
2020 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 2020 年 10 月 4 日(日)   11:00~13:00 

                        場所  フェニックスプラザ 紙パルプ会館 3 階（東京都中央区） 

 

   出席者 理事 28 名（リモート 7 名） 顧問・相談役 3 名 監事 2 名    事務局 1 名  合計 34 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、西方 明(監事)、古田土 雅行（監事） 

出席理事：早川惠一、酒向明浩、執行英克、福原一成、中野陽介、上野秀嗣、高坂壮一、須田善一、 

耳塚史泰、水澤泰彦、井口法之、勝亦誠、林壮一、平井良紀（リモート）、佐々木直保（リモート）、金

田幸治（リモート）、坂入正義（リモート）、今井勉（リモート）、浅倉淳、田畑道崇、今井明弘、豊田浩

康、松葉道彦、田外博一、平井貴司（リモート）、上村理広、松岡浩司（リモート）、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。 

本日は、顧問、相談役、全国理事の皆様方には、全国秋季通常理事会にご出席賜り誠にありがとうご

ざいます。世界中で新型コロナウィルス感染症が萬延し、私達、バー業界も大きな打撃をうけました。 

コロナウィルス感染症の感染拡大の収束後、社会復帰の度合いにあわせた協会運営のシナリオを想定

しなければならないと思っております。来年度は支部組織を統合し組織の一元化を行います。法人法

などの法令に基づき、組織再編について、協会全体で計画を進めて参ります。 

協会の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。 

【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（坂入）●関東統括本部（浅倉） 

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

●九州統括本部（執行） 

  

【各局各委員会 活動報告】 

●総務局（高坂局長）：本年度 6 月にコロナ禍を鑑み、リモートを含めた縮小版の全国通常総会を行いま

した。来年、6 月 19 日（土）に 2021 年度全国通常総会を紙パルプ会館フェニックスホールにて開催

予定、10 月 23 日（土）2021 年度秋季通常理事会を新潟にて開催予定です。 



●管理局（須田局長）：会員増減報告が行われた。人事異動報告書送付先は管理局宛のメールアドレスに

お願いいたします。新入会員届は協会ホームページにて入会手続きを行うこととなりました。協会ホ

ームページのリニューアルに伴い、会員全員のメールアドレス登録をお願いいたします。 

●技術研究局（井口局長）：9 月 17 日（木）各統括本部、研究部長とリモート会議を行いました。全国

で、リモートによるセミナーを開催予定です。2021 年全国 EBCC を 6 月 20 日（日）ホテルイースト

21 東京にて開催予定、全国バーテンダー技能競技大会は、りゅーとぴあ新潟にて、10 月 23 日（土）

24 日（日）で開催予定。11 月後半に EBCC,技能競技大会共に募集要項を告知予定です。（有）クレシ

ェール様の退会に伴い、（株）北澤企画事務所様に指定製品 11 点の販売をしていただきます。協会ホ

ームページにて「バーテンダー技術探訪」という動画を配信しております。CT SPIRITS JAPAN

（株） のカクテルコンペの募集要項を協会ホームページ賛助会プレスリリースにて掲載しておりま

す。来年度の各統括本部の EBCC、技能競技大会の参加見込み人数を計測された。 

●渉外事業局（水澤局長）：（有）クレシェール様の退会に伴い、協会指定製品を（株）北澤企画事務所

様より販売と変更いたします。指定製品の内訳は、カクテルシェーカー（L）800ml、バースプーンロ

ング（右）（左）、メジャーカップ（目盛付き）、ミキシンググラス 800ml、ビターズボトル、ストレー

ナー、ペティーナイフ 15ｃｍが 2 種類、牛刀 21ｃｍが 2 種類、カクテルグラス、となります。販売方

法は、バータイムズストアの店舗、オンライン、競技大会会場にて行います。今後値上がりする商品

もあると思いますが、既製品につきましては、会員は通常価格の 2 割引にて購入が出来ます。N.B.A.

ロゴマークは有料にて刻印することが可能です。詳細は協会ホームページ、機関誌にて発表いたしま

す。昨年度、開催出来なかった賛助会会議を、来年 3 月に開催する予定となっております。 

●広報局（林局長）：コロナ禍により、リモートでの編集会議を毎月１回開催いたしまして、機関誌の

発刊に向け作業をしております。各局、各委員会からの報告を受けまして、機関誌に掲載、理事会等

の議事録を作成し、機関誌に掲載いたしました。今後、新たな特集ページを企画しております。 

 上記、提案事項は承認された。 

●検定試験委員会（勝亦委員長）：2020 年度検定試験の試験日は、11 月 8 日（日）13 時からとなります。 

 バーテンダー呼称技能認定試験は衛生問題を加え、酒類問題を 15 問、衛生問題を 5 問、計 20 問とな

ります。インターナショナル・バーテンダー呼称認定試験は衛生問題を無くし、酒類問題のみ 20 問と

なります。試験問題の到着日は、11 月 5 日（木）を予定、申請書の締め切りは、11 月 19 日（月）と

なります。回答用紙の返送は、試験日の翌日、11 月 9 日（月）消印有効となります。全国バーテンダ

ー技能競技大会の学科試験は酒類問題 20 問の出題となります。 

●顕彰委員会（執行委員長）：各統括本部より、ベストバーテンダー15 名、マイスターバーテンダー17

名の推薦を承認いたしております。来年度の全国通常総会の時、今年度の顕彰を出来なかったベスト

バーテンダー15 名、グランバーテンダー4 名、国際賞 1 名の顕彰を一緒に行う予定です。 

上野専務理事 第 1 号議案にご承認の方は挙手にてお願いいたします。 

 満場一致で、第 1 号議案は承認された。 

 

