
2019 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 2019 年 6 月 16 日（土） 15:00～16：30 

   開催場所 東京 イイノホール   

     

     

1・開会の辞  酒向副会長より、開会宣言。 

総会議題のご検討ご協議、最後まで宜しくお願い致します。 

 

2・会長挨拶 本年は協会創立９０周年を迎える大きな節目の年で、 

  協会改革を始めさせて頂く年となり協会会員皆様には長年歴史のある 

  地域活動も改革を行って頂く事にご理解ご協力のお願いが 

  早川惠一会長からなされる。    

     

3・出席名誉会員・監事紹介     

【名誉会員】 中村健二 佐藤昭次郎 河守勝次郎 宇座忠男 小森正清 木村義久 高島幸生 森野友夫 佐山義則 

益永泉一 橋本昌三 長谷川馨 清水一夫 相原勝 佐藤喜代八 高橋弘行 増田隆史 保志雄一  

【監事】   西方明 古田土雅行     

     

【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 2963 名 （2019 年 6 月 15 日現在）         

評議員 184 名 委任状 2059 名 合計総数 2243 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（関東統括本部 常任幹事）    

【副議長】 松浦寛之（四国統括本部 幹事長）    

【副議長】 木村充男（東京都本部 渋谷支部長）    

【書記】 長谷川信介（関東統括本部 総務部長）    

【書記】 古谷義則（栃木県本部長）    

【議事録署名人】酒向明浩（副会長）    

【議事録署名人】執行英克（副会長）    

 

第１号議案 

■2018 年度・協会 各統括本部 各局委員会 活動報告   会長 早川惠一 

 ：2018 年度協会活動が報告される（議案書参照）。     

  ：会計について本部、支部の経費利用について過去の慣例を見直す。 

  ：運営の透明化、抜本的な改革を執行部、財務、総務と統括本部長と精査。 

  ：正会員数が会費未納者の退会処分などの実施や年会費徴収に移行した事で、 

    退会者がいたがコムラード・賛助会員は増えているので引き続き会員増強に 

   ついて皆様へのご協力とお願いなどの報告がされ承認。 



     

■2018 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（5 月号）にても掲載済につき 

議案書 P5～P13 ページ参照し承認。    

      

■2018 年度・総務局 活動報告         局長 高坂 壮一  

 ：2018 年度 全国春季通常理事会 全国総会 （イイノホール） 

 ：2018 年度 全国秋季通常理事会 （リーガロイヤルホテル広島）   

 ：会員資格喪失者の報告がされ承認。  

        

■2018 年度・技術研究局・活動報告       局長 井口 法之  

 ：第 23 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。 

    ：第 45 回全国バーテンダー技能競技大会    

 ：第 15 回全国フレア バーテンダー技能競技大会 

  結果は議案書 P15～P16 ページ参照  

 ：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・研究会の後援 協力の報告がされ承認。  

 

■2018 年度・渉外事業部 活動報告         局長 水澤 泰彦 

  ：賛助会員各社へのご協賛依頼報告 

  ：賛助会員会議開催の報告等議案書 P16 ページ参照し承認。    

  

■2018 年度・広報局 活動報告         局長 勝亦 誠   

 ：カクテルランキング集計へのご協力へのお礼。     

  議案書 P17 ページ参照し上記の報告がされ承認。 

  

 

 

■2018 年度・国際局 活動報告       局長 山田 高史 

  ：IBA の報告事項として会費が 850~1000 ユーロに値上がる。 

  議案書 P18～P19 ページ参照し上記の報告がされ承認。 

  

■2018 年度・検定試験委員会 活動報告     委員長 上野 秀嗣 

 ：「バーテンダー」呼称・技能認定資格      

 ：「インターナショナルバーテンダー」呼称・技能検定試験    

 ：第 45 回全国バーテンダー技能競技大会 

：第 15 回全国フレア バーテンダー技能競技大会の学科試験問題を作成。 

結果は議案書 P20 ページ参照し上記の報告がされ承認。     

   

■2018 年度・編集委員会 活動報告     委員長 林 壮一 

 ：機関誌「Bartender」を中心とした編集委員活動報告 

  議案書 P21 ページ参照し上記の報告がされ承認。   



      

■2018 年度・顕彰委員会 活動報告   委員長 森 公三郎 

 ：ミスターバーテンダー1 名 

：グランバーテンダー4 名 

：ベストバーテンダー15 名    

 ：マイスターバーテンダー称号証書 2018 年度申請者 47 名の報告がされ承認。  

 

