2019 年度全国春季通常理事会

議事録

一般社団法人 日本バーテンダー協会
日時 2019 年 6 月 15 日(土)

12:30~14:30

場所 イイノカンファレンスセンター Room B（千代田区内幸町）
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 総会議長予定者 1 名
合計 42 名
議長

早川惠一(会長)

議事進行

上野秀嗣(専務理事)

議事録作成

林 壮一（編集委員長）

議事録署名人 早川惠一（会長）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、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、森公三郎、高坂壮一、耳塚史泰、井口法之、水澤泰彦、
山田高史、勝亦誠、林壮一、岸久 CCF 理事長、
（加藤緑 事務局長）
1.会長挨拶
早川会長

本年は創立 90 周年を迎えまして、本日、式典、祝賀会を開催いたします。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、非営利法人、共益的活動を行う法人として、
協会の一元化の組織改革を行う為、皆様のご協力をお願い申し上げます。

【議事】
第１号議案

2018 年度 事業報告

各統括本部、各局各委員会、活動報告
早川会長

2 月 17 日には組織改革についての緊急重要会議を開催し、組織改革の重要性を理解して頂いた。

協会活動ではコンプライアンスを重視し、活動法令を守る協会活動をすること、そのために協会組織運営
について、ガバナンス強化の組織作りを課題にいたしました。残念ながら倫理違反なども発覚したため、
運営の透明化、抜本的な改革を執行部、財務局、総務局、各統括本部長と精査を行った。賛助会様 2 社と
タイアップして、研究会を行ったが、残念ながら全ての支部では行われなかった。賛助会各社と意見交換
する賛助会会議を実施した。5 月末現在の正会員数が 2917 名、コムラード会員 140 名、計 3057 名となっ
ている。協会改革の転換期ですが、引き続き会員増強のご協力をお願い致します。
各統括本部長

より、活動報告と本年度活動予定が合わせて発表された。
（議案書参照）

四国統括本部

大澤本部長から、第 46 回全国バーテンダー技能競技大会の主管本部となります。徳島市

JR ホテルクレメント徳島にて開催いたします。皆様のご協力の程、宜しくお願いしますと説明がなされた。
【各局各委員会 活動報告】
総務局（高坂局長）
：全国通常総会、全国通常理事会、企画運営会議、5 月と 2 月に局長会議を運営。
技術研究局（井口局長）
：第 23 回全国 EBCC をホテルイースト 21 にて開催。72 名の選手が出場し、
グランプリは下廣選手（銀座支部）
。第 45 回全国バーテンダー技能競技大会をリーガロイヤルホテル広島
にて開催。32 名の選手が出場し、優勝は大久保選手（関東統括本部）
、第 15 回全国フレア・バーテンダー

技能競技大会は 8 名の選手が出場し、優勝は市川選手（関東統括本部）と報告なされた。
渉外事業局（水澤局長）
：第 45 回全国バーテンダー技能競技大会、第 23 回全国 EBCC において賛助会様
よりご協賛、出展を頂きました。賛助会会議を 3 月に開催いたしました。新賛助会に 3 社が入会された。
広報局（勝亦局長）：会員、賛助会の皆様のご協力のもと、協会情報を発信いたしました。N.B.A.カクテ
ルランキングでは、1200 通を超える投票をいただきました。
国際局（山田局長）
：IBA 会費が 850 ユーロから 1000 ユーロに値上がりする事になりました。2020 年度
の世界大会立候補国は、キプロス、ロシア、キューバとなっております。
検定試験委員会（上野委員長）
：本年度も厳正な検定試験を実施し、学科試験問題も作成いたしました。
編集委員会（林委員長）
：機関誌発行に向けて、毎月 1 回編集会議を開催。理事会、企画運営会議の議事
録を作成し、機関誌にも掲載している。各統括本部、各支部からのレポートをまとめて入稿し、機関誌に
掲載いたしました。
顕彰委員会（森委員長）
：ミスターバーテンダーに佐藤昭次郎名誉会員を、グランバーテンダーに 4 名の
方々を顕彰致しました。会長表彰、創立 90 周年特別功労賞、
「マイスターバーテンダー称号証書」の申請
を受け付けました。
以上の活動報告は、承認された。
第 2 号議案 2018 年度決算報告・監査報告
財務局

