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全日本サーフキャスティング連盟 大阪協会３月度理事会議事録 

 

平成 23 年 3 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 41 クラブ(欠席無し) 

 

理事会開始前に 3 月 11 日に発生した、東北地方太平洋沖地震の犠牲者に対し全員で黙祷をし、哀

悼の意を表した。 

 

池田協会長挨拶 

・皆さんこんばんは、すでにご存知かと思いますが、東北地方太平洋沖地震で大変な事になって

います。 

犠牲になられた方のご冥福をお祈りいたします。報道等で津波の恐ろしさを見られたかと思いま

すが、怖いものです 

 

・藤原副会長を議長として 19 時 10 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常任理事会報告（協会長） 

（連盟議事録より転載） 

日時：平成 23 年 3 月 9 日（水）15 時 51 分～18 時 30 分 

場所：新大阪丸ビル新館 4 階 402 号会議室 

■議題 1 

平成 22 年度連盟役員・同本部役員 

・標記の件につき、名簿が配布された。両役員ともに少し変更がありました。 

・新協会長の紹介と挨拶 

愛知協会長 谷 太郎氏（ぴんぎすさあふ会長） 

石黒前愛知協会長の後を受け就任いたしました。不慣れな点多々ありますが、今後ともよろし

くお願いいたします。 

・新本部役員紹介 

事故防止部長 薬師寺定生氏（兵庫協会・三ツ星サーフ会長） 

監査役 上野雅春氏（大阪協会・レインマンサーフ会長） 

監査役 尾上章司氏（長崎協会・長崎あじさいサーフ） 

・連盟会長 本部役員については新任・留任ともに 2 月役員会に於いて要請し 3 月 

常任理事会において承認を得ますと 2 月議事録に明記されておりましたが就任応諾の挨拶に誤

解がありました。今後においても事務運営には慎重を期しますが、活動等に大きな支障を来た

さない程度のミスには何とぞご寛容に願います。 

■議題 2 

全日本キャスティング協会対抗戦   PT 広島協会 蔦広島協会長 

大会要項はすでに総会で配布し、会報およびホームページにも掲載されています。尚、参加申

込みの締め切りは 4 月 1 日（金）です。 

・参加資格についてですが団体戦については全日本サーフの会員以外の参加は認め 

ておりません。但し、個人戦に限っては友好団体の会員さんであれば可とします。 

・2 月役員会でも説明しましたが、会場の草刈をおこなう必要がある。全て業者に 

依頼すると高額になるので広島協会でもおこないますが木々の搬出や機械使用等で 10 万円を

連盟から支出願いたい。 

・議長 

本件について承認を求めます。拍手多数により、承認とする。 

■議題 3 

第 1 回北日本 SC 選手権大会   PT 北海道協会 

・松井 SC 部長（菅原協会長欠席のため代理） 
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PT 作成の大会要項を配布します。競技運営は全て連盟要項に準じております。 

