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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 24年 3月 21日（水）午後 7時～ 

於：大阪産業創造館 6階会議室 E   出席 36クラブ(欠席 3クラブ) 

 

・藤原副会長を議長として 19時 05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本部役員会・常任理事会の報告（池田協会長） 

平成 24年 3月本部役員会・常任理事会 

日時：3月 9日（水）・場所：新大阪丸ビル新館 

本部役員会 5階 500号会議室≪15：00～16：00≫ 

■議題 1 

平成 24年度本部役員 

・今期の連盟役員（常任理事会の項参照）と本部役員ですが、まず松井ＳＣ部長と杉野監査役のお二人

から退任の意向が示されております。したがって後任のＳＣ部長に永松美智也氏（大分協会・ダイナミッ

クサーフ）・監査役として町田富士雄氏（千葉協会・千葉サーフ）のお二人に要請し、了解を得ておりま

す。尚、承認はこの後の常任理事会で得ます。 

■議題 2 

全日本ＳＣ協会対抗戦   ＰＴ広島協会 

・上村協会長 要項については新年総会で配布した通りです。尚、締め切り（3月 30日）以降の参加申し

込みは受け付けないことを事前にお知らせしておきます。 

■議題 3 

第 2回北日本ＳＣ選手権大会   ＰＴ北海道協会 

・菅原協会長 後援先を要項に明記しておりますが、その通りで良いですか。 

・連盟会長 問題ありません。 

・菅原協会長 会場使用の協力先として昨年と同じく（株）苫東に要請しております。尚、同地が仮設住宅

などの候補地になっている話もあるので予備会場も確保しておりますが現在のところ使用できる見通し

です。 

参加費についてですが、連盟大会より 500 円アップとなっておりますが、これは発音体（ビーバー）の貸

出料が含まれているものです。また本大会は記録公認の大会です。したがって競技は連盟ＳＣ大会の

規定通りおこないます。 

■議題 4 

第 96回全日本キス投げ釣り選手権大会   ＰＴ愛媛協会 

・岡田協会長 会場一覧表を配布いたします。修正箇所がありましたらご指摘願います。尚、今大会から

審査時間のみ 30 分延長して 12：30～13：00 となっております。また他魚の採点は小数点第 4 位を四

捨五入し、表示は第 3位までとする。同ポイント・同匹数は同順位になります。 

■議題 5 

第 35回東西投げ釣り 100人の会   ＰＴ本部・協力愛知協会 

・大田事務局長 先日、ホテルおよび競技会場の下見に谷愛知協会長と出向きました。今回は焼津方面

を候補地として探しましたがホテルが予算的に無理なので、一昨年と同じ弁天島温泉の中にあるジ オ

ーシャンを仮予約してあります。したがって競技会場も一昨年と同じ大倉戸海岸となります。また、案内

については 3月中にメールでおこないます。尚、競技審判員の 5名と会場お手伝いとして 5名程度を愛

知協会と中部協会で手配すると報告を受けております。 

・連盟会長 審判員の経費は昨年と同じ予算の範囲内で連盟負担といたします。尚、昼食を競技会場で

食べられる審判員には弁当を用意いたします。また、競技連絡として携帯電話をご用意願います。以下

は競技スタートの確認です。 

※スタートは一番遠いブロックの選手がブロック内に入ったことを審判員が確認し、本部席で待機する競

技委員長に連絡する。 

※審判員の連絡を受けた競技委員長は、3～5 分後の時間をスタート時間に設定して他の審査員にも連
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絡する。 

※各審判員は競技委員長が設定した時間までは競技をスタートさせてはいけない。 

・宗貞事務局次長 成績確定のスピードアップを図るため決勝戦に進出する 40名には事前にカードを引

き、同匹数に対処いたします。競技委員長には個々のカード番号を集計本部まで通知してください。 

・帷企画部長 100人会にキス段位制で段位（現在初段 3名）を獲得された方にも案内してほしい。 

・連盟会長 現時点で案内することに支障は無いが、現在容認している 120 名以上の参加になると競技

全体に支障が出る。したがってその辺りを念頭に置き、将来的な案内方法を検討したい。 

 

