
2019 年度全国秋季通常理事会 議事録 

(一社)日本バーテンダー協会 

 

                        日時 2019 年 10 月 26 日(土)   15:00~17:00 

                        場所  JR ホテルクレメント徳島（徳島県徳島市） 

 

   出席者 理事 29 名 顧問・相談役 8 名 監事 2 名 CCF 理事長 1 名   事務局 1 名  合計 41 名 

出席者氏名 

   議長     早川 惠一 会長 

副議長    酒向 明浩 副会長 

   議事進行   上野 秀嗣 専務理事 

   議事録作成  林 壮一 

   議事録署名人 早川 惠一、古田土 雅行(監事)、西方 明(監事) 

出席理事：早川惠一、酒向明浩、執行英克、品野清光、中野陽介、上野秀嗣、森公三郎、高坂壮一、耳

塚史泰、水澤泰彦、井口法之、勝亦誠、山田高史、林壮一、平井良紀、佐々木直保、金田幸治、上坂理、 

坂入正義、須田善一、浅倉淳、今井明弘、西田良昭、松葉道彦、福原一成、竹本明生、大澤洋仁、上村

理広、山下和弘 

 

1.会長挨拶 

早川会長より、理事会開催にあたり挨拶が行われた。 

本年度は協会創立 90 周年を迎え、我が国を代表する業界団体として、新たな歴史を開くこととなりま

した。43 年間続けてきた公益社団法人から一般社団法人に移行し、法人法などの法令に基づき非営利

活動、共益的活動を行う法人として協会改革を行うため、皆様には組織改革にご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。本年度の協会活動報告と下半期活動予定が合わせて発表された。 

 

【議題】 

第１号議案 各統括本部・各局、各委員会報告 

 各統括本部長より、本年度活動報告と下半期活動予定が合わせて発表された。 

●北海道統括本部（平井）●東北統括本部（中野）●関越統括本部（上坂）●関東統括本部（須田） 

●中日本統括本部（今井）●関西統括本部（品野）●中国統括本部（福原）●四国統括本部（大澤） 

●九州統括本部（執行） 

  

