会長ならびに理事選挙のお知らせ・会長ならびに理事立候補の受付について
2018 年 3 月より、会則にもとづき、会長ならびに理事の選挙を行ないます。
つきましては、会長ならびに理事の立候補の受けつけをいたしますので、立候補される
会員の方は、郵便により下記の選挙管理委員長まで、お申し出ください。
なお、会長ならびに理事の立候補の有資格者は、以下の通りとなります：
2017 年 12 月 31 日現在、日本フランス語教育学会会員の方
・会長と理事の双方に立候補することができます。
・会則の改定により、会長選挙は立候補制となっています。
会長立候補の際には、自薦他薦を問わず、会員 5 名の推薦人と、立候補理由あるいは推
薦理由を記載した文書を、選挙管理委員会宛にご提出ください。
立候補理由あるいは推薦理由の書式は自由ですが、広報に記載しますので、A4 一枚以内
にお収めください。
理事に関しましては、三期連続で務められた方には、会則により被選挙権はありません
オンライン投票について
今回の選挙から、完全オンライン投票を実施いたします（2014 年 11 月 23 日（日）の臨
時総会で会長ならびに理事選挙のオンライン投票承認）。
投票用紙による投票は行いませんので、ご注意ください。
つきましては、会員情報の新規提供がお済みでない方は、以下のフォームより至急ご入力
ください。
会員情報入力フォーム : https://inscription.sjdf.org/

選挙日程について
選挙の日程は、以下の通りとなります。この期間に登録アドレスに連絡メールが届かな
い場合は、お手数ですが、選挙管理委員長までご連絡ください。
また、先に会員名簿をお送りしましたが（3 月 7 日発送）、住所変更等のためにお手元に
届いていない場合は、至急、SJDF 事務局までご連絡ください。

会長および理事立候補の受付締め切り
オンライン投票実施日
開票と集計

3 月 20 日（火）※当日必着
4 月 6 日（金）～ 8 日（日）
4 月 9 日（月）

（会長選挙は一回目の投票で過半数得票者がいない場合には、上位 2 名による決選投票を
行ないます。
）

SJDF 選挙管理委員長：根岸徹郎
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-9-25 日仏会館 505 SJDF 事務局

Annonce de l’élection du président et des membres du conseil d’administration
La SJDF organise éléction de son président et des membres du conseil
d’administration (mandat 2018-2020) selon les statuts de la SJDF le Chapitre 4 articles
13 et 14.
Nous prions les membres de la SJDF qui souhaitent présenter comme leur
candidature au poste du président ou de membres du conseil d’administration de
déposer leur candidature auprès de la commission électorale.
Tous les membres de la SJDF inscrits sur la liste publiée à la fin de 2017 peuvent
déposer leur candidature au poste de président.
Tous les membres de la SJDF inscrits sur la liste publiée à la fin de 2017, excepté les
personnes ayant déjà rempli trois mandats consécutifs en tant que membre du conseil
d’administration, peuvent présenter leur candidature au poste de membre du conseil
d’administration.
Les candidats au poste de président sont sollicités de présenter, par courrier, sur une
feuille libre (format A4) leur programme ou une lettre de recommandation (format A4),
adressée à la commission électorale, avec le nom des cinq membres de la SJDF qui
soutiennent leur candidature.
Calendrier éléctoral
annonce (envoi de l’annulaire)
date limite des candidatures
publication des candidatures
scrutin
dépouillement
publication des résultats
approbation par l’Assemblée générale

le 7 mars
le 20 mars
le 1er avril
les 6, 7 et 8 avril
le 9 avril
début mai
le 1er juin

Les élections seront organisées par voie de scrutin en ligne.

Dans ce but, nous prions les membres qui n’ont pas encore actualisé leurs
informations personnelles de bien vouloir le faire à partir de la page web suivante :
https://inscription.sjdf.org/

Commission électorale de la SJDF (Tetsuro Negishi)
150-0013 Maison franco-japonaise
ch. 505 3-9-25, Ebisu, Shibuya, Tokyo

