
2016 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 定時会員総会 

 開催日時 2016 年 6 月 19 日（日） １５：３０～１８：００  

 開催場所 東京 イイノホール   

     

     

1・開会の辞 佐藤副会長より開会宣言がされる。    

     

２・会長挨拶 

本年は世界大会開催年であり、全会員の協力により、なんとしても成功に導きたいとの

お話がある。    

     

３・出席名誉会員・監事紹介     

【名誉会員】中村健二 河守勝次郎 佐藤昭次郎 益永泉一 長谷川馨 坂井正義   

岡本金己  宇座忠男  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   

【監事】   保志雄一 港信之     

     

【黙祷】 協会物故会員に対し黙祷が行われる。    

【定足数の確認】協会正会員数 3417 名 （2015 年 5 月 15 日現在）     

     評議員 206 名 委任状 2445 名 合計総数 2651 名    

（一社）日本バーテンダー協会、定款第 4 章 18 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（千葉県本部長）    

【副議長】 紺野志朗（北海道本部長）    

【副議長】 佐藤典之（東京都本部長 銀座支部長）    

【書記】 浅倉 淳（関東統括本部 常任幹事長）    

【書記】 黒田洋一（関東統括本部 財務部長）    

【議事録署名人】 酒向明浩（副会長）    

【議事録署名人】 上野秀嗣（副会長）    

 

第１号議案■2015 年度・協会 各統括本部 各局委員会 活動報告   会長 岸 久  

 ：2015 年度協会活動が報告される（議案書参照）。     

：一般社団法人の公益性について当局より指導を頂いている。世界大会を機に資

産の使い方を検討していきたい。      

 

■2015 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紙（先月号）にても掲載済につき議    

案書 P6～P16 ページ参照し承認。    

     

 ■2015 年度・総務局 活動報告            局長 古田土 雅行  

 ：2015 年度 全国春季通常理事会 全国総会 （仙台サンプラザホテル）  

 ：2015 年度 全国秋季通常理事会 （ホテルイースト 21 東京）   

 ：企画運営会議 8 月 3 月 （三笠会館）にて開催と報告がされ承認。  

        

 ■2015 年度・技術研究局・活動報告        局長 水澤 泰彦 

 ：第 42 回全国バーテンダー技能競技大会    

 ：第 12 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  

 ：第 20 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の開催。  

 ：大会運営マニュアル更新。      

 ：賛助会員主催カクテルコンクール後援 協力の報告がされ承認。  

    ※川島敦義 福井県本部長より、現状の毎年東京で開催される全国エリートバー

テンダーカクテルコンペティションと毎年開催地が変わる全国技能競技大会を

入れ替え、若者の交流を図ったらどうかと質問。 

     岸会長より、厚生労働省がエリートは後援していない等、レギュレーションか

らも見直す必要があり難しいとの回答。 

  



 ■2015 年度・渉外事業部 活動報告         局長 川島 庄平 

   新賛助会員 雄山（株） （株）田中文悟商店 ユナイテッドインターナショ

ナル（株）大和貿易（株）（株）レーベン販売 新潟県佐渡海洋深層水（株） （株）

レイジ―スーザン 村岡食品工業（株） フィリップモリスジャパン（株）  

 退会賛助会員 アルカン エマナック マルコメ 三井食品 吉田金属工業 

3 月末現在で 67 社。 

  報告がされ承認。    

     

 ■2015 年度・広報局 活動報告         局長 秋山 俊介 

 ：協会情報、NBA ニュースリリース発送    

 ：カクテルランキング集計     

  報告がされ承認。 

   

 ■2015 年度・国際局 活動報告           局長 耳塚 史泰 

 ：国際バーテンダー協会年次総会    

 ：世界カクテル競技大会（w.c.c) の引率    

：アジア・パシフィック・カクテル・コンペティションにおける戸沢貴光会員の 

優勝    

  の報告がされ承認される。   

     

 ■2015 年度・検定試験委員会 活動報告       局長 早川 惠一 

 ：「バーテンダー」呼称・技能認定資格    

  受験者 161 名 合格者 115 名 合格率 71.4％    

 ：「一般受験」    

  受験者 25 名 合格者 19 名 合格率 76％    

 ：「インターナショナルバーテンダー」呼称・技能検定試験    

  受験者 105 名 合格者 53 名 合格率 50.4％    

   報告がされ承認。    

     

 ■2015 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承認。   

     

 ■2015 年度・顕彰委員会 活動報告     委員長 森 公三郎 

 ：ベストバーテンダー15 名    

 ：会長表彰 11 名    

 ：マイスターバーテンダー9 名の報告がされ承認。    



     