・出席理事 

参加費に関して本大会は発音体（ビーバー）の貸し出しを認めている。一方連盟では貸し出し

はしていない。その部分に価格差が発生するが統一する必要は無いのか。 

・PT 協会長欠席でもあり、一方的に結論は出せない。次回開催の懸案事項として 

今回は要項案通りとする。 

・松井 SC 部長（関連事項） 

第 16 回ＮSC 選手権大会（申込期日 3/23）および東海道オープン（同・7/31）の案内書を配布

します。それぞれの参加申込期日を厳守し、私まで送付してください。また、各協会で選出し

ている SC 公認審判員ですが、連盟から貸与している公認審判員章を整理するので、選出届書

を 3 月末日までに本部 SC 部長まで提出してください。尚、本日見本として配布した届出書は

全日本サーフのホームページ（各種申請書）にあります。 

■議題 4 

第 94 回全日本キス投げ釣り選手大会   PT 高知協会 吉永協会長 

本日、大会要項を配布する段取りでしたが、手違いにより、間に合いませんでした。申し訳あ

りません。詳しくはホームページに掲載されております。尚、運営日程として会場申請を 3 月

25 日。バッジデザインは 5 月 6 日としております。デザインについては会員さんのご協力を是

非ともお願いします。 

・岡田愛媛協会長 

大会前日については規約を満たせば許されると思うが当日については如何なのか？ 

・連盟会長 

大会要項では大会不参加者の釣りは審査終了まで禁止するとなっている。偶々北陸協会さん絡

みで、メーカーさんの競技会と全キスの開催日が重複していた。したがって両行事に参加する

ことができるよう、メーカーさんの競技会場に全キスの受付・審査会場を申請すると三上北陸

協会長から聞いております。 

・出席理事 

キスの数釣りを好む会員さんはメーカーさんの競技会にウエイトを置いている。したがって力

の温存も考慮して全キスはペーパーになりがちと思う。 

・出席理事 

ペーパーでも参加には違いないのだから、メーカー競技会にのみ参加も良いのでは？ 

・出席理事 

ペーパーは受付を通過して無いのだから、不参加者と同じ扱いになる。 

・出席理事 

余り、縛りを作るより本人の意思に任せても良いと思う。 

・出席理事 

決定は本人の意思で結構だが、例えペーパー参加となっても、全日本の大会には参加申し込み

をするのが会員の基本に思う。 

・連盟会長 

多くある事例では無いので、今回は大会要項に従うしかない。それ以外はルールを変える審議

が必要となる。いずれにするかは以後の連盟会議に諮る。 

■議題 5 

第 34 回東西投げ釣り選抜 100 人の会   PT 本部/北陸協会 

・本部事務局から、運営日程表・大会案内書・大会規定、審判手引きが配布される。 

・三上協会長 

前回競技会場として塩屋海岸としていたが、諸事情にて波松海岸を正式競技会場として報告い

たします。また、10 名の審判員（正・副）を会場担当協会から選出するのは困難である。した

がって本部からも何名か選出してほしい。次いで審判員の経費（食事・宿泊）についても本部

負担をお願いしたい。 

・連盟会長 
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競技運営上の必要から 10 名としたものだが理事の意見の中で、通信機器（トランシーバー）を

活用すれば 5 名程度で足りるのではとの意見に沿い 5 名を会場担当協会から選出願う。また、

審判員の経費については了解します。 

・連盟会長 

競技運営に必要とする資材は事前に会場担当協会長まで送付します。競技規定の一部修正につ

いても、修正を施し正式規定書を作成し後日配布いたします。 

注・行事運営について予算の執行も含め、友好団体から全て一任すると了解はいただいておりま

すがその都度了解を得る連絡はおこなっています。 

■議題 6 

その他 

・大田事務局長 

'11 年度投げ釣り手帳ですが、余剰分の返却は 3 月末日までにお願いします。尚、配布明細はチェ

ックリストに表しております。 

・宗貞事務局次長 

 11 年度会員登録状況ですが、前年比 5％減であります。 

・野村会計部長 

第 93 回全日本カレイ収支および総会資料にある連結収支予測の修正版を配布いたします。 

・議長 

二件の承認を求めます。拍手多数により、本件は承認とする。 

・渡辺環境部長 

11 年度クリーンアップ実施計画書の提出は 4 月末です。また、事業終了の報告はホームページ

にある報告書にて二週間以内にお願いします。尚、事業取り組みについて各協会長の所信を 300

字程度にまとめ、3 月末までに提出してください。 

・薬師寺事故防止部長 

11 年度事故防止講習会の開催届（予定でも可）を 3 月末までに提出願います。尚、開催届はホ

ームページ（各種申請書）にあります。届けには実施日以外にも記入いただく部分があります

が、よろしくご協力願います。 

・池田大阪協会長 

第 43 回クラブ対抗キス投げ釣り選手権の大会のご案内を記し、大会要項として配布いたします。

尚、要項の中で注意事項②の前日の釣りについて「大会競技会場の中に限っては禁止する」と

改めた。 

・蔦資材部長 

役員の名刺ですが、注文は 4 月末までに申し込んでください。また、ネームシールについては

3 月末が締め切りです。 

 

