表者会議に付議する事項
（２）その他、ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの活動遂行上必要と認めた事項
第２１条（開催）
１．実行委員会は、必要により開催し、会長が招集する。
２．�実行委員会は、会長、副会長、事務局長、副事務局長、実行委
員をもって構成する。

３．�実行委員会は、会長が会議を主宰し、構成員の３分の２以上が出
席することによって成立する。

第２２条（議事の採決）…
実行委員会の採決は、出席構成員の過半数の賛否によって決する。賛
否同数のときは会長が決定する。

第４節　各種委員会

第２３条（役員推薦委員会）
１．�役員推薦に関わる事項を審議するために役員推薦委員会を設置
する。

２．�役員推薦委員会の構成および運営については、実行委員会で定
める。

第２４条（専門委員会）…
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブは、活動の円滑な推進をはかるため、専門委
員会を設置することができる。専門委員会の構成と運営、その他必要
な事項は、実行委員会で定める。
第２５条（担当者会議）…
実行委員会が特に必要と認めたとき、会長が招集して管理組合・管理
組織・部門・都道府県支部の担当者で構成する担当者会議を開催す
ることができる。担当者会議の構成と運営、その他必要な事項は、実
行委員会で定める。

第４章　役員および顧問
第１節　役員

第２６条（種類と定数）…
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブに、次の役員を置く。
（１）会長　　　　１名　
（２）副会長　　　若干名
（３）事務局長　　１名
（４）副事務局長　若干名
（５）実行委員　　若干名
第２７条（任務と権限）…
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの役員の任務および権限は、次のとおりとする。
（１）会長はＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブを代表し、組織全体を統轄する。
（２）�副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代行

する。
（３）�事務局長は、代表の命により事務局を統轄し、業務の管理遂行

をはかる。
（４）�副事務局長は事務局長を補佐し、事務局長事故ある場合はその

職務を代行する。
（５）�実行委員は、実行委員会の構成員となり、業務の分担遂行をは

かる。
第２８条（選出方法）…
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブのＵＡゼンセン書記局人事を除く役員は、
役員推薦委員会が推薦した役員候補者中から全国代表者会議で選
出する。
第２９条（任期）…
１．�ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの役員の任期は２年とする。ただし、再
選を妨げない。

２．�役員に欠員が生じたときは、実行委員会で補充することができる。
補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第３０条（役員選出規定）
役員選出に関する規定は、ＵＡゼンセン規約および諸規則を基本に実
行委員会で定める。

第２節　顧問

第３１条（顧問）
１．ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブに、顧問を置くことができる。
２．顧問は、全国代表者会議の議決を経て会長が委嘱する。
３．顧問の委嘱基準および任期は実行委員会で定める。

第５章　支部・部門組織
第３２条（支部の設置）…
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブは、都道府県ごとに管轄区域内の会員をもっ
て支部を組織する。
第３３条（支部役員）
１．支部に次の役員をおく。
　�代表　　　１名
　�副代表　　若干名
　�事務局長　１名
　�幹事　　　若干名
２．支部は必要により顧問をおくことができる。
３．�支部役員は幹事会が推薦した支部所属会員の役員候補者中から
支部総会において選任する。

４．支部役員の任期は２年とする。ただし、再選を妨げない。
５．�支部役員の任期途中での欠員・補充は、その都度、幹事会で決
定し、後任者は前任者の任期を引き継ぐ。

６．支部役員に異動があった場合、後任者は前任者の任期を引き継ぐ。
第３４条（支部の会議）…
１．支部の会議は総会および幹事会とする。
２．�総会は毎年１回、原則としてＵＡゼンセン都道府県支部総会終了
後３ヵ月以内に開催し、幹事会は必要により随時開催する。

３．会議の構成、運営等の必要な事項は支部ごとに定める。
４．�支部の特性に応じた地域別・構成員独自の会議体等の設置は支
部ごとに定める。

第３５条（部門組織の設置と運営）
１．�ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブは、ＵＡゼンセンの部門ごとに部門所属
の会員をもって部門組織を組織することができる。

２．部門組織の運営等の必要な事項は部門組織ごとに定める。

第６章　会員
第３６条（会員の範囲）…
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブは、ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの目的に賛同し、
活動に協力する次の希望者を会員の範囲とする。
（１）ＵＡゼンセン組合員在籍（通算を含む）原則として３年以上の
　　１）ＵＡゼンセン加盟組合およびＵＡゼンセン書記局の退職者
　　２）ＵＡゼンセン加盟組合の役員退任者、役員および組合員
　　３）ＵＡゼンセン書記局員
（２）ＵＡゼンセン組織内・準組織内議員
（３）旧「ＵＡゼンセン友の会」会員
第３７条（管理組合および管理組織）
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブは、ＵＡゼンセン加盟組合、都道府県支部、
部門の組織的な理解を得て、会員の所属が明確となるよう加盟組合、
都道府県支部、部門の役割を整理して運営をはかるため、次のとおり、
管理組合および管理組織を設置する。
（１）�管理組合とは、加盟組合もしくは加盟組合と連携する組織が独立
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して、会員の入会手続き、入会金・年会費の納入、会員登録・
変更登録、会員証の配布、会員の消息確認、広報物の配布がで
きる組織

（２）�管理組織とは、管理組合が事業所閉鎖等により管理組合単独
では専従体制を取れないが、組織として独自に年１回以上、会
員との情報交換を継続的に行い、会員の管理・消息確認がで
きる組織