第 2 号議案 

2020 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 48 回全国大会準備報告（関東・関越） 

坂入関越統括本部長 日時は 2021 年 10 月 23 日（土）24 日（日）、会場はりゅーとぴあ新潟市民芸術

文化会館、劇場となります。コロナ禍の状況下、柔軟な対応で準備に努めてまいります。 

浅倉関東統括本部長 補足となりますが、来年はチケット制となり、観戦券は会員￥4000－、非会員

￥5000－、観戦券、表彰式懇親会共通券は、会員￥12000－、非会員￥15000－となります。コロナ禍

を鑑み、観客あり、無観客の場合の 2 通りを想定いたしております。第 26 回全国 EBCC は 6 月 20 日

（日）となっております。会場はホテルイースト 21 東京を予定。こちらも観客あり、無観客の場合の

2 通りを想定しており、無観客の場合は、一般の方は入場出来ず、会員のみ入場での開催となります。 

 

第 4 号議案 定款、運営細則、規定、新規および変更 

 上野専務理事 2021 年度都道府県別評議員の定数、2021 年度技能競技大会の選手枠、全国 EBCC の

定数について詳細に説明がなされた。定款、運営細則、規定、新規および変更点について詳細に説明

がなされた。運営細則、規定、新規は今回、追記、変更点など多いため、本日は承認を取りません。

皆様からのご意見をいただき、次回の企画運営会議を経て、春の書面理事会にて承認いただく予定で

す。各規定、新規について詳細に説明がなされた。新たな協会競技大会、イベント規定、同意書、協

会正会員住所と所属支部及び助成金規定、会員の勤務先住所と所属支部の件、について説明がなされ

た。新たな認定マイスターバーテンダーの顕彰、会員在籍年数による新たな顕彰について説明がなさ

れた。全国賛助会、本部賛助会入会のご案内について詳細に説明がなされた。協会呼称技能認定試験

要項について変更点、追記が詳細に説明がなされた。 

 

第 5 号議案 その他 

 上野専務理事 今年度より国際局を廃止いたしまして、協会直轄にて運営することになり、IBA 年次

総会が 10 月 26 日（月）23 時（日本時間）からリモートにて早川会長、元国際局長の耳塚局長に参加

いただきます。 

早川会長 沢山の定款、運営細則、規定、新規および変更という難題を上野専務理事に行っていただ

きました。熟読していただき、これからの協会活動に反映していただけたらと思います。今年度はコ

ロナ禍の状況下、各種イベントを自粛いただいておりますが、来年度も本部大会などを除いた他のイ

ベントは協会一元化が完遂するまで我慢していただきたい旨の説明がなされた。 

上野専務理事 その他、CCF から報告事項などございますでしょうか。 

岸相談役 ご報告といたしましては、N.B.A.、CCF として、菅官房長官（現総理大臣）、西村経済財

政政策担当大臣に総務省の産業分類の変更を陳情し、後に酒向副会長、上野専務理事と共にコロナ禍

対策室を訪問し、コロナ禍対策室室長から総務省にその旨を伝えることを御約束いただきました。こ

れからも定期的に陳情していく旨の説明がなされた。 

上野専務理事 本日は、コロナ禍の中、中村特別国際顧問、河守特別技術顧問にご出席いただいてお

ります。お一言を頂戴したいと思います。 

 



中村特別国際顧問 コロナ禍の中、早川会長をはじめ皆様方の、91 年の歴史をもつ N.B.A.を守ってい

く姿勢に感動と感謝の気持ちでいっぱいです。今後とも皆様方、暖かいご支援を賜りたく切にお願い

申し上げます。 

河守特別技術顧問 このコロナ禍に対し、執行部や皆様方の的確な判断とスピード感をもった実行を

していただき大変感謝しております。新生 N.B.A.として組織一元化へ向けて進んでいただけたらと思

います。今日までの皆様方の判断と実行力に心より御礼申し上げます。 

 酒向副会長 コロナ禍の中、様々な申請、要請をした中、“オーセンティックバー連盟”を立ち上げま

した。社交料飲組合様は接待を伴うお店の会員があることに対し、N.B.A.との違いがはっきりしてき

たと思います。しっかりとした技術団体として活動していただきたいと思います。 

 岸相談役 補足ですが、社交料飲組合様のガイドライン自体が遊興施設に入ってしまったことで、コ

ロナ禍の状況下では別業種の扱いになったことにより、各地域で分断などが起こらないように注意し

ていただきたい旨の説明がなされた。 

 

以上をもって議案のすべてが承認され、2020 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。 

 

 

 

 

 

                                  2020 年 10 月 4 日 

              一般社団法人 日本バーテンダー協会 

               2020 年度・全国秋季通常理事会 

 

 

           