-本部役員会終了- 

常任理事会 4階 402号会議室（16：09～17：56） 

議長挨拶 

本会の議長に池田本部専任議長（大阪協会長）を選出する。 

連盟会長挨拶 

・岩田連盟会長 1 月の総会以来初の常任理事会であります。今期も常任理事各位のご協力を得ながら

連盟運営をおこなって参りたいと思いますので、何とぞよろしくご協力をお願いします。 

■議題 1 

平成 24年度連盟役員・本部役員 

・連盟会長 連盟役員すなわち協会長さんですが、こちらは既に協会から選任されています。今期は香

川協会長に松井保氏から青木定信氏、広島協会長に蔦一二一氏から上村脩氏、新潟協会長に杉晶一

氏から藍沢剛氏と三協会に交代がありました。次に本部役員ですが、松井ＳＣ部長と杉野監査役が退任

し、新ＳＣ部長として永松美智也氏（大分協会・ダイナミックサーフ）がＳＣ部長に、新監査役として町田

千葉協会長に要請しそれぞれ了解を得ております。またお二人以外の役員についてはすべて本日の

役員会で留任要請をおこない受諾いただいておりますので本会に於いても承認願います。 

・池田議長 それでは本部役員の承認を求めます。異議なしとして本案は承認されました。 

■議題 2 

全日本キャスティング協会対抗戦   ＰＴ広島協会 

・上村広島協会長 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。

参加申込みの締め切りは 3月 30日（金）を厳守願います。 

尚、今回から土地所有者さんのご好意で会場近くにある常設トイレの使用許可をいただきました。競技

会終了後には清掃することは基本ですが、きれいに使用するよう心掛けてください。したがって仮設トイレ

の設置はありません。 

■議題 3 

第 2回北日本ＳＣ選手権大会   ＰＴ北海道協会 

・菅原協会長 大会要項案を配布します。競技は記録公認の大会なので連盟ＳＣ規定の通りおこないま

す。参加費に関しては発音体（ビーバー）の貸し出しを認めているので通常の連盟大会より 500 円アッ

プしています。競技会場は昨年と同じ場所を予定しております。 

■議題 4 

第 96回全日本キス投げ釣り選手大会   ＰＴ愛媛協会 

・岡田協会長 大会会場の一覧表を配布いたします。今回は 52 会場の申請がありました。修正箇所など

がありましたらご指摘願います。尚、審査時間のみ 30 分延長し、12：30～13：00 締め切りとなっていま

す。会員さんまでの周知をお願いします。 

・渡部愛媛協会事務局長 大会要項および会場一覧に修正指摘がありましたので改めて修正を施したも

のをメール送信いたします。 

■議題 5 

第 35回東西投げ釣り選抜 100人の会   ＰＴ本部・協力愛知協会 

・大田事務局長 前夜祭と宿泊ホテルおよび競技会場などの事前下見を谷愛知協会長とおこなってきま

した。今回は焼津方面を探してみましたが予算面が大きな障害となり、一昨年と同じ大倉戸海岸を競技

会場とし、ホテルも弁天島温泉の中にあるジ・オーシャンを仮予約しました。尚、各協会・友好団体・メー

カーさんまでの案内は 3月中におこなう予定です。 
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・帷企画部長 役員会でも提案しましたが、昨年からメーカー大会の優勝者に案内をしていますが、加え

