
2014 年度 全国通常総会議事録 

一般社団法人日本バーテンダー協会 

  2014 年 6 月 14 日（土） 15：30～18：00 

  ヒルトン福岡シーホーク 

        

物故会員黙祷  名誉会員 櫻井常吉 前北海道統括本部長 佐々木直     

1・開会の辞  佐山副会長より開会宣言がされる。      

   

２・会長挨拶  一般社団法人の新体制を迎え、連結決算をするべく各支部・統括本部の 

   会計処理の一元化を目指してきた。      

   今後の協会活動を運営するにあたり、皆様のご協力を賜り、健全財政運営へ 

   取り組んで行って頂きたいとの挨拶がされた。    

        

３・出席名誉会員・幹事紹介       

【名誉会員】  中村健二 河守勝次郎 佐藤昭次郎 長谷川馨 益永泉一   

   宇座忠雄 小森正清 木村義久 高島幸生      

   橋本昌三 志村光一 清水一夫 相原勝       

   小松利春 森山秀光 森野友夫 佐山義則      

【監査】  港信之 砂田道夫      

        

定足数の確認  （2014 年 4 月 15 日現在）      

協会正会員数  3682 名 出席名誉会員 20 名      

理事 17 名 新理事 13 名 監事 2 名 評議員 203 名 

   【出席正会員 255 名  委任状 2566 名 合計総数 2821 名】   

   

【出席理事】 岸久 森公三郎 酒向明浩 水澤泰彦 古田土雅行  

 上野秀嗣 川島庄平 秋山俊介 早川恵一 耳塚史泰 高坂壮一  

 鈴木秀幸 田口純一 品川敬一 清田正男 佐藤政美 坂入正義  

 佐藤喜代八 福田眞幸 細田良幸 西田良昭 増田隆史 品野清光  

 江川政和 福原一成 大澤洋仁 丸岡敏文 高橋弘行 執行英克  

 （一社）日本バーテンダー協会、定款第 4 章 25 条に基づき   

 本総会の成立が報告される。      

        

４・議長団選出       

【議長】  松本克敏（千葉支部長）      

【副議長】  岩永一志（福岡支部長）      

【副議長】  細川和人（宮城県本部長）      

【書記】  須田善一（関東統括本部 常任幹事長）      

【書記】  金田幸治（福島県本部長）      

【議事録署名人】 酒向明浩（専務理事）      

【議事録署名人】 佐藤喜代八（副会長）      



第１号議案  ■2013 年度・各統括本部 各局委員会 活動報告           

：2013 年度協会活動が報告される（議案書参照）。 会長 岸 久  

：2013 年度連結決算に向け透明な会計処理を行なうべく各支部・統括本部に 

協力を要請しましたが、支部 統括本部の決算が提出がされない所が多く  

片上税理士 協会役員も決算に取り組んだが残念ながら纏められなかった。 

 ：2014 年度は各支部財務部長・支部長が連携し決算への意識を高め、 

責任を持って会計処理をするよう求められた。     

：各支部旗の使用へのお願いがされた。      

   以上挙手にて承認される。      

 

■2013 年度・各統括本部活動報告      

議長よりの提案で各統括本部活動報告は機関誌（先月号）にても掲載済  

議案書 P6～P21 ページ参照し省略され、挙手にて承認される。  

    

■2013 年度・技術研究局・活動報告   局長 保志 雄一 

：第 18 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   

：第 40 回全国バーテンダー技能競技大会      

：第 10 回 N.B.A.フレアテンディング・バーテンダー・コンペティションの  

報告がされ挙手にて承認される。      

        

   議長よりの提案で翌日大会運営業務の為、2014 年度 技術研究局 活動方針（案） 

が繰り上げての進行がされる。      

        

