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全日本サーフキャスティング連盟 大阪協会 12月度理事会議事録 

 

平成 23年 12月 21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 39クラブ(欠席 2クラブ) 

 

池田協会長挨拶 

・本日の理事会にて協会の本年度の行事は全て終了します、今年は大きな事故も無く終える事

が出来ると感じていますが、東北地方の大地震をはじめ自然災害が続きまして沢山の被害が

出ました。 

・宮城協会としては、来年より自粛を解禁すると聞いております。 

・連盟においては、会員の減少が続いていますが、この問題を解決することは難しいと思って

います。今年 1年ご協力頂きありがとうございました。 

 

・議事に入る前に、全日本カレイの副賞とラッキー賞の賞品授与を行った。 

 

・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年末総会の報告（池田協会長） 

（連盟議事録より転載） 

平成 23年度年末総会議事録 

日時：平成 23年 12月 4日（日）12時 00分～14時 57分 

場所：新大阪丸ビル新館 4階 402号会議室 

■議題 1 

第 95回全日本カレイ投げ釣り選手権大会成績報告   PT徳島協会 

塩田徳島協会長 

・昨日の会議に於いて協会長さんおよび本部役員さんまで成績表をお配りしております。詳しく

はホームページにも掲載されておりますので、よろしく拝見してください。また大会レポート

では、悪天候が影響し、意中のポイントで竿を出せなかったと言う会場責任者さんの意見が多

くありました。尚、審査票の記入していただく事項を省略している方が多く見られた。次回大

会では必要事項は全て記入してください。 

・報告後出席者一同徳島協会さんに拍手で労う。 

広報部長 

・速報報告の他魚部門ですが現在Ｃランク以上となっております。これを他魚の採点方式（ポイ

ント制）に則り、次回の全キスから 0.9ポイント以上を届けるようにお願いします。 

議長 

・広報部依頼の件を含め全日本カレイ成績全般の承認をお願いします。異議なしとして議題 1 は

承認いたします。 

  

■議題 2 

本部・協会提出議案 

本部提出事項 

・来年度から、次の通り会議の開催を隔月としたい。1 月総会・3、5、7、9、11 月を 20 委員会

（14：00～）・本部役員会（15：00～）・常任理事会（16：00～）とし、12 月に限っては次年

度に向けた各種決議事項が多くあるので常任理事会（14：00～18：00）として開催します。 

・上記によって今まで開催していた連盟会長・副会長・協会長・本部役員会議と年末総会は廃止

になります。 

・会議が隔月になると日本記録魚の承認に支障を来たすことが予測されます。したがって常任理

事会終了後 30日以内の記録申請は、本部大物部長が所属する協会会議に於いて立会人（本部大

物部長・協会長・協会大物役員）の下、承認作業をおこなっても良い。但し、魚拓は常任理事
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会でも披露するが再承認の作業はおこなわない。 