【各局各委員会 活動報告】 

●技術研究局（井口局長）：第 24 回全国エリートバーテンダーカクテルコンペティションに 66 名の選手

が出場し、グランプリは吉住選手（銀座支部）でした。アメリカでは約 900 種の職業がインターネッ

ト上でデータベースとして管理されていることに倣い、我が国でも職業情報提供サイトを立ち上げる

こととなり、厚生労働省からバーテンダーの職業の登録に関して撮影協力依頼があり、協力させてい



ただきました。来年度より職業情報提供サイトが立ち上がる予定です。別紙にて各統括本部、各支部

のサントリーカクテルアワードの応募作品数が報告された。本年度のカクテルアワードは土屋選手（倉

敷支部）が受賞いたしました。翌日の第 46 回全国バーテンダー技能競技大会のタイムスケジュールの

説明がなされた。第 25 回全国エリートバーテンダーカクテルコンペティションは 2020 年 6 月 21 日

（日）ホテルイースト21東京にて開催予定、明日の大会終了後に募集要項を配信させていただきます。

2021 年度より参加人数の定数が変更されます。第 47 回全国バーテンダー技能競技大会は 2020 年 10

月 4 日（日）名古屋東急ホテルにて開催予定となります。 

上記、提案事項は承認された。 

早川会長 厚生労働省からの依頼は、日本標準職業分類の中の大分類 E、サービス職業従事者の中の  

中分類に飲食物調理従事者の中の番号 392 番にバーテンダーと明記されていることに関して撮影協力

が来たということです。 

●総務局（高坂局長）：協会創立 90 周年記念式典を 6 月 15 日（土）帝国ホテル東京にて開催いたしまし

た。2020 年 3 月 8 日（日）に企画運営会議を開催予定。2020 年度の全国通常総会は 6 月 20 日（土）

紙パルプ会館にて開催を予定している。財務部長、技術研究部長会議、検定試験委員長会議は通常通

り行う予定です。全国秋季通常理事会は 10 月 3 日（土）名古屋東急ホテルにて開催予定。企画運営会

議に関しても 9 月、3 月に開催予定。収益を伴う支部のイベントに関しては自粛をお願い致します。 

 上記、提案事項は承認された。 

早川会長 協会改革を行う上で、収益を伴う支部のイベントに関しましては自粛をお願いいたします。 

 会員の継続意思確認と自宅住所の確認を 11月 1日から 12月 20日の期間で行っていただく事に関しま

しても日程厳守でお願い致します。 

●渉外事業局（水澤局長）：第 46 回全国バーテンダー技能競技大会、第 24 回全国エリートバーテンダー

カクテルコンペティション、お酒と健康ライフ・最新洋酒セミナー大阪にて賛助会の皆様から御協賛

をいただきました。N.B.A.グッズ販売は明日の全国大会終了後、移行期間を設けまして、株式会社北

澤企画事務所に販売を依頼致します。これからは東京銀座にある“バータイムズストア”、インターネ

ット、全国大会ブースでの販売を予定しております。2020 年度は第 47 回全国バーテンダー技能競技

大会、第 25 回全国エリートバーテンダーカクテルコンペティションにおいて御協賛依頼を予定してお

ります。 

 上記、提案事項は承認された。 

●広報局（勝亦局長）：公益的活動の一環として協会ホームページに全国バリアフリー対応店舗の掲載を

予定しております。各統括本部長にエクセル表を送付いたしましたので、各統括本部にて支部からの

情報を取りまとめていただき、12 月 15 日までに返信していただけますようにお願い致します。 

 上記、提案事項は承認された。 

早川会長 全国バリアフリー対応店舗のホームページ掲載につきましては、当協会にとって公益目的活

動また国民の皆様に広く飲料文化を提供するという非常に重要な活動となるため、御協力の程どうぞ

よろしくお願いいたします。 

●国際局（山田局長）：今年度の A.P.C.C.クラシック部門において、下廣選手（銀座支部）が優勝いた

しました。 

 上記、提案事項は承認された。 



●検定試験委員会（上野委員長）：2020 年度から衛生講習会のシステムを変更いたします。新しいシステ

ムを構築いたしまして、皆様にご報告させていただきます。 

 上記、提案事項は承認された。 

●編集委員会（林委員長）：毎月 1 回、広報局と連携いたしまして編集会議を行い、速やかな機関誌の発

刊に向けて作業しております。今年度は協会創立 90 周年記念号を酒向副会長を中心に編集し、発刊い

たしました。機関誌におきまして、賛助会様からの広告依頼をお受けいたしました。協会ホームペー

ジの会員ログインページにて、適正飲酒セミナーで使用したテキストを掲載させていただきました。

当日出席されていない会員の皆様にも、ご一読いただけるようにご指導くださいますようお願い致し

ます。 

 上記、提案事項は承認された。 

●顕彰委員会（森委員長）：2019 年度はミスターバーテンダー、グランバーテンダー共に該当者がござ

いませんでした。ベストバーテンダーは統括本部から推薦を頂いた 15 名の方々を顕彰いたしました。

本年度は協会創立 90 周年を記念し、特別功労賞として、全国 15 名の方々を顕彰させて頂きました。

N.B.A.国際賞は A.P.C.C.クラシック部門で優勝された、下廣選手（銀座支部）を顕彰いたします。

A.P.C.C.が IBA 主催ではない事が判明したために、A.P.C.C.優勝者の国際賞の顕彰は今回が最後とな

ります。N.B.A.認定マイスターバーテンダー称号証書の推薦を 8 統括本部から 18 名頂いております。

ミスターバーテンダーの顕彰規定の付則（5）の説明がなされ、10 年間変わっていない顕彰規定に関

しても変更を考えていると報告がなされた。2020 年度のグランバーテンダーは推薦を受けているので

企画運営会議、理事会で決議いたしまして顕彰させて頂きたいと思います。ベストバーテンダーにつ

きましては、15 名の推薦を受けているのですが、1 名の方が顕彰規定をクリアされていない為、再考

していただくように推薦者にお願いしております。 

 上記、提案事項は承認された。 

 

