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全日本サーフキャスティング連盟 大阪協会９月度理事会議事録 
 
平成 21 年 9 月 16 日（水）午後 7 時～ 

於：大阪産業創造館 6 階会議室 E   出席クラブ 44 クラブ（欠席クラブ無し） 
 
■吉本協会長挨拶 
 9 月も半ばを過ぎまして来週はシルバーウィークがありますので、どんどん大物を狙って 10 月の理

事会で申請して下さい。本日の議題ですが、夏季通信大会、秋季大会、全日本カレイ、納竿大会とあ

りますので議事がスムーズに進みますようご協力お願いします。 
 
・藤原副会長を議長として 19 時 5 分議事に入る。 
 
第１号議案 全日本サーフキャスティング連盟９月度常任理事会報告（池田副会長） 

（連盟議事録から転載）  

平成 21 年 9 月常任理事会議事録 
日時：平成 21 年 9 月 2 日(水)16 時 00 分～18 時 19 分 
場所：新大阪丸ビル新館 5 階 506 号会議室  
■議題 1 
収支報告 
・第 90 回全日本キス投げ釣り選手権大会 
・第 32 回東西投げ釣り選抜 100 人の会 
・第 41 回クラブ対抗キス投げ釣り選手権大会 
※上記三行事の収支報告書の配布があり、野村本部会計部長兼ＰＴ担当から、詳細の説明がおこなわ

れました。 
※詳細説明の後、連盟会長より、短時間で容認する判断は難しい面があると思います。したがって、

事前に監査役まで収支関連資料のすべてを提出し、監査を受けている旨の報告がありました。 
※宗貞監査役より 8 月と 9 月の会議前の時間を利用して領収書、その他関連資料の精査をおこなった

結果三行事の収支は適正に処理されていると報告がありました。 
※議長は収支報告関し、質問の有無確認をおこなった後、出席者多数の拍手により、三行事の収支は

報告書の通り承認されました。   
■議題 2 
全日本ＳＣ選手権大会   ＰＴ香川協会 
・今回の競技会より、発音体（ビーバー）が鳴らない場合は投擲できないことを徹底する。但し、予

備あるいはＰＴが用意（販売）したものに交換した場合は投擲を認めます。（どちらも満たせない場

合はファールになります） 
・表彰に関し、今まではできるだけ多くの参加者を対象にしていましたが表彰品の値上げにより、従

来通りの表彰枠に（参加の 20％）すると報告がありました。 
・協会長に対する要請事項として自協会の会員が選手として参加している場合、極力来場して応援し

てほしいと意見がありました。 
※吉本大阪協会長より、発音体の件などに見られる通り、ルールの徹底事項を審議する会議に競技担

当である次長が欠席している。このことは当日の競技運営に支障が懸念されると質問がありました。 
※役員と云えども欠席はやむ得ぬ事情もあるので、無理強いはできない。しかし、行事に支障を来た

すほどの欠席も困るので機会をみて連盟会長より、質してみます。   
■議題 3 
第 91 回全日本カレイ投げ釣り選手権大会   ＰＴ山口協会 
・バッジデザインに 9 点の応募がありました。全てのデザインを回覧した後、出席者の挙手により、

香川協会・高松サーフ・増本敬三さんの作品に決定しました。尚、応募者全員に全日本サーフオリ

ジナルボールペンを進呈いたします。 
・会報「投げ釣り 225 号」に掲載されている会場一覧表で会場№11 渥美会場～№26 大崎上島の受付場
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所に訂正箇所があると指摘があった。該当の箇所は№26 の受付場所を垂水フェリー乗り場とし、順

に下から上にずれています。正しい資料は 7 月 17 日付でＰＴから協会長に送付してありますが、ホ

ームページ・大会広報・全日本カレイのコーナーでも確認できます。 
・本議事録の 5 ページでも会場一覧の修正表を掲載しております。 
※各協会、特に関連の会場に参加する会員さんには注意するよう、協会会議などの機会で良くお伝え

ください。 
・ＰＴの宗貞協会長より、先の全日本キスでは会員№と氏名が一致していない間違いがあり、集計作

業に大変手間取ったと聞きました。今回はその辺りを特に注意して参加書類を作成してください。

また書類の入力は容量の点からＦＤよりもＣＤを 用いていただきたいと要請がありました。 
■審議 4 
ＳＣ関連   松井ＳＣ部長/蔦広島協会長 
・放送機器購入の件（ＳＣ部提出） 
 ＳＣ競技大会に使用する放送機器の見積書を提出するので、本会にて検討願います。 
※年間の使用頻度を考えるとリースの方が安く付くのではと質問がありました。 
※対してリースの場合、借り入れから返却までを考えると一日単位にはならないことから、一概に