・全キス・カレイ・クラブ対抗キス（大阪協会提案と併合）の一部見直しについて。参加率は現

在も 50～60％台を維持しているが、会員の減少とともに参加数も減少している。反面参加費は

18年間変更していないが、経費は上昇している。このままでは運営に支障が生じるので、数案

の見直し策の中から、参加費は現行通りとするが参加バッジを廃止することになりました。 

議長 

・以上の本部提案が昨日の会議で決議されております。これについて質疑をおこないます。異議

なしと認め、本部提出分は全て承認いたします。 

協会提出事項 

大阪協会提出 

・大物システムの中で大物登録をする場合、氏名の入力をおこなうと自動で当月が表示されるが、

これを前月表示にしてほしい。 

・クラブ対抗キスの参加バッジ廃止（前項で承認されているので省略） 

議長 

・大阪協会さんの提案も昨日審議の結果、決議されております。本日の出席者にご意見を伺いま

す。異議なしと認め大阪協会提出分を承認いたします。 

宮城協会提出 

・東日本大震災で特に激甚な被害を受けた会員三名の来期年会費を免除願いたい。 

・全キスの受付時間を変更していただきたい。 

議長 

・宮城協会さん要望の会費免除は了承する。全キスの受付時間は現行通りとするが、審査時間を

延長（12：30～13：00まで）することに決議しています。 

・本日の出席者にご意見をお伺いします。昨日会議の決議に異議なしとして宮城協会さんの提出

分は決議通りに承認いたします。 

大分協会提出 

・連盟会議を平日から日曜日に開催。 

・ホームページに掲示板のコーナーを設ける。 

・SC協会対抗戦に団体 5種目を新設。 

・友好団体に SC競技会の案内をおこなう。 

議長 

・昨日の会議では、連盟会議を日曜日の開催にすると協会行事と重複し、協会長の出席が減るの

で、現行通りとした。HPの掲示板新設は中傷合戦に繋がるおそれがあるので設置しない。5種

目設定については参加数や競技時間などを検討する必要があるので、各協会でシミュレーショ

ン後の審議とした。友好団体に向けての案内については、以前からおこなっており、今後もお

こなう。 

・以上の通りです。これについてご意見がありましたら、お伺いします。異議なしと認め、大分

協会さん提出分は上記の決議通り取り計らいます。 

兵庫協会提出 

・会報の充実を図るため、議事録を簡素化し、代わりに大物データーを掲載する。 

・全キス・カレイの盾を廃止し、タオルとする。 

・大会の表彰部門に新人賞や女性部門を設ける。 

・計測員の安全性アップと競技時間短縮を図るためポリカー製の防護盾を製作する。 

・SC5種目の参加基準 140mを 130mに下げる。 

議長 

・昨日の会議では、大物データーの掲載は了解。議事録掲載については現状通りのものとして掲

載する。全キス・カレイの盾は現行通りとする。新人・女性部門は年間表彰としておこなう。

防護盾は製作の前に価格や強度などを詳細に調べてからとする。5種目の参加基準は提案通り

130mとする。 

・以上のように決議しております。ご意見ご質問がありましたら挙手のうえお願いします。異議
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なしとして兵庫協会さんの提案は上記の通り取り計らいます。 

  

