
日本 OP第 5-22-1４ 

 

（一社）日本オプティミストディンギー協会 2022年 年次総会 議事録 

 

日時：２０２２年６月２５日（土） １９時～２０時２５分 

場所：ZOOM会議 

出席役員：田中耕副会長、田中令江副会長、濱本理事長、松尾副理事長、高山副理事長、 

青野理事、中村理事、西村理事、本多理事、山田理事、飯島理事、村松理事、安永理事、 

菅澤理事、檜皮監事  

１）開会の辞  濱本理事長 

２）議長選出  濱本理事長 

３）出席状況報告 

開会に先立ち菅澤理事よりオペレーションスタッフ総数４４名に対し、委任状含み出席オペレーショ

ンスタッフ数４１名で OP協会定款（第 18条 2項（決議）総会の定足数及び議決方法）を満たしてお

り、本総会が成立することが報告された。 

４）議事録署名人 東水域：濱川氏、西水域：坂口氏を選出した。 

 

第１号議案 2021年事業報告、及び、第２号議案 決算報告 

松尾副理事長より資料に沿って報告した。要点を以下に記す。 

① レース委員会 

・全日本大会  11月  大分県別府で開催 

・ナショナルチーム選考会   2月  愛知県蒲郡で開催 

・東日本選手権   9月 神奈川県葉山で開催 

・西日本選手権  10月  福岡県小戸で開催 

・チームレース   9月 コロナウィルス感染症の影響で中止 

・全日本大会枠  10枠計 50,000円の収入 

安永理事より資料に沿って報告した。 

② 強化海外派遣委員会 

・海外派遣   アジア・オセアニア９名（タイ・パタヤ） 

・NT合宿   3月 愛知県海陽で開催 

山田理事より資料に沿って報告した。 

③ 普及育成委員会 

・JSAF主催マーケティングセミナー参加       3月（オンライン） 

・ボートショーOP普及活動           3月パンフレット配布 

・ゴールドウィンスポーツ振興記念財団主催のオンラインセミナー開催  1月 

村松理事より資料に沿って報告した。 

④ テクニカル委員会 

・クラスルールの翻訳と解説 JODAの HPに掲載 

・計測セミナーの実施  葉山４月、福岡１１月 

・クラス規則の改定分をHP掲載 

・IODA大会派遣   アジアオセアニア選手権１名派遣 



・JODA主催レースにおいて計測実施 東西日本、全日本、選考会 

菅澤理事より資料に沿って報告した。 

⑤ 総務委員会 

・会議開催   総会（10/30）、理事会開催 

・文書発行   イヤーブック、レース後援・公認、大会派遣依頼文書などを発行 

・会員登録   41クラブ、330選手、187名アシスタ 

・広報   ホームページ、フェイスブックの更新運営 

・国際連携   IODA、他国協会との連絡 

・その他   淺野会長が JSAF功労賞受賞 

菅澤理事より資料に沿って報告した。 

⑥ 会計決算報告  

・収支、資産  収入、支出の概要報告、貸借対照表の報告 

 

第３号議案 監査報告       

監事より、監査の結果、公正かつ適正であることが報告された。 

 

【質疑応答】 普及活動の成果の情報の共有を進める 

第 1～第 3号議案に関して、出席者一同の挙手を持って承認された。 

 