第 2 号議案 ■2015 年度・決算報告・監査報告       局長 高坂 壮一  

 ：2015 年度決算報告。（詳細は議案書参照）    

   ：監査報告 保志監事、港監事より 2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで 

の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報告がされ承認。  

     

第 3 号議案 ■理事・代表評議員・新支部長承認の件     

 ：議長より新たに選出された理事を紹介  

 ：議長より議案書 P50～P54 ページの 2016 年度代表評議員並びに新支部長が 

紹介され承認。    

     

第 4 号議案 ■2016 年度・事業計画（案）       会長 岸 久  

 ：2016 年度活動予定が説明される。（議案書参照）    

 ：2016 年 10 月の w.c.c.ワールド・カクテル・コンペティション開催について  

  説明される。    

 ：2016 年 5 月 14 日 15 日プリズムホール（東京）にて行われた   

  東京ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾊﾞｰｼｮｰ&ｳｲｽｷｰｴｸｽﾎﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ 2016 開催の報告    

 ：サントリーカクテルアワードと世界大会の開催日を合わせてカクテルウィーク 

     として盛り上げていく予定  

 ：（一社）日本バリスタ協会を新たに友好団体として迎える 

  報告がされ承認。   

 

 ■2016 年度・総務局 活動方針（案）     局長 古田土 雅行 

 ：2016 年度春季通常理事会 全国通常総会      

 ：2016 年度秋季通常理事会    

 ：企画運営会議の報告    

 ：局長会議 年 6 回開催    

   報告がされ承認。    

     

 ■2016 年度・技術研究局活動方針（案）       局長 水澤 泰彦 

 ：第 21 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 43 回全国バーテンダー技能競技大会    

 ：第 13 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 

  3 つを世界大会と同時期に開催。 

：オフィシャルカクテルブックの改訂版を 9 月末までに発刊する予定   

    報告がされ承認。 



     

■2016 年度・渉外事業局 活動方針（案）      局長 川島 庄平 

 ：新賛助会員は 3 月末より 2 社増えており、詳細はホームページで随時更新  

：世界大会に向け広告、グッズ販売等の強化に努めると方針報告がされ承認。  

     

 ■2016 年度・広報局 活動方針（案）        局長 秋山 俊介 

 ：協会情報、NBA ニュースリリース発送    

 ：NBA 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。    

 ：オフィシャルホームページの活用や FB など情報提供協力の呼びかけ。 

※川島敦義 福井県本部長より、ホームページ上等でリクルート情報は扱えない

かとの質問。 

人材派遣業なども絡み、営業営利に関する事は難しいとの回答。 

報告がされ承認。  

    

 ■2016 年度・国際局 活動方針（案）      局長 耳塚 史泰 

 ：世界カクテル競技大会（w.c.c)       

 ：エリート・バーテンダー・コース     

 ：台湾ゴールデンカップに小山圭介会員 下村真一会員が出場。   

  方針報告がされ承認。      

  

■2016 年度・検定試験委員会 活動方針（案）    委員長 早川 恵一 

 ：2016 年度「バーテンダー」呼称技能認定試験    

 ：2016 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   

  2017 年 3 月 26 日（日）13:00 試験開始 全国共通 

    ：日曜に衛生講習会と同時開催することにより、試験を受けやすくする。  

 ：衛生講習会の講師を育成し、衛生講習会を行いやすくするとの方針報告がされ 

承認。    

     

 ■2016 年度・編集委員会 活動方針（案）        委員長 秋山 俊介 

 ：機関誌「Bartender」を中心とした編集委員活動の 方針報告がされ承認。 

    

 ■2016 年度・顕彰委員会 活動方針（案）        委員長 酒向 明浩 

 ：ベストバーテンダー    

 ：会長表彰    

 ：マイスターバーテンダー    



 ：準ミスターバーテンダー 

＊それぞれの顕彰項目について顕彰方針の説明、8 月に委員会開催予定。以上承認。  

     

第 5 号議案 ■2016 年度・予算（案）  局長 高坂 壮一  

 ：2016 年度予算（案）が協会と 9 統括本部分であると説明される。（議案書参照） 

  予算案が報告され承認。    

     

第 6 号議案 ■その他    

 酒向専務理事より、世界大会の概要について説明がある（別紙参照）。 

 

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 

2016 年度全国通常総会は、森公三郎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。    

     

                 議長                   

     

                 議事録署名人               

     

                 議事録署名人               

     

                 議事録作成者               

     

 2016 年 6 月 19 日 

 一般社団法人日本バーテンダー協会 

 2016 年度 全国通常総会 

 