■議題 3 

各部局報告 

事務局 

・新年総会の案内は発送を済ませました。出欠や委任を問うハガキを同封しているので必ず投函

してください。本総会のハガキは 30％近くが返ってきておりません。 

会計部 

・本部会計の中間決算書を配布しております。今期も昨年ほどではありませんがマイナス決算が

予測されます。 

・次年度は多種の倹約策が実行されるので、マイナス決算は解消されると思います。新年総会で

は、もう少し精度の高い決算書を提出いたします。 

大物部 

・来年度から、今までのような大物バッジの発行はできません。その理由を以下に示します。 

・未着バッジの一部要因でもある材料（塗料）不足と製作費の値上げ。 

・値上げ容認および品質を落とし、発行を続けても継続発行に不安がある。 

・製作所の変更は新たな型代として数百万円が必要。 

以下の二協会は昨日欠席のため、本日意見をお聞きします。 

・岡山協会－バッジの存続・廃止はどちらでも良い。連盟の決定にしたがう。 

・北九州協会－品質を落としてでも、発行はしてほしい。 

連盟会長 

・大物バッチ発行・廃止に対するご意見は殆どの協会さんからお伺いした。このご意見を集約し、

本部の方針を決定いたします。尚、今後も現行通りの発行を望むと言うご意見もありましたが、

これについては不可能です。 

議長 

・以上、大物バッジに代わる具体的な品物は改めて発表いたします。したがって本会では現行の

大物バッジは今年度で打ち切ることに承認をいただきたい。但し、未着バッジと 23年度の釣魚

申請締め切り（12／10）分は発行いたします。また、未着バッジは各協会でも整理して来年 1

月 15日までに大物部まで申告してほしい。 

・それでは大物バッジの発行は今年度末で打ち切ることで採決を図ります。異議なしとして本件

は承認いたします。 

SC部 

・平成 24年 3月 18日に台湾で開催される SC競技会の案内が届いております。競技の種目は４・

5・6種目/ST-A種目/ST-B種目・ポイント種目です。 

・参加希望の方は 1月 15日までに松井 SC部長まで名簿提出のこと。 

・台湾遠征費用について従来通り支給するのかお伺いしたい。 

・SC部で使用する本部のコピー機ですが、現在故障しており、修理も不能です。したがって近々

に処分したいので、費用（数千円）を本部でお願いしたい。 

連盟会長 

・台湾遠征の初期目的は、台湾釣魚協会の要請により、キャスティング技術の指導及び競技の普

及目的から始まったと聞いている。以来数十年を経て今日では全日本サーフを凌駕する種目も

ある。全てとは申さないが初期の目的は達成された感がする。したがって競技参加の費用は自

費としていただきたい。但し、交流自体を自粛するものではないことから、組織を代表して連

盟役員が出向く必要がある場合にはその限りではありません。 

議長 

・ただ今の連盟会長の意見にご質問がある方は挙手の上、お願いします。異議なしとして台湾遠

征費用の助成金支給は廃止することで承認いたします。 

・コピー機の廃棄費用ですが、本部負担で結構ですか。異議なしとして本部費用により、廃棄処

分いたします。 
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資材部 

・本年 12月 3日現在の資材在庫表を配布しております。 

・釣り糸（アトミックライダー）の購入は協会単位で資材部まで申し込んでください。 

・全日本サーフのオリジナルバックルの製作要望が届いております。100 個単位の製作なので在

庫が懸念されるが如何取り計らいますか。 

議長 

・昨日の会議ではバックルは不良在庫となる気配が濃厚なので製作しないと決議している。 

広報部 

・活動紹介のリーフレットですが、配布から経年しているので設置先には少量になっていると思

われます。全日本サーフを PR する重要な資料です。補充のため早急に配布先の状況を調査・

連絡願います。 

企画部 

・キス級位・段位の申請は協会年末会議に配慮して 12月 20日まで延長いたします。尚、本日ま

でに 6協会 18名の申請があり、その内、段位申請者は 3名ありました。 

環境部 

・今年度のクリーンアップ実施状況を詳しくまとめた一覧表を配布しております。 

・会員の参加率が 50％以上あったのは 9協会でした。少数協会と比較して 100名以上の会員が所

属する 8協会の参加率が良くない。特に愛媛協会は 7パーセントと非常に少ない。 

・終了報告ですが実施日より 30日以上経過している協会は香川・岡山・北海道・新潟・東京の 5

協会です。報告書は早く提出することに留意いただきたい。 

・全体的には、各協会のクリーンアップに対する意識は 80％近くが向上している。 

事故防止部（薬師寺事故防止部長欠席のため渡辺兵庫協会長代行） 

・事故防止の意識を一層高める目的でホームページにコーナーを新設しております。ここには講

習会の実施状況や各協会事故防止部長の所信などを企画・掲載しておりますが未だ事故防止部

長の写真と所信が届いていないのは岡山協会と鳥取協会です。所信のみ届いていないのは和歌

山協会です。新年総会では空欄のない書類を提出いたしたいと思います。 

議長 

・書類の未提出協会さんには 12月 16日までに事故防止部長または渡辺兵庫協会長まで提出して

ください。新年総会の資料作成にも影響しますのでご協力願います。 

編集部 

・会報内容の充実に関し、原稿の提出依頼には必ず応じていただくよう再度お願いします。具体

的には連盟大会で好成績をあげた方や編集部企画の「釣りと私の人生」などです。また、兵庫

協会さん提案の大物データーは紙面の都合で掲載できない号もあります。 

事務局（宗貞登録事務担当） 

・来年度の登録用書類一式は各協会さんまで発送を済ませております。 

・各協会とも登録は平成 24年 2月末までにおこなってください。 

・23年度 10月以降に入会した方と 24年度に新規（復帰・移籍含む）加入される方には会員カー

ドを発行します。該当者の識別は会員番号でおこないますので、必ず 9 桁の番号を半角で入力

してください。 

・初年度登録会費の免除は復帰会員も認めておりますが、一年未満の退会者は継続であり、免除

の対象にはなりません。尚、この制度は一人一回に限ります。 

・登録名簿記入にあたり、不明な点がありましたら以下の事務局（宗貞事務局次長）までご連絡

願います。090-8240-0814 メール sinch@yamaguchi.email.ne.jp 

  