第 2 号議案  

■2018 年度・決算報告・監査報告       局長 耳塚 史泰 

 ：2018 年度決算報告。（詳細は議案書参照）  

 

  ：監査報告 西方監事、古田土監事より 2018 年 4 月 1 日から 2019 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  

■2019 年度・事業計画（案）        会長 早川 惠一  

 2019 年度活動予定が説明される。（議案書 26 ページ参照）    

 ：昨年度より組織一元化へのプロセス、抜本的な取り組みについて。 

 ：会員の会費で活動する非営利団体として、会員から受け取る会費により、 

  その会員の共通する利益を図る為の共益的活動を行う法人としての、 

          公平な共益的活動の実施。 

 ：イベント計画書、報告書の管理精査, 本年度は協会に指摘される事のない様、統括本部、 

支部にて計画準備のお願い。  

 ：公益目的支出計画を遂行。 

  今年度は公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に 

公益目的支出計画 実施事業（継続事業）事業番号 継 2 の活動として実施。 

     協会は 1964 年の東京パラリンピックに募金活動を行い 334 万 4711 円を 

     寄付した歴史もあり今回の寄付を行う事は歴史的な継続事業として考えている。 

  ：「一人が一人を」one invites one 運動の継続へのご協力のお願い。 

  以上の報告がされ承認。   

  

■2019 年度・総務局 活動方針（案）   局長 高坂 壮一 

 ：協会創立 90 周年記念式典についての案内 

 ：2019 年度春季通常理事会 全国通常総会 会場 イイノホール 

 ：2019 年度秋季通常理事会 会場 JR ホテルクレメント徳島 

 ：企画運営会議は年二回の開催と報告がされ承認。    

      

■2019 年度・技術研究局活動方針（案）      局長 井口 法之 

 ：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  

 ：第 46 回全国バーテンダー技能競技大会の開催  

：賛助会員主催のカクテル・コンクールに後援・協力等の報告がされ承認。 

 



■2019 年度・渉外事業局 活動方針（案）      局長 水澤 泰彦 

 ：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 コンペティション開催に 

おける懇親会飲料・選手副賞などの協賛。  

：賛助会員様の希望にきめ細やかな対応に努めると報告がされ承認。  

    

 

■2019 年度・広報局 活動方針（案）        局長 勝亦 誠 

 ：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・局及びカクテルランキング等の 

     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 facebook など情報提供協力の呼びかけ  

   との報告がされ承認。 

 

 

■2019 年度・国際局 活動方針（案）      局長 山田 高史 

 ：アジアパシフィックカクテルコンペティションの出場選手規定の変更  

 ：協会国際大会選規定の変更 

  との報告がされ承認。      

 

 

■2019 年度・検定試験委員会 活動方針（案）   委員長 上野 秀嗣 

 ：2019 年度「バーテンダー」呼称技能認定試験    

 ：2019 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   

  2019 年 11 月 10 日（日）13:00 試験開始 全国共通  

 ：現制度での衛生講習会は今年度が最後、  

    2020 年からは衛生に詳しい先生方を各本部に派遣し衛生講習会を行う 

    との報告がされ承認。       

 

■2019 年度・編集委員会 活動方針（案）    委員長 林 壮一 

 ：機関誌「Bartender」を中心とした編集委員活動 

  ：ホームページ上のデジタルアーカイブにて 1967~1986 年まで機関誌が 

  今年度中にデジタル化されるとの報告がされ承認。     

■2019 年度・顕彰委員会 活動方針（案）     委員長 森 公三郎 

：創立 90 周年特別功労賞 15 名についての報告 

：例年通り顕彰規約に沿っての推薦・顕彰していくとの方針報告がされ承認。 

  

第 4 号議案  

■2019 年度・予算（案）    局長 耳塚 史泰  

 ：2019 年度予算（案）が説明される。（議案書参照） 

  一部記載に誤りがあった為、補正して予算案が報告され承認。     

 



第 5 号議案   

■理事・代表評議員・新県本部長・新支部長承認の件 

各々の就任の紹介、ご挨拶・報告がされ承認。 

 

 

第 6 号議案  

■その他    

  ：組織再編における定款（案）、運営細則(案)の変更等が 

     早川会長から報告され承認。 

     

 

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 

2019 年度全国通常総会は散会した。    

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。  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 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 全国通常総会  

  