■2014 年度・技術研究局活動報告（案）       局長 水澤 泰彦 

：第 19 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開催 

 ：第 40 回全国バーテンダー技能競技大会開催    

 ：第 11 回 N.B.A.フレアテンディング・バーテンダー・コンペティション開催 

 ：各支部主催のコンペティションに際し、必ずイベント報告書・審査用紙を提出する

 よう報告され、挙手にて承認される。      

        

   ■2013 年度・総務局 活動報告    局長 高坂 壮一 

   ：2013 年度 全国春季通常理事会 全国総会     

：2013 年度 全国秋季通常理事会       

：企画運営会議      

：会員店舗、自宅住所データの管理をするべく支部へ要請したが、全会員の把握は 

出来なかった。      

   今後は各支部へ人事異動報告書の徹底がお願いされ、挙手にて承認される。  

   

   ■2013 年度・渉外事業部 活動報告   局長 川島 庄平 

   ：賛助会員各社の協賛依頼      

   ：第 18 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  

    



   ：第 40 回全国バーテンダー技能競技大会      

   ：第 10 回 N.B.A.フレアテンディング・バーテンダー・コンペティション  

   ：賛助会員会議等の報告がされ、挙手にて承認される。    

 

   ■2013 年度・広報局 活動報告         局長 秋山 俊介

   ：協会情報、N.B.A.ニュースリリース発送      

   ：カクテルランキング集計      

   ：第 18 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結果発表  

：第 40 回全国バーテンダー技能競技大会結果発表    

 ：第 10 回 N.B.A.フレアテンディング・バーテンダー・コンペティション結果発表 

   ：オフィシャルホームページの情報提供を報告がされ、挙手にて承認される。 

   

   ■2013 年度・国際局 活動報告     局長 耳塚 史泰 

   ：国際バーテンダー年次総会      

   ：世界カクテル競技大会（w.w.c)      

   ：オールワールド・オープンカップ      

   ：エリート・バーテンダー・コース      

   ：アジア・パシフィック・カクテル・コンペティション    

   ：べネンシアドール公式称号資格試験の報告がされ、挙手にて承認される。 

    

   ■2013 年度・検定試験委員会 活動報告   局長 早川 恵一 

   ：「バーテンダー」呼称・技能認定資格所得者    

   移行申請者 637 名 合格者７９名       

   ：「インターナショナルバーテンダー」呼称・技能検定試験資格所得者   

移行申請者 536 名 受験者 0 名 の報告がされ、挙手にて承認される。 

     

■2013 年度・編集委員会 活動報告   委員長 酒向 明浩 

：機関誌「Bartender」を中心とした編集委員活動報告がされ、挙手にて承認される。

      

■2013 年度・顕彰委員委員会 活動報告   委員長 森 公三郎 

：ベストバーテンダー１2 名      

   ：国際賞 1 名      

   ：会長表彰 12 名      

   ：マイスターバーテンダー25 名の報告がされ、挙手にて承認される。  

  

第 2 号議案  ■2013 年度・決算報告・監査報告    局長 古田土 雅行

   ：今期は各支部の連結決算が出来ず、9 本部の決算書が報告される。  

   （詳細は議案書参照）      

   ：2013 年 4 月１日から 2014 年 3 月３１日までの 2013 年度における会計及び 

  業務の監査を行い定款に反する事実はない旨を監査より報告がされた。 

   以上 挙手にて承認される。      

 



第 3 号議案  ■2014 年度・事業計画（案）      

   2014 年度・協会活動予定    専務理事 酒向 明浩 

   ：2014 年度活動予定が説明される。（議案書参照）     

挙手にて承認される。      

 

■2014 年度・事業計画     会長 岸 久  

：今年度は連結決算に向け会計処理を各本部ごとの決算とする。   

各支部も支部財務部長と支部長が連携し、決算報告をし統括本部へ提出する。  

：公益目的財産額（1 億 2 千 5 百万円）の今後の使用目的について説明がされた。

 （2016 年世界大会へ向けて）      

   挙手にて承認される。      

        