耳塚局長より決算報告。（決算書参照）

古田土監事、西方監事から監査報告がなされた。
（監査報告書参照）
以上の決算及び監査報告は、承認された。
第 3 号議案

2019 年度 事業計画（案）

各局各委員会、活動方針（案）
協会事業計画

早川会長から先ず、この後に行われる総会の議長に関東統括本部、松本克敏氏が指名され

満場一致で承認された。本日は協会創立 90 周年記念式典を帝国ホテルにて開催いたします。温故知新の
精神を忘れず、諸先輩方が守ってこられた協会を皆様方と共に大切にしていきたい。事業計画といたしま
しては、組織一元化のプロセスを構築し、抜本的改革への仕組みづくりを行う。非営利団体として共益的
活動の実施を徹底する。公益目的支出計画では、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会へ、協会の継続事業として寄付を行う。出版事業に関しても精査し、適正飲酒と洋酒セミナ
ーを開催する。国際規格 HACCP に沿った衛生管理セミナーを開催し、国民の利益に寄与していきたい。
組織改革の実行により、現在正会員数は 3000 名未満となったが、皆様方のご協力のもと、会員を増強し
ていきたい旨が伝えられた。
以上、事業計画（案）は承認された。
【各局各委員会 活動方針（案）】
総務局（高坂局長）
：協会創立 90 周年記念式典の時間変更等の報告、秋季通常理事会、企画運営会議の日
程が伝えられた。
技術研究局（井口局長）
：翌日の全国 EBCC のタイムスケジュールや、同会場にて技術研究部長会議の開
催の事、今後共通とする、全国バーテンダー技能統括本部予選会の大会パンフレットの説明がなされた。
第 46 回全国バーテンダー技能競技大会の日程、カクテル文化振興会主催の今年のフレアの大会は、
“IBA
フレアジャパンファイナル 2019”と名称が変更となり、募集要項についても説明がなされた。2021 年よ
り技能競技大会、EBCC 共に参加人数が変更となる説明がなされた。

渉外事業局（水澤局長）：協会主催の大会における各種ご協賛を依頼、賛助会入会におきましても精査し
入会して頂く。N.B.A.グッズは今後、賛助会員でもある、株式会社北澤企画事務所に依頼し、在庫を持た
ないように検討中であると説明がなされた。
広報局（勝亦局長）：協会が実施している各競技大会、講習会、統括本部、都道府県本部、支部活動をメ
ディア、マスコミ、お客様、賛助会員、コムラード会員の皆様へ発信していくと説明がなされた。
国際局（山田局長）
：A.P.C.C.は EBCC の優勝者を協会から派遣していたが、他の国際大会と変わりがな
いと判明した為、協会国際大会選考規定にて選出し自費での参加とする。協会国際大会選考規定の追記、
シェリー資格称号認定試験についても、シェリー委員会主催となる為、方針より削除いたしました。
検定試験委員会（上野委員長）
：評議員の定員の減少と公益目的支出の見直しの為、衛生講習会は 2020 年
度より廃止とする。2019 年度衛生テキストは機関誌 8 月号に掲載する。バーテンダー呼称技能認定試験の
是正を検討し、全国技能での試験問題のあり方も検討する。フレアの筆記試験は CCF のテキストから出
題すると説明がなされた。
編集委員会（林委員長）：機関誌発行に向けてチェック段階を増やし、間違いの無い機関誌にしていく。
協会 HP のデジタルアーカイブでデジタル化出来ていない、1967 年～1986 年の機関誌のデジタル化を今
年度中に行う。4 月、5 月報告の支部レポートは 7 月 25 日発行の 8 月号に 2 ヶ月まとめて掲載する。
顕彰委員会（森委員長）：今年度も顕彰規定をもとに会員の皆様の顕彰を行う。一連の協会改革提案を実
行していく中で、各統括本部、各支部の改善達成度等に鑑みた顕彰も検討したい。また公益目的支出にお
いて、協会以外で公益性の高い活動を行っている組織への協会顕彰も企画運営会議などで協議していきた
い旨の説明がなされた。
以上の活動方針（案）は、承認された。
第 4 号議案
財務局

2019 年度 予算（案）

耳塚局長より収支予算書（案）が発表された。
（予算書参照）

品野関西統括本部長
財務局

委託費の費用が前年より予算案では少ないように思うのですがと質問された。

耳塚局長より、関東統括本部の委託費が一部計上されていなかったので補正いたします。

以上の予算（案）は、承認された。
第 5 号議案
上野専務理事

理事・代表評議員・新支部長承認の件
関西統括本部、品野本部長を今期より副会長に推挙したいと提案された。

満場一致にて、承認された。
酒向副会長

来年は役員改選の年となりますが、定款の第 26 条の 2 にあるように、理事会の決議によっ

て理事の中から選定する事をご理解いただきたい旨が伝えられた。
以上の理事・代表評議員・新支部長承認の件は、承認された。
第 6 号議案
上野専務理事

その他
この度、組織改革の上での定款・運営細則の変更を行いましたので皆様のご承認をいただ

きたい旨の説明がなされた。
以上の、第 6 号議案 その他は、承認された。

以上をもって議案のすべてが承認され、2019 年度全国春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 6 月 15 日
一般社団法人 日本バーテンダー協会
2019 年度・全国春季通常理事会