てキス段位制の有段者の方にも同大会の案内をおこないたい。 

・連盟会長 現時点では案内自体に支障ありませんが、選手が 120名以上になると競技全体に支障があ

る。将来的に段位獲得者も増えてくると思うので、その辺りの選別については今後の協議といたします。 

■審議 6 

その他 

・大田事務局長 20 委員会では現在の常任理事制度を審議しています。内容は議決権を有する理事が

クラブ会長となってから、常任理事の役割が有名無実なものになっていると思います。したがって今後常

任理事の立場をどのような形にするのかと言うものです。今後も審議を続けながら、都度具体案を常任

理事会に諮りたいと思います。 

・渡辺環境部長 今年度のクリーンアップ実施計画書を配布いたします。各協会には 3 月 7 日期日で計

画書の提出を要請していましたが、提出があったのは 11協会です。期日のあるものは守っていただくの

が原則です。今回未提出の協会には 3月末までに必ず提出してください。 

・薬師寺事故故防止部長（欠席のため渡辺環境部長）今年度の事故防止講習会関連の書類一式を配布

いたします。同じものがホームページの各種申請書のコーナーにあるのでダウンロードできます。尚、人

命救助に関する書類を書式化いたします。次に、 

今期事故防止部長を交代された協会は新部長の写真と事故防止に関する所感を本部（事故防止部

長）に提出してください。また、講習会の開催届も 3月末日までに提出してください。 

・池田大阪協会長 第 44回クラブ対抗キスの要項案を配布いたします。要点部分ですが開催日は 7月 8 

日（日）・参加申し込み締め切りは 6月 10日（日）となっています。 

・宗貞本部事務局次長 今年度の登録が確定したので明細を配布いたします。今期の登録総数は 2945

名。内訳として継続会員は 2769名（女・少 78名）。新規・復帰の移籍としての登録は 92名です。減数

は 193名です。尚、ＩＴ化により昨年のデーターに存在していない方が継続会員となっているケースや連

盟仕様以外の様式で名簿の提出などが見受けられた。これらは集計作業の大きな障害となるので良く

確認していただきたい。 

・大田事務局長 投げ釣り手帳の余りがあった協会は 3 月末までに本部事務局まで返却してください。ま

た、退会された方の会員カードも合わせて返却してください。 

尚、退会された会員さんのパスワードは 3月 7日付で抹消しております。 

新規・継続・移籍会員さんの会員カード（無償）およびパスワードについては 3 月中に発送いたします。

次に昨年お渡しをした会員カードでクラブ側の不備で再作成（有償）を希望する方は 3月 15日までに、

本部事務局長まで携帯またはメールで連絡してください。 

・野村会計部長 第 95回全日本カレイの収支報告書を提出いたします。尚、16,714円の大会余剰金が

発生しておりますが、これは本部会計に繰り入れいたしました。 

-休 憩- 

・渡部広報部長 会報に原稿提出していただいた方にプレゼントする全日本サーフオリジナルの品物とし

てキィーホルダーを新調いたしました。商品は会報 241号（9ページ）に紹介しています。 

・としだ大物部長 新大物バッジおよび特別大物バッジの見積書を早川徽章さんと三起カップさんの二社

から提出いただき、本日回覧しております。大物部としては価格と将来的なものを見据え、本会で了解

いただければ三起カップさんに決定したいと思います。 

・池田議長 新バッジの発注先に承認を求めます。異議なしとして発注先を三起カップさんに決定いたし

ます。 

・岡山協会から、会員さんの釣魚をハゼグチあるいはマハゼなのか鑑別してほしいと写真提出のうえ要請

があった。マハゼなら日本記録になるが、奥村岡山協会長は鑑別に難解な部分もあるので本会の決定

にしたがうとのことです。尚、図鑑などを参考に現物を確認したところ背鰭は 17本であったとの補足があ

る。 

・池田議長 本会出席者はハゼグチであるとの意見が多数であった。 

・伊達編集部次長 会報の送付冊数は会員数に若干プラスしておりますが、プラス冊数および送り先に

変更がある場合、早急にご連絡願います。 

日本記録魚 
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・魚 名 ワニエソ 

・釣り人 渡部 太一（愛媛協会・松山キャスターズ所属） 

・長 寸 拓寸 82.8cm 実寸 79.0cm 

・釣り日 平成 24年 1月 15日 

・釣り場 愛媛県愛南町深浦 

 

■第２号議案 春季 SC通信大会について  片岡 SC副部長 

・3月 4日に開催された、SC大会の結果報告を行った 

・大会当日は、風が強く途中から雨も降り出し、選手の皆さんは苦労された大会となりました。 

・9月に夏季 SC大会を開催するので奮って参加してください。 

 