第４号議案 2022年事業計画案、及び、第５号議案 2022年予算案 

松尾副理事長より資料に沿って報告した。要点を以下に記す。 

① レース委員会 

・全日本選手権        江の島 2022年 11月 23日～27日予定 

・NT選考会      蒲郡 2023年 2月 22日～26日予定 

・東日本選手権  葉山 2022年 8月 26日～28日予定 

・西日本選手権  小戸 2022年 9月 23日～25日予定 

・チームレース  広島 2020年 9月 17日～19日予定 

・全日本出場枠申請  協賛金一枠 5,000円で最大 2枠を付与 

・全日本公募   2022年 6月公示、10月末締切予定 

安永理事より資料に沿って報告した。 

② 強化海外派遣委員会 

・IODA世界選手権    トルコ  2022年 6月 27日-7月 7日 

・IODAアジアオセアニア選手権       延期  日程未定 

・IODAヨーロッパ選手権  デンマーク 2022年 7月 30日-8月 6日 

・ナショナルチーム合宿  海陽  未定 

山田理事より資料に沿って報告した。 

③ 普及育成委員会 

・イベント企画・運営 ボートショーでパンフレット配布、ジュニアセーリングの認知度の向上を図る 

・普及・育成のための講習会など様々な企画と実施を行い、その情報を共有する 

・環境について  全日本クラスの大会での環境保全活動の推進 

使い捨てプラスチックの削滅・海洋ごみの収集（ピリカ） 



村松理事より資料に沿って報告した。 

④ テクニカル委員会 

・ルール改定 クラスルール改定の英文和訳予定 

・登録艇管理 新規/変更登録、計測 

・計測員養成 計測セミナーの開催 関西地区での実施予定 

・海外派遣 IODA国際大会に計測員を派遣予定 

菅澤理事、飯島理事より資料に沿って報告した。 

⑤ 総務委員会 

・事務局 会員登録、事務処理、会議開催、情報発信 

・財務 会計処理、協賛/助成金確保、会費改定検討 

・予算案 2022.4.1~2023.3.31 収入／支出 ¥12,440,005を計画  

 

【質疑応答】 

第４～第５号議案に関して、出席者一同の挙手を持って承認された。 

 

第 6号議案 その他 

① 菅澤理事より会員登録及び加盟細則改訂について資料に沿って報告した。 

② 菅澤理事より選挙細則改訂について資料に沿って報告した。 

③ 占部 JODA前副会長を今年度 JSAF功労賞へ推薦させて頂きます  

 

第６号議案に関して、出席者一同の挙手を持って承認された。 

 

第７号議案 役員の改選について 

長堀選挙管理委員長より、資料に沿って報告いただいた。 

・立候補結果 理事立候補１2名、監事立候補 2名 

・立候補基準 立候補全員が条件を満たしている。  

議長より立候補者数が改選定数内であるため、規約に沿って投票によらない出席者の賛同による承

認方法が提案されて了承された。 

 

第７号議案に関して、出席者一同の挙手を持って、役員立候補者全員が承認された。 

 

休憩をはさみ、第 2回理事会が開催された。 

 

退任役員の高山副理事長、中村理事、村松理事、秋山監事からご挨拶いただいた。 

新任役員の宇田川理事、近藤理事、佐藤理事、西村監事からご挨拶いただいた。 

 

濱本理事長より第２回理事会にて、濱本理事長の再任ならびに、会計に安永氏が選任され、報告された。 

 

第８号議案 会長・副会長の改選について 

濱本理事長から、第２回理事会決議にて、 

淺野会長、田中耕副会長、田中令江副会長の再任が付議され、承認された。 



濱本理事長による閉会の辞を以て、2022年日本 OP協会年次総会は閉会した。 

 

議事録作成日： 2022年 6月 25日 

作成者： 飯島理事、西村理事 

 

議事録署名人： 海陽海洋クラブ  濱川 裕治 印 

 

        福岡セーリングクラブ 坂口 英章 印 

 

  JODA理事長  濱本 徹夫 印 

 以上 

 

添付：出席者一覧 

 



2022.06.25現在

クラブ オペスタ氏名　敬称略 出欠 被委任者　敬称略 ←会員番号

1 室蘭セーリング協会 福田　慎之介 フクダ　シンノスケ 出席 松尾　英樹 22-34-002
2 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア 関　慶 セキ　ケイ 出席
3 夢の島ヨットクラブ 近藤　哲弘 コンドウ　アキヒロ 出席
4 江東区立小中学校セーリング部 池田 努 イケダ　ツトム 出席
5 KMC横浜ジュニアヨットクラブ 酒井　秀夫 サカイ　ヒデオ 出席
6 横浜市民ヨットハーバージュニアヨットクラブ 矢野　荘一郎 ヤノ　ソウイチロウ 出席 議長
7 横浜ジュニアヨットクラブ 丸田　郁朗 マルタ イクロウ 出席
8 葉山町セーリング協会 青山　義弘 アオヤマ　ヨシヒロ 出席 佐藤　恭之 22-08-002
9 葉山町セーリング協会 佐藤　恭之 サトウ　ヤスユキ 出席

