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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 23 年 9 月 27 日（火）午後 7 時～ 

於：大阪産業創造館 6 階会議室 E   出席クラブ 40 クラブ(欠席 1 クラブ) 

 

池田協会長挨拶 

・皆さんお疲れ様です、協会行事も残り秋季大会のみになりました、まだ暑い日が続きますが体

調管理に充分注意して下さい。 

 

・議事に入る前に、フィッシングショップ爆釣夢追人によるアトミックスライダーの商品説明会

を行った。 

 

・藤原副会長を議長として、午後 7 時 20 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（池田協会長） 

（連盟議事録より転載） 

日時：平成 23 年 9 月 7 日（水）16 時 07 分～17 時 38 分 

場所：新大阪丸ビル新館 4 階 402 号会議室 

■議題 1 

行事会計の報告 

会計部   野村会計部長 

・全キス・東西 100 人会・クラブ対抗キスの三大会の収支と東日本大震災および本部会計の中間

報告を配布資料により報告いたします。尚、震災の義援金ですが、10月末が締め切りとなって

おります。全ての協会から会員人数分の入金がありましたら、本部立替と同額となる目算です。 

・本部会計（中間）の中で、東日本大震災の支援物資の会計ですが緊急を要することなので、助

成金として扱っておりますが、震災会計に繰り入れするのが本来と思うので、義援金がまとま

り次第の協議で決定します。 

池田議長 

・行事収支および会計（本部・震災）の中間報告について質問を受け付けます。 

・質問なし。よって賛成拍手多数として全ての会計報告は承認いたします。 

■議題 2 

全日本キャスティング選手権大会   PT香川協会 松井香川協会長 

・要項通り 9月 4日に参加申し込みを締め切りました。その結果を報告いたします。 

1種目 8 名、2種目 3名、3種目 12名、4種目 11名、5種目Ａ14名、同じくＢ種目 7名、6種

目 2名、女性種目 1名、ＳＴＡ15名、ＳＴＢ16名、ポイント種目 8名の合計 12協会・97名で

した。 

・友好団体からの参加は、ＮSC、全投連、台湾運動協會の三団体からありました。 

・表彰については、決定通り参加数の 20％とする。注（四捨五入となった場合は 2名の表彰とす

る） 

・公認審判員の方は必ず公認バッジを付けてください。また計測は 100ｍ離れた位置からお願い

します。 

・要項に昼食の注文受付欄を設けていましたが少ないので、未だ注文をしていない参加協会には

追加受付をしますのでご連絡ください。 

・次の件について広島協会さんに依頼いたします。Ａコートの防護ネット借用。台湾運動協會一

行の受け入れ準備。 

連盟会長 

・台湾一行の訪日歓迎行事については従来、広島でおこなっている要領で取り計らいをお願いし

ます。 

■議題 3 
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第 95回全日本カレイ投げ釣り選手権大会   PT徳島協会 塩田徳島協会長 

・大会事務作業は滞りなく進めています。懸念するところは 9月 29日を締め切りとしている大会

参加バッジデザインの応募がないので、よろしくお願いします。尚、大会要項ならびに会場一

覧については、会報 238 号およびホームページの大会広報にある全日本カレイのコーナーに掲

載されております。 

■議題 4 

20委員会審議報告 

本部   大田事務局長 

・本日第 6 回の委員会を開催いたしました。昨年の決算で 200 万の赤字となっているのはご承知

のとおりです。このままだと数年で繰越金も底をつきます。そこで具体的倹約策として投げ釣

り手帳を廃止し、替わるものとして会員カードを発行することは 7 月会議で決定されておりま

す。ただし、手帳は全廃でなく、縮小版として発行するようにいたしました。 

出席理事 

・会員カード発行の目的をお聞かせ願いたい。 

大田事務局長 

・最大の目的は倹約をおこない、将来的には投げ釣り手帳の廃止です。 

出席理事 

・手帳を廃止してまでカードを発行することは意味が無いと思う 

連盟会長 

・手帳は廃止ではありません。事務局長の報告通り掲載内容を縮小したものとして発行します。

また、割愛した部分は会報およびホームページに掲載します。会員カードについては、各々が

会員番号の確認時における利便性。さらには会員として自覚を抱く要因となることを目指して

います。 

・手帳の割愛する記録部分などは携帯電話からリアルタイムに知ることができる工夫もおこない

ます。 

出席理事 

・携帯電話から閲覧できるようにするための初期費用は数十万を要するのではないのか？ 

連盟会長 

・情報は携帯用としてのものですから、数万円程度です。またカードにあるＱＲコードの有無に

ついては制作費に影響しないと確認していますので、付随させます。 

池田議長 

・手帳およびカードについてこれ以上の議論は既に決定されている事項の再審議となります。し

たがってこの辺りで議論を打ち切ります。 

大田事務局長 

・20委員会では今後の審議として会議の開催数などを抑える具体案作りをおこない、年末会議ま

でには提示いたします。 

池田議長 

・それでは休憩をおこないます。（17時 03分審議再開） 

■議題 5 

その他 

宗貞事務局次長 

・毎年 2 月末までにおこなうことが義務付けされている会員登録ですが、登録時の内容を良く把

握されていない協会が見受けられます。登録には、継続・新規・移籍・復帰の 4 種類がありま

す。また、会員番号ですが一人一番号で全国に同一する番号はありません。 

①番号は協会 No.２桁・クラブ No.３桁・個人 No.4桁の合計 9桁です。 

②継続会員は今まで通りの番号です。 

③新規会員は新しい番号を取得します。 

④退会の場合、退会者の番号は必ず欠番扱いとしてください。 

⑤復帰の場合は以下の通りです。 
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※退会直前まで在籍していたクラブに復帰する場合は欠番扱いの番号が復活します。 