■第３号議案 全日本 SC協会対抗戦について  池田協会長 

・毎年、協会対抗戦は同じメンバーであり、協会の底辺を広げる為にも通信大会は役員さんの積

極的な参加を呼びかけさせてもらい新しい方の参加をいただきました。今後もたくさんの方が

参加し、大会を楽しくしていきたいと思います。 

 

■第４号議案 全日本キスについて  沢田事務局補佐 

・大会内容についての説明を行った。 

・注意事項としては今年から審査時間が変更になっているので注意してください。 

・参加の締切は、４月理事会で受付するので忘れないようにしてほしい、また、メールにて参加

名簿を事務局まで送付出来るクラブは協力をお願いします。参加名簿の作成は例年通りで参加

会場ごとに作成が必要です。 

 

■第５号議案 オープン大会及び事故防止講習会について  澤田事務局補佐 

・大会要項についての説明を行った。 

・参加の締切は、４月理事会で受付するので忘れないようにしてほしい。 

・昨年は、午後６時からの開始としていたが、保険代が多く発生したので今回は午前０時からの

開始とする。 

・意見として 

①会員以外の参加者からも参加費を徴収（保険代）すればどうか？ 

  ②会員と一般（婦人・少年少女除く）の区別をやめてはどうか？ 

挙手にて採決を取り、①②ともに要項通りで行うことに決定された。 

・ポスターは製作中なので、４月理事会にて配布いたしますので、釣具店等に張って頂くように

お願いしてください。 

 

■第６号議案 クラブ対抗キスについて  澤田事務局補佐 

・大会要項についての説明を行った。 

・参加の締切は、５月理事会で受付するので忘れないようにしてほしい。 

・参加名簿の書式は、５月理事会までに配布します、１チーム３名が基本でありますが３名に満

たなくても協会内で調整しますので多数の参加をお願いします。 

・５月の連盟常任理事会前日に連盟長、協会長、伊達氏と京丹後市へ表敬訪問に行く予定となっ

ています。 

■第７号議案 第３５回東西１００人会について  池田協会長 

・６月２３日～２４日で開催されます、大阪協会は毎年において手伝いをしていますので教会役

員と、前年の協会クラブ混合キス大会の個人の部上位５名を推薦しますが都合の悪い方は、４

月の理事会時に連絡して下さい。参加希望される方も申し出て下さい。 

 

■第８号議案 ４５周年記念大会について  池田協会長 

・大会要項についての説明を行った。 
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・４月理事会までに各クラブへ要項を配布するので内容を見て意見があれば言って下さい。 

 

■第９号議案 春季大会について  関西投友釣りクラブ 

・本日参加受付をしたが、南紀会場については参加者が無いため取消します。 

・四国会場については、２クラブ９名の参加であり、１０名に満たないが理事の皆さんが承認し

て頂ければ会場成立としたいが如何でしょうか。 

・全員の拍手にて承認された。 

・各会場責任のクラブと立会いクラブの発表を行った。 

 

会場名 会場責任クラブ 立会いクラブ 

鳥羽 西大阪サーフ 長居フィッシング 

中紀 なにわキャスターズ 泉陽サーフ 

泉南 貝塚サーフ 高石サーフ 

鳴門 大正サーフ 鷺洲シルバーサーフ 

四国 関西暁サーフ 高槻サーフ 

香住 ヤングサーフ サーフ・スキッパーズ 

境港 大阪アングラーズ OKAC 

熊野 滋賀投友会 大阪釣友サーフ 

 

■その他 

・事務局 

「投げ釣り」手帳及び会員カードについて、会員登録の減により余った分については、事務局

まで返却をお願いします。 

・広報部 

協会HPに春季 SC大会の成績及び当日の様子が掲載されていますのでご覧下さい。 

・協会長 

今後は、各クラブの例会の様子や大物を釣られた事などを HP に掲載していきたいので、ご協

力をお願いします。 

20時 30分終了 