10 YMFSジュニアヨットスクール葉山 板倉　弘尚 イタクラ　ヒロタカ 出席
11 藤沢市青少年セーリングクラブ 榊原　和久 サカキバラ　カズヒサ 出席
12 江ノ島ヨットクラブジュニア 兒島　寛 コジマ　ヒロシ 出席
13 江ノ島ヨットクラブジュニア 堤　春菜 ツツミ　ハルナ 出席 菅澤　祐輔 22-11-018
14 湘南ジュニアヨットクラブ 高橋　昌威 タカハシ　マサタケ
15 熱海ジュニア海洋クラブ 高梨　成太郎 タカナシ　ジョウタロウ 出席 議長
16 清水ヨットスポーツ少年団 杉山　武靖 スギヤマ　タケヤス 出席 村松哲太郎 22-50-005
17 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ 高橋　武宏 タカハシ　タケヒロ 出席
18 海陽海洋クラブ 濱川　裕治 ハマカワユウジ 出席
19 三重県セーリング連盟ジュニア・ユースヨットクラブ川戸　仁 カワト　ヒトシ 出席
20 琵琶湖ジュニアヨットクラブ 仲野　薫 ナカノ　カオル （出席） 須田　淳 22-19-002
21 真野浜セーリングクラブ 吉岡　祥司 ヨシオカ　ショウジ 出席
22 宮津ジュニアヨットクラブ 大森　哲朗 オオモリ　テツロウ 出席 菅澤　祐輔 22-11-018
23 大阪ジュニアヨットクラブ 岩﨑　洋一 イワサキヨウイチ 出席 菅澤　祐輔 22-11-018
24 B&G 兵庫ジュニア海洋クラブ 中澤　剛士 ナカザワ　タケシ 出席
25 B&G 兵庫ジュニア海洋クラブ 堀野　香澄 ホリノ　カスミ 出席 中澤　剛士 22-23-011
26 B＆G 伊丹海洋クラブ 藤田　雅義 フジタ　マサヨシ 千原　晃 22-24-002
27 和歌山ジュニアヨットクラブ 安井　卯 ヤスイ　シゲル 出席 菅澤　祐輔 22-11-018
28 瀬戸内ジュニアセーリングクラブ 松枝　大市 マツエダ　ダイイチ 出席 菅澤　祐輔 22-11-018
29 福山ジュニアヨットクラブ 濵田　健司 ハマダケンジ 出席 議長
30 広島セーリングスクール 登田　信喜 トダ　ノブキ 出席
31 B&G高松海洋クラブ 旭　康一 アサヒ　コウイチ 出席
32 B&G松山海洋クラブ 松岡　正幸 マツオカ　マサユキ 出席
33 B&G新居浜海洋クラブ 山内　真斗夏 ヤマウチ　マドカ 出席
34 北九州ジュニアヨットクラブ 西澤　直人 ニシザワ　ナオト 出席
35 B&G福岡ジュニアヨット海洋クラブ 河内　孝明 カワチ　タカアキ 出席
36 福岡セーリングクラブ 坂口　英章 サカグチ　ヒデアキ 出席
37 Ｂ＆Ｇ時津海洋クラブ 久松　幸志 ヒサマツ　コウシ 出席 議長
38 Ｂ＆Ｇハウステンボス町ジュニア海洋クラブ 水口　実 ミズクチ　ミノル 出席 菅澤　祐輔 22-11-018
39 Ｂ＆Ｇ別府海洋クラブ 濱本　徹夫 ハマモト　テツオ 出席
40 鹿児島ジュニアヨットクラブ 西郷　進平 サイゴウ　シンペイ 出席
41 宜野湾はごろも海洋少年団 池原　勝治 イケハラ　カツハル 出席 議長
42 石垣ジュニアヨットクラブ 多賀　富治夫 タガ　   フジオ 出席
43 玄海セーリングジュニアクラブ 増本　さやか マスモト　サヤカ 出席 菅澤　祐輔 22-11-018
44 倉敷ジュニアヨットクラブ 岡野　賢治 オカノ　ケンジ 出席 菅澤　祐輔 22-11-018

小計 41 19
93.2% 43.2%

出席オペスタ計→ 出欠確認時
75%以上で総会成立→

JODA役員
1 会長 浅野　秀則 欠席
2 顧問 国見　悦朗 欠席
3 副会長 田中　耕 出席
4 副会長 田中　令江 出席
5 理事長 濱本　徹夫 出席 別府　オペスタ兼任

6 副理事長 松尾　英樹 出席
7 副理事長 高山　道和 出席
8 理事 村松　哲太郎 出席
9 理事 安永　昌代 出席

10 理事 菅澤　祐輔 出席
11 理事 中村　武 出席
12 理事 本多　哲也 出席
13 理事 青野　康広 出席
14 理事 西村　将弘 出席
15 理事 飯島　真理 出席
16 理事 山田　耕充 出席
17 監事 秋山　敏 欠席
18 監事 檜皮　浩二 出席

役員出席計→ 15
その他

1 選挙管理委員長 長堀　香津子 出席
3 新監事候補（横浜） 西村　進一 出席
4 新理事候補（横浜） 宇田川　智 出席
5 新理事候補（葉山） 佐藤　厚子 出席
6 傍聴者 近藤　哲弘 出席 オペスタ兼任
7 傍聴者

その他出席計→ 5

総会参加人数 59 兼務者重複除く

2022年JODA年次総会出席者一覧

41
93.2%