安いとも思えないとの意見も出ました。 
※ＳＣ部長はリース料金については念頭になかった。したがって料金を調べ、改めて報告するので、

購入あるいはリースのいずれかに決定してほしい。 
・発音体（ビーバー）の製作メーカーより、50 円の値上げ通告がありました。交渉の結果、40 円の値

上げに押さえました。会員さんに販売する価格は在庫管理の都合上、現行の 550 円から、600 円に

させていただきたい。 
※発音体（ビーバー）の販売価格を賛成多数の拍手により承認いたしました。尚、現在在庫が 300 個

ほどあります。この分は 550 円で販売します。 
・草刈費用の件（蔦広島協会長提出） 
競技会場の草刈ですが従来から草刈機を持つ会員に協力を仰いでおりました。しかし、会員の退会

などで草刈作業が困難になっております。そこで自走式の草刈機をレンタルしたいので検討願いま

す。尚、作業には二台必要なので、その費用の（総額 50,000 円燃料代とも）見積書をレンタル会社

から徴収しております。 
※議長は見積書の検討を要請する。出席者の検討・審議をおこない、賛成多数の拍手により、草刈機

のレンタルを承認いたしました。 
※尚、草刈作業に協力していただく会員さんは何方もこの種の機械扱いは不慣れだと思います。した

がって巻き込み事故なども想定されるので、機械から距離を取り、見張り要員なども配置するなど

安全対策を充分講じるように要請しました。   
■審議 5 
45 周年記念誌および祝賀会   渡辺記念誌編集長代理/大田事務局長 
・記念誌作成計画書＆実績表の配布と説明がありました。詳しくは計画書の通りですが個々の事項に

ついては担当者から各協会長まで要請をおこないます。したがって会員さんまでの連絡および提出

期限などを厳守するよう周知してください。 
・としだ大物部長より、ポイント紹介の原稿締切りを 10 月 10 日としています。すべて協会長を通じ

て提出していただきます。尚、9 月末時点で原稿未提出があれば督促いたします。また締切りを過ぎ

ての原稿提出は掲載できない場合があります。 
・協会長さんの原稿はすべて校正させていただきます。基本は誤字・脱字の校正ですが、記念誌の趣

旨から大きく逸脱する内容は訂正の連絡をいたします。 
・記念誌販売対象者を平成 22 年度登録会員と明記した資料もありますが、8 月議事録にある通り、平

成 21 年度の登録者が正式です。そのうえで、平成 22 年度新規登録者（継続以外）の方には入会祝

いとして記念誌はプレゼントいたします。 
※議長は販売対象者を確認し、プレゼントの件は賛成者多数で承認されました。 
・大田事務局長より、祝賀会の案内状を 9 月第二週に協会長またはメール事務局まで送付いたします。

尚、参加申込みは 12 月 5 日開催の年末総会といたします。   
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■審議 6 
会報広告公募   大田事務局長 
・詳細については本部役員および協会長さんに先月配布いたしました。各協会におかれては地元釣具

店さんなどに呼びかけていただければありがたく存じます。 
 広告掲載の呼びかけは今後もおこないますが、今回の公募締め切りは 9 月末になっております。尚、

広告原稿は掲載先から提出願います。 
・連盟会長より、釣具店さんの掲載は連盟行事の副賞品購入の対象店とさせていただきますと説明が

ありました。   
■審議 7 
大物バッジ発送   としだ大物部長 
・これまで各協会から申請されたバッジは業者さんから協会大物担当まで発送していました。そのこ

とにより、未着バッジを本部の大物部で完全に把握することは非常に困難でありました。それらを

明確にしたいので今後バッジは本部の大物部まで直接納品していただき、仕分け作業を経て各協会

に送るようにいたします。   
■審議 8 
その他 
・日本記録魚申請   としだ大物部長 
■釣り人 池之内寛一さん 大阪協会・サーフスキッパーズ 
■魚 名 コロダイ   ■長寸 拓寸 83.4 ㌢ 実寸 79.5 ㌢ 
■釣月日 平成 21 年 7 月 25 日   ■釣り場 和歌山県西牟婁郡 
※申請協会を代表して吉本大阪協会長立会いのもと魚拓を検寸するとともに申請資料を精査した結果、

すべて日本記録魚の要件を満たしており、承認されました。 
 
・谷後事故防止部長より、新型インフルエンザが再流行しているので注意するよう呼びかけがありま

した。予防法は広く伝わっているようにマスクの着用と帰宅時は必ずうがいと除菌剤などで手洗い

をおこなう。また感染した場合、完治するまで外出を控えることが蔓延を防ぐことになります。 
・大田事務局長より、平成 22 年度投げ釣り手帳の再校時期であり、手帳の中で「主要渡船・宿などの