第２号議案 第 129回春季大会について（PT 貝塚サーフ） 

・協会春季大会の参加者は、現在 277 名であるが、今回の地震で甚大な被害が発生している状況

の中で、春季大会を開催するべきかどうかについて皆さんの意見をお聞きしたい。 

（意見） 

・大会については開催すればどうか、ただし、参加費については、賞品代には当てずに被災地

へ義援金として寄付をすればどうか。 

 ・義援金については、連盟で取りまとめると考えられるので少し待ったほうが良いのでは、そ

れと先週に開催予定であった協会 SC 大会は中止しました（協会長） 

 ・協会会員の中には、今回の被災地へ釣りに行かれた方も多数おられると思う、それを考える

と中止するべきでは。 

 ・クラブ員からも、中止してほしいとの意見がある。 

 ・こんな時だからこそ開催するべきではないのか、経済を流通させる必要もあるのでは。 

  中止との意見が多数を占めたが、採決により決定することにする。 

★ 採決の結果、春季大会の開催は中止することに決定した 
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第３号議案 山陰バトル 2011について（事務局） 

・本日参加受付けを行っているとの報告があったのと、参加する方に大会本部よりゴミ袋が届い

ているので配布します、大会当日必ず持参をして下さいとの要請があった。 

 

第４号議案 SC春季通信大会について（片岡 SC次長） 

・東北地方太平洋沖地震により、中止した旨報告があった。 

 

第５号議案 SC協会対抗戦について（片岡 SC次長） 

・5 月 15 日に広島で開催される。参加希望者は、小山 SC 部長まで連絡をして下さい。 

 

第６号議案 2011年クリーンアップ活動について（山崎環境部長） 

・当日の活動内容についての報告があった、今回は参加される方の駐車場代金については、各ク

ラブでの負担とする事に決定した。 

・ゴミの仕分け等については、当日までに決めておく。 

・参加申込については、各クラブ 2～3 名を次月理事会にて申し込んで下さい。 

 

第７号議案 第 7回オープン大会について（事務局） 

・大会要項について説明があった。 

・協会の事故防止講習会を同時開催について「大阪海上保安監部」に確認したところ、講習をし

ていただけるみたいなので、当日事故防止講習会を開催することについて意見を聞く。 

★当日開催することについて決定 

 

第８号議案 第 43回クラブ対抗キスについて（事務局） 

・大会要項を配布し、内容について説明があった。PT については、昨年に引き続き大阪協会で行

う事になっているので皆さんの協力をお願いしたい。 

 

第９号議案 2011年度収支予測と予算案について（野村会計部長） 

・先月に引き続き本年度の収支予測について会計部長より説明があり、21 年度は、赤字にならず

収支均衡であったが、以降会員数の減少により収支がマイナス状況になってきている、今年は

20～30 万円程度の赤字となる見込みであり、今後の協会運営をどのように行っていくかの議論

を行った。 

（意見） 

 ・会員増を目指すために、ホームページを充実する 

 ・支出を抑える努力をするが、どうしても無理な場合は、会費の値上げも視野に入れる必要が

ある。 

 ・次年度は、会報「あげしお」の中身を見直し、ページ数等を精査し支出を抑える。 

 

第１０号議案 全日本キス投げ釣り選手権大会について（事務局） 

・協会からの会場申請については、古江会場（長居 FC）串本会場（大阪ｱﾝｸﾞﾗｰｽﾞ）の 2 会場を

申請する 

 

その他 

・大物部より、ウマヅラハギの協会記録について報告があった。 

実寸 39.1 ㎝（拓寸 41.0 ㎝）   釣人 西大阪サーフ 大鹿俊一氏             

釣場 愛媛県宇和島市戸島    釣日 2 月 27 日 

・審査の結果協会記録として認定された。 

 

・協会キス段位制認定についての、報告があった。全日本キス投げ釣り選手権大会の前日にキス
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の大会が開催されるが、この大会に参加する場合は必ずクラブの会長より協会長へ報告して下

さいとのお願いがあった。 

・資材部より、ネームシールの発注については 30 セットが揃ってから発注するが、今回は 30 セ

ットに達しなくても発注するので、希望者は 4 月理事会で申込してほしいとの要請があった。 

21 時 00 分閉会 