（３）�管理組合、管理組織での会員管理が困難となった場合は、実行
委員会の議決を経て、当該会員の所属を当該支部に移管すること
ができる。

第３８条（入会の手続き）
１．�ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブに入会しようとする者は、加盟組合・管
理組合、管理組織または支部を経由して、入会申込書および入会
金をＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブ事務局に提出しなければならない。

２．�ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの会員には加盟組合・管理組合、管理
組織または支部を経由して、会員証を発行し、会員番号を通知する。

第３９条（会員資格の取得）
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの会員資格は、前条に定める入会申込書およ
び入会金をＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブ事務局が受理したときに取得する。
第４０条（会員資格の喪失）
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの会員が次の各号の一に該当したときは、そ
の資格を喪失する。
（１）死亡したとき
（２）退会届を提出したとき
（３）所定の手続き等を怠り、実行委員会が認めたとき
（４）年会費を所定の手続きで納めなかったとき
（５）�年会費の納入が必要な会員が年会費有効期間満了後1年以内に

年会費を納入しなかったとき
（６）会員として不適格として、実行委員会が除名を決定したとき
第４１条（会員の権利）…
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの会員は、次の権利が保障される。
（１）�会員は、いかなる場合においても国籍、人種、宗教、性別、門

地または身分によって会員たる資格を奪われることはない。会員は、
正当な手続きを経ないで、除名または制裁されることはない。

（２）�会員は、この規則のもとに平等に扱われ、ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラ
ブへの加入から生ずる利益を公平に受ける。

第４２条（会員の義務）…
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの会員は、次の各号の義務を負う。
（１）�ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの規則、規定ならびにＩＫＩ・ＩＫＩライ

フクラブの機関の決定事項を順守すること
（２）�会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更があった

時には、速やかに会長に変更届を提出すること
（３）定められた入会金、年会費および活動行事参加費を納入すること
（４）ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの業務の執行について協力すること

第７章　財政
第４３条（予算）
１．�ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの財政は、ＵＡゼンセン定期大会で決定
された年度特別会計予算にもとづき運営する。

２．�旧「ＵＡゼンセン友の会」会員に関する給付事業については、別途、
資産管理する。

第４４条（収入）
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの経費は、入会金、年会費、活動参加費、
交付金、寄付金、協賛金をもって充てる。�
第４５条（入会金・年会費と活動参加費）…
１．入会金、年会費の金額は、全国代表者会議で定める。
２．�活動参加費の額は、当該の行事ごとに実行委員会、幹事会、部門
組織、ブロック組織が定める。

第４６条（入会金等の不返却）
入会金、年会費、活動参加費は、いかなる場合においても返却しない。
第４７条（支部交付金等の支給基準）
支部交付金等の支給基準は、実行委員会の議を経て、全国代表者会
議で定める。
第４８条（支部の財政）…
支部の財政は、ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブ本部からの交付金および活
動参加費、寄付金等によって運営する。
第４９条（会計年度）…
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの会計年度は、毎年７月１日にはじまり、翌年
の６月末日までの１年間とする。
第５０条（会計処理および資産管理）
会計処理および資産管理については、ＵＡゼンセン規約およびＵＡゼ
ンセン会計規則の定めによる。
第５１条（会計監査）
会計監査については、ＵＡゼンセン規約およびＵＡゼンセン会計規則
の定めによる。�

第８章　給付金
第５２条（給付金）
ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの旧「ＵＡゼンセン友の会」会員への給付内
容については、別に定める。
第５３条（ＵＡゼンセン見舞金）…
１．�ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの旧「ＵＡゼンセン友の会」会員は、「Ｕ
Ａゼンセン見舞金制度」が適用され、給付を受けることができる。

２．�ＵＡゼンセンから給付される「ＵＡゼンセン見舞金制度」の適
用区分および給付金額は、ＵＡゼンセン見舞金制度規則の定め
による。

第９章　付則
第５４条（緊急時の対応）
天変地異・感染症等の緊急時のＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブ本部・支部
の対応は、ＵＡゼンセン本部・都道府県支部の対応に準じて、実行委
員会の議決により対応するものとする。
第５５条（組織の解散）
�ＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブは、全国代表者会議での解散決議を経て、
ＵＡゼンセン大会で解散を議決したときは解散する。
第５６条（規則の解釈）
この規則の解釈に疑義が生じた場合は、実行委員会が判断し、全国
代表者会議に報告する。
第５７条（規則の改廃）
１．�この規則は、全国代表者会議の議決およびＵＡゼンセン中央委員
会の承認によらなければ改廃することができない。

２．�この規則は、全国代表者会議およびＵＡゼンセン中央委員会で発
効または改廃の日を指定されたときから効力をもつ。

３．�ＵＡゼンセンおよびＩＫＩ・ＩＫＩライフクラブの組織変更等によ
り役職の呼称が変更となった場合は、この規則および関連する規
定について、実行委員会の議決により、役職名を変更することが
できる。

第５８条（規定への移譲）
この規則の施行について、必要な規定は、実行委員会の議決で定める
ことができる。
第５９条（施行期日）
この規則は、２０２０年９月１５日より施行する。

２０２０年９月１０日　結成全国代表者会議確認
２０２０年９月１５日　ＵＡゼンセン第９回定期大会制定
２０２１年９月１５日　第２回全国代表者会議確認
２０２１年９月１６日　ＵＡゼンセン第10回定期大会承認
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〒102-8273
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URL：https://ikiikilifeclub.com
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