リスト」および「協会名簿」の二点に変更がある協会は 9 月末までに文書にて事務局長まで提出し

てください。 
・宗貞事務局補佐より、8 月現在の会員登録状況資料の配布がありました。資料の中で、つり保険の欄

に丸印のない方は、未加入あるいは連盟指定以外の保険会社で契約しているものと想定されます。

この場合、加入を証明する書類を（写しで可）事務局長まで提出してください。 
・松井ＳＣ部長より、連盟主催のＳＣ競技会に会員以外の方の参加について審議してほしいと提案が

ありました。 
※連盟会長の見解では、会員さん以外の参加は会員の拡充を図る面では理解いたします。しかし現行

のルールでは釣り・ＳＣとも参加資格は全日本サーフの会員および友好団体に限るとなっています。

このことは趣味組織に見られがちな閉鎖的な観点からではありません。平常からルールや事故防止

に関する周知が図られている会員さんと違い、そのどちらにも不慣れな方の参加には多くの問題点

が懸念されます。しかも対象が連盟の行事ともなれば広範な措置を講じる必要もあります。したが

って必ずしも不許可を前提にした論議をするのではなく、危機管理の基本を念頭に置き、認めるの

であればルール改定と併せて釣り・ＳＣに対する整合性なども審議しておくことが重要であるとい

うことです。 
※議長の要請により、この案件を継続審議にしました。 
・金田筆頭副会長より、以前事故防止部長であったことが原因していると思うが、未だに事故防止に

関する書類が届く。その都度現在の谷後事故防止部長に転送していますが、書類発送に際しては毎

年新しく発行されている「連盟名簿」を確認するよう、要望がありました。 
 
第２号議案  協会混合キス釣り大会ついて（伊達混合キス担当） 

先日行われた混合キス大会について報告があった。 
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天候は良かったが釣果の方はあまり大した事もなく型も小さかった、トップは 18 匹でありました。

上位 5 名は来年の東西投げ釣り 100 人会の出場の権利を獲得されたが、野村氏が役員として参加され

るので、6 位の大阪投友会の廣瀬氏が繰り上がるとの報告があった。 
 
第３号議案  大阪協会夏季 SC 通信大会について（小山 SC 事務局長） 

まだ、日中は暑いので、午前 6 時集合、7 時より競技開始するので時間を間違えないようにとの要

請があった。参加申込及び資材注文の受付を本日行っている、また、10 月の全日本選手権大会につい

ては、大阪協会からは、6 名が参加との報告があった。 
 
第４号議案  大阪協会秋季大会について（PJ：大阪釣友サーフ） 

参加会場の中で、2 番の「熊野ロッジ」と記載がありますが、現在施設は無くなっているので「熊野

ロッジ跡」に変更する旨があったのと、来月の理事会にて会場責任者を発表するとの報告があった。 
 

第５号議案  第 91 回全日本カレイ選手権大会について（事務局） 

本日参加申込をしているが、訂正や変更等があった場合は事務局まで連絡をしていただきたい、会

員番号と氏名が違う場合は事務局から各クラブ代表者まで連絡する旨報告があった。本日配布してい

る会報「投げ釣り」の中で、大会会場が一部間違っていますので、正しい会場については、本日配布

しているプリントを見て下さいとの報告があった。 
 
第６号議案  大阪・兵庫合同納竿大会について（事務局） 

 大会要綱について説明を行った。今回の大会 PJ は兵庫協会で受け持つ、参加申込は、11 月理事会

で受付するとの報告があった。 
 
第７号議案  来期新入会員について（吉本協会長） 

 先月の理事会で、会員増のため協会費を 1 年間無料にすればどうかとの提案をしましたが、各クラ

ブ内での意見はありましたでしょうか、大阪協会では、連盟の年末総会へ提案したいので本日議論を

して決定していただきたい。提案内容としては「2010 年度より新規入会ならびに復帰する会員は、初

年度に限り連盟の会費を免除し、大物図鑑を贈る。但し、各人１回限りとする」 
各クラブに意見を聞くが、反対の意見はなく採決の結果賛成多数であるので、来年度から大阪協会で

実施する事に決定した。 
 

その他 

■太田事故防止委員長より、今現在、事故防止講習会実施報告書の提出しているクラブが 5 クラブあ

りますが、来月の理事会で提出をお願いしたい、来月に間に合わなければ、10 月末までに郵送して

下さいと要請があった。 
■池田大物事務局長より、45 周年記念誌に掲載するポイント紹介をお願いしましたが、必ず 10 月 10

日までに協会長まで提出して下さいと要請があった。同じく、45 周年の在籍表彰のためのチェック

リストについては、もう一度各クラブで確認し来月の理事会で提出下さいと要請があった。 
■沢田広報部長より、協会ホームページが更新しているので見てほしい旨と、各種大会時には、写真

を撮って広報に提供いただきたいとの依頼があった。 
20 時 01 分閉会 