   ■2014 年度・総務局 活動方針（案）   局長 古田土雅行

   ：2014 年度春季通常理事会 全国通常総会      

：2014 年度秋季通常理事会      

：企画運営会議      

：イベント報告書提出の徹底等の報告がされる。     

挙手にて承認される。      

 

■2014 年度・渉外事業局 活動方針（案）   局長 川島 庄平 

：第 19 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   

：第 41 回全国バーテンダー技能競技大会      

：第 11 回 N.B.A.フレアテンディング・バーテンダー・コンペティション  

：賛助会員会議等の報告がされ、挙手にて承認される。    

      

   ■2014 年度・広報局 活動方針（案）   局長 秋山 俊介 

：協会情報、N.B.A.ニュースリリース発送      

：N.B.A.が実施している各競技大会・講習会・局及び協会活動など様々な  

事業をマスコミ、賛助会員各社に情報提供をしていきます。    

：第 19 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結果発表  

：第 41 回全国バーテンダー技能競技大会結果発表     

：第 11 回 N.B.A.フレアテンディング・バーテンダー・コンペティション結果発表

 ：オフィシャルホームページや FB など情報提供を報告がされ、挙手にて承認される。 

      

   ■2014 年度・国際局 活動方針（案）   局長 耳塚 史泰

   ：国際バーテンダー年次総会      

   ：世界カクテル競技大会（w.w.c)      

   ：オールワールド・オープンカップ      

   ：エリート・バーテンダー・コース      

   ：アジア・パシフィック・カクテル・コンペティション   

   ：べネンシアドール公式称号資格試験の報告がされ、挙手にて承認される。  

 



   ■2014 年度・検定試験委員会 活動方針（案）  委員長 早川 恵一 

   ：2014 年度「バーテンダー」呼称技能認定試験     

：2014 年度「インターナショナルバーテンダー」呼称技能認定試験   

：「バーテンダー」呼称認定試験      

2014 年 11 月 11 日（火）13：00 試験開始 全国共通と報告される。   

Q 名古屋支部河合会員より検定試験問題の範囲提示は出来ないのでしょうか？ 

 との質問がありました．      

A 早川委員長より問題量も沢山ある訳でもでもなく、バーテンダー資質向上の試験

ですので今後も新 N.B.A.カクテル・ブックの 1 冊の範囲から出題するとの回答。 

Q 名古屋支部河合会員よりインターナショナルバーテンダー呼称認定試験問題は 

I.B.A.本部から試験問題が来ているのでしょうか？    

 A いいえ。検定試験委員会が作成しておりますとの回答。   

 以上 挙手にて承認される。      

        

第 4 号議案  ■2014 年度・予算（案）     局長 高坂 壮一 

：高坂財務局長より 2014 年度協会予算（案）が説明される。   

（議案書参照）      

挙手にて承認される。      

        

第 5 号議案  ■理事・代表評議員・新支部長承認の件      

   ：議長よりの提案で第 3 号の前に第 5 号議案が進められる。   

   岸会長より議案書 P49～P50 ページの 2014 年度役員理事、役職者の紹介。 

   挙手にて承認される。      

：議長より議案書 P51～P55 ページの 2014 年度代表評議員並びに新支部長が紹介さ

れる。      

   挙手にて承認される。      

        

第 6 号議案  ■その他      

   ：第３回インターナショナル・バーショーチケット販売について酒向専務理事より 

説明される。      

   ：財務より支部会計は 2 ヶ月分を 15 日に締め、支部から本部へ提出するよう 

説明される。      

        

   以上をもって、議案の審議は終了し、議長より議案書の（案）削除が宣され 

2014 年度全国通常総会は、森副会長の閉会の辞をもって散会した。   

 

 

 

 

 

 

 



上記の決議を明確にする為、議長及び議事録署名人 2 名がこれに署名、捺印する。

  

 

 

 

 

 

 

 

   

2014 年 6 月 14 日      

   一般社団法人日本バーテンダー協会      

   2014 年度 全国通常総会      