第 2 号議案 

2019 年度 4～7 月期収支中間報告 

耳塚財務局長より収支中間報告として、貸借対照表と正味財産増減計算書の説明がなされた。 

上記、収支中間報告は承認された。 

第 3 号議案 第 46 回全国大会準備報告（四国） 

四国統括本部長 大澤 明日、10 月 27 日（日）12 時より、第 46 回全国バーテンダー技能競技大会

を四国統括本部主管で迎えることとなりました。当日は何かと不手際があるかもしれませんが、皆様

方の御協力の程、どうぞよろしくお願い致します。 

上野専務理事 よろしくお願い致します。 

第 4 号議案 第 47 回全国大会等進捗状況報告（中日本） 

 中日本統括本部 今井  2020 年 10 月 4 日（日）名古屋東急ホテルにて、第 47 回全国バーテンダー

技能競技大会を開催予定。会場の広さ、部屋数に関しましては問題ないかと思います。ポスター等に

関しましてもご相談の上に進めていきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願い致します。 

第 5 号議案 役員改選 

早川会長  役員改選におきまして、新本部長、新理事を選出される統括本部があると思います。  



統括本部長が変わられるのは、関西統括本部、四国統括本部。理事が変わられるのは、関西統括本部、  

中日本統括本部、関越統括本部とお聞きしております。企画運営会議にて推薦をいただき、理事会に

て承認させていただきたいと思います。顧問、相談役に関しまして、2 名の方がご定年を迎えられるこ

とになり、来年度は新顧問、相談役の方をお願いすることになります。名誉会員に関しましても推薦

させていただきたい方がありますので企画運営会議にて推薦させていただきます。来年度は評議員の

改選の年にもなり、今年度の会員継続意思確認を行った後に各統括本部の評議員の定数を決めること

になります。来年度、前倒しで新組織に移行する東北、関東、中日本、関西、四国、中国統括本部と

移行しない統括本部とございますが、来年度は同じ算出方法にて評議員の定数を決めたいと思います。

来年度、新しく出来る局、統合する局、廃止となる局に関しまして上野専務理事よりご説明させてい

ただきます。 

上野専務理事 年会費が協会に直接振り込まれる事などに対応する管理局を新設することに伴い、各

統括本部にも管理部を設け、人選に関しましてもお願い致します。広報局に編集委員会を統合して、

国際局は廃局とさせていただきます。IBA に関する事は協会直轄で行います。それに伴い各統括本部

の国際部も廃部となります。 

上記、提案事項は承認された。 

第 6 号議案 その他 

 早川会長 理事会、総会でも提案し承認いただく事ですが、定款と運営細則の変更案をご持参いたし

ました。組織改革に伴い変更しなければならない所の変更案の細やかな説明がなされた。対象経費の

ガイドラインの資料が配られ、イベント運営の表記についても説明がなされた。 

 上野専務理事 協会経費規定、協会交通費規定、協会旅費規程の新たな追記をいたしまして、それに

伴い、IBA 年次総会、WCC の旅費規程は協会旅費規程の中に組み込みました。昨今の協会への様々な

問い合わせに対処する為に、日本バーテンダー協会憲章を作成し HP にも掲載いたします。 

 早川会長 明日の大会で、今後の全国大会をより良くする為に専務理事が大会運営に携わることに伴

い、前会長の岸 CCF 理事長に審査員をお願いしようと思っております。今後、N.B.A.バッチは入会時

にお配りした黒のバッチに統一させていただきます。2021 年の全国大会の開催候補である新潟で全国

大会を開催するかどうかを 11 月中に上坂本部長よりお返事をいただきたい旨が伝えられた。 

 岸 CCF 理事長 IBA フレアジャパンファイナルは N.B.A.会員だけでは出場選手も枯渇状態だったの

で、CCF がお受けする形で今回は全国大会と併催させていただきます。来年度からは開催日、開催場

所も精査し、出場選手選出等にかかる費用は CCF にて拠出する予定です。11 月 24 日（日）にホテル

イースト 21 にてジンポジウムを開催いたします。明日の全国大会では、執行部が決められたことです

ので、CCF 理事長として審査員をさせていただきます。 

 上記、提案事項は承認された。 

 

 

以上をもって議案のすべてが承認され、2019 年度全国秋季通常理事会が終了した。 

上記の決議を明確にする為、議事録署名人は署名捺印する。 



 

                                  2019 年 10 月 26 日 

              一般社団法人 日本バーテンダー協会 

               2019 年度・全国秋季通常理事会 

 

 

           