■議第 4 

平成 24年度行事日程 

連盟行事（抜粋） 

・1月 29日 新年総会・新大阪ワシントンホテルプラザ 

・2月 5日～4月 30日 SC春季通信大会 
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・5月 13日 SC協会対抗戦・PT広島協会 

・6月 10日 第 2回北日本 SC選手権大会 PT北海道協会 

・6月 17日 第 96回全日本キス PT愛媛協会 

・6月 24日 第 35回東西 100人の会 PT本部/愛知協会 

・7月 1日～10月 7日 SC夏季通信大会 

・7月 8日 第 44回全日本クラブ対抗キス PT大阪協会（京丹後市） 

・10月 14日 全日本 SC選手権大会 PT兵庫協会 

・11月 18日 第 97全日本カレイ PT本部 

協会周年行事 

・2月 26日 香川協会創立 50周年記念祝賀会・オークラホテル丸亀 

・7月 29日 広島協会創立 45周年記念釣り大会・山陰、浜田方面 

・9月 30日 大阪協会創立 45周年記念釣り大会・詳細未定 

  

■議題 5 

その他 

・次年度の協会長交代と木村宮城協会長から東北方面の釣り場状況の説明がある。 

上村脩氏（広島グリーンキャスターズ会長）挨拶 

・来年度から広島協会の協会長として就任することになりました。今後ともよろしくお願い申し

上げます。 

木村宮城協会長 

・宮城協会では震災後、釣り大会を自粛していました。来年度の 3 月頃には釣り場の選定に配慮

しながら協会釣り大会を解禁する方向です。 

・他協会の方に特にお願いすることですが、まだまだ被災された方には厳しい状況が続いており

ます。微細なトラブルが大きなものに発展する事案も発生しております。また、釣り場によっ

ては地盤沈下の影響で満潮時に通行不能となる所もあります。東北方面に釣行される場合は十

分な配慮とともにご注意を願います。 

 

第２号議案 第 1回大物名人戦結果について（湯浅大物部長） 

・11月 27日開催の協会大物名人戦の報告があった。（成績表当日配布） 

当日は好天となり、エントリーされた 37名全員の参加がありました、カレイが釣れていないこ

ともあり釣場は空いていた状態であった。成績は S割で決定したので、成績発表まで順位が分

からない面白さがあった。 

 

第３号議案 第 95回全日本カレイ大阪・兵庫合同納竿大会について（事務局） 

・両大会の結果については、成績表の配布を行い、特に報告はなかった。 

・次年度の納竿大会については、大阪協会が PTとなる。 

 

第４号議案 大阪協会結成 45周年記念大会について（池田協会長） 

・次年度に記念釣り大会を開催したい、日程は連盟の年末総会の時に知らせる必要があったので

9月 30日で予定しているが、後程 24年度の行事日程を決めるので意見を聞きます。 

 

第５号議案 平成 24年度会員登録について（事務局） 

・次年度の会員登録についての説明を行った、今回の変更点は「ふりがなの記入」が追加されて

いるので各クラブで間違いがないように記入して下さい。登録関係書類は、1 月理事会にて必

ず提出するように依頼した。 

 

第６号議案 平成 24年度行事日程について 

・24年度の協会行事の日程を決定した。 
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その他 

・大物部より、次年度の大物ダービーについての説明があった。（要項案配付） 

 

午後 9時 30分閉会 