※他協会または他クラブに移籍する場合は新たな番号を取得するようになります。 

※移籍や復帰した場合、新旧の会員番号を事務局および大物部に通知してください。これを怠る

とそれまでに獲得している大物記録に支障を来たします。 

※初年度に限って連盟会費が免除となる制度ですが、復帰者も該当しますが、前年度在籍した方

が 2 月を過ぎて登録する場合は免除の対象とはなりません。復帰とは 1 年以上退会していたも

のを指します。 

・これらのことは本日配布の資料にも表しておりますので、各協会の事務担当者まで周知徹底を

お願いします。 

渡辺環境部長 

・9 月 7 日現在のクリーンアップ実施計画および終了報告書のまとめを配布いたします。中で徳

島協会が空白になっていますが、7月 24日に終了しており、ホームページにも掲載されており

ます。お詫びして訂正いたします。 

・既に実施済みの協会の中で、未提出協会は早急に報告書の提出をお願いします。 

事故防止部 

薬師寺部長欠席のため渡辺兵庫協会長代理報告 

・今年度の事故防止講習会終了報告および関連書類の提出状況を記した一覧表を配布いたします。 

・提出書類の中で担当者の写真と所信は提出期限を 8 月末迄としておりましたが守られていない

協会があります。また、終了報告はありましたが欠けている書類もあります。いずれも、現状

の明細は一覧表にてチェックしておりますので、未提出部分に該当箇所がある協会は 9月 20日

（火）迄期限の延長をおこないますので、必ず提出（メール）してください。 

連盟会長 

・提出書類は決められた期日を厳守していただかないと担当者の事務作業が非常に手間取り、余

分な経費も発生します。何らかの事情にて遅れる場合は、その旨を担当部署まで連絡する程度

の配慮はしてほしい。 

SC公認バッジについて 

松井 SC部長 

・各協会に対して貸与しているバッジの管理状況を届け出てくださいと期限を設けて要請してい

たが未回答の協会があります。本日は回答のあった協会分を一覧表として作成しておりますの

で配布いたします。 

・各協会には担当者の交代などでバッジの行方が不明となっているケースもあるようですが本部

では貸与状況は全て把握して毎年の総会資料に明記しております。したがって不明バッジは紛

失として弁済をお願いします。 

大物部 

としだ大物部長欠席のため池田大物次長代理報告 

・8月に承認いただいたマダイの記録寸法ですが、実寸の 5％を上回る 102.2cmの寸法でした。し

たがって許容範囲の寸法である 102.0cm を正式記録寸法として訂正してください。尚、会報お

よびホームページでは訂正した寸法を掲載しております。 

池田議長 

・本日の議題は全て終了いたしました。時間は 30分程度残っていますので、質問等があれば受け

付けます。 

・質問なしと認め本会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

第２号議案 協会クラブ混合キス大会報告（伊達段位制担当） 

・8 月 29 日に開催した。天候も良くまずまず釣れたのではないか、池田協会長が個人優勝をさた。

個人順位の 5 位までの選手は、次年度の 100 人会の出場資格を与えます。 

 

第３号議案 協会夏季 SC通信大会について（片岡 SC副部長） 

・9 月 4 日に開催予定であったが、台風の影響によりやむなく中止とした。今年度の協会 SC 大会
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は、春夏共に中止となった。 

 

第４号議案 全日本 SC選手権大会について（片岡 SC副部長） 

・10 月 16 日に広島で開催される、参加者は、3 種目 1 名、SC－B 種目に 3 名、ポイント種目に

1 名と協会長とで参加する。 

 

第５号議案 第 130回協会秋季大会について（PT 貝塚サーフ） 

・39 クラブ 266 名の参加があり、各会場の審査担当クラブの発表があった。 

 

第６号議案 第 95回全日本カレイについて（事務局） 

・協会の締切は本日であるので、必ず本日中に申込を済ませて下さいとの要請があった。 

 

第７号議案 大物名人戦について（池田協会長） 

・大物名人戦の開催要項を配布し説明をした。日時は、11月 27日に開催。 

・次月理事会にて、再度内容を詰める。 

 

第８号議案 連盟への協会提出議題について（池田協会長） 

・大阪協会からは、大物システムの修正と連盟主催大会のバッジを廃止して、賞品等を充実して

ほしいの 2点を提案する。 

 

その他 

・ 

午後 8 時 20 分閉会 


