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公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟 

2022年度 定時社員総会議事録 

 

 

１ 開催された日時 2022年 6月 19日（日） 12時 30分～15時 10分 

２ 開催された場所 東京都台東区浅草橋 1-22-16  

 浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス ROOM 0 及びオンライン（Zoom）

３ 正会員、監事の総数、及び出席正会員、監事の数、並びにその出席方法 

（１）正会員総数 61 名中、出席 46 名（会場出席 22 名、オンライン出席 9 名、委任状提

出者 15名）、欠席 15名 

（２）監事総数 2名中、出席監事 1名（オンライン出席）、欠席 1名 

会場出席正会員 青田正順、辻本俊子、木下美弥子、中尾尚志、赤木恭平、 

藤岡秀樹、涌島剛智三、小中秀俊、合戸孝二、小川淳、石川健一、 

木下俊昭、市川櫻、福島信夫、元木俊博、内藤隆之、渡部健一、 

水尾仲秀、天井康博、加藤隆司、木下喜樹、朝生照雄 

オンライン出席正会員 石井直方、宮畑豊、伊藤力夫、征矢洋文、鍵谷健、呉屋幸市、 

榎本隆司、鮫島幹博、島袋正和 

委任状提出正会員 吉田進、水嶋昭彦、石澤正明、大谷博行、小田口誠、山村真司、 

宮島望、谷本明禧、木谷健一、金澤利翼、高井隆義、北原誠、 

塚本猛義、角田和弘、岡田隆 

欠席正会員 酒井孝、大嶋ひろみ、長屋健太郎、宮古玲憲、阿部勉、伊藤祐輔、 

大塚嘉幸、井村博一、大岡明尋、谷口明、中村高満、﨑山敏明、 

浦岡慎吾、松岡羊輔、外純也、 

オンライン出席監事 井澤雅章 

欠席監事 辛嶋保馬 

 

4 会議の概要 

（１）定足数の確認等 

・事務局より、正会員総数 61名中、出席者が 31名（会場出席者 22名、オンライン出席者 9

名）、委任状提出者が 15 名で、出席者は合計 46 名であり、定足数を満たしている旨の報告

があった。 

（２）議案の審議状況及び議決結果等 

・Web 会議システムにより、出席者の音声及び画像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一

堂に会するのと同等に適時、的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認された。 

・定款第 15条により、青田会長が議長となり、本会議の成立を宣し、議案の審議に移った。 
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・議事録署名人には、元木俊博正会員、及び加藤隆司正会員が選任された。 

 

■報告事項 

１．2021年度事業報告書報告の件 

・会長より、2021 年度事業報告書の内容について説明があり、本事業報告書は、先の理事会に

おいて承認されたことが報告された。 【資料 1】 

 

■決議事項 

第 1号議案 2021年度計算書類承認の件 

・事務局より、2021 年度決算報告書（貸借対照表、正味財産増減計算書、注記、附属明細

書）の内容について説明があった。 【資料 2】 

   ・井澤監事より，2021 年度の事業報告書及び決算報告書は、監査の結果適正であるとの報

告があった。 【資料 3】 

・結果、全員一致で可決。 

 

■報告事項 

２．新代表理事（新会長）の選任について 

・議長より、先の理事会において藤原前会長の逝去に伴う新代表理事（新会長）の選任を、理

事全員の無記名投票で行った結果、青田正順氏が選出され本人はその就任を承諾したとの報

告があった。 

・議長より、先の理事会において会長より専務理事に辻本俊子氏、常務理事に木下美弥子氏が

指名され、それぞれから就任の承諾があったとの報告があった。 

 

３．理事の報酬額の決定について 

・事務局より、先の理事会で新会長及び新業務執行理事の就任に伴い理事の報酬額が決定さ

れたとの報告があった。 【資料 4】 

 

４．正会員の選任について 

・事務局より、先の理事会で山口県連盟選出の正会員に中村高満氏、新潟県連盟選出の正

会員に渡部健一氏がそれぞれ選任されたとの報告があった。 

 

５．新規公認クラブの認定について 

・事務局より、先の理事会で下記のクラブがそれぞれ認定されたとの報告があった。 
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認定区分 名称 所属連盟 代表者 公認指導員 

正公認クラブ 

MAP-J TRIBE 

（マップジェイトライブ） 
長野県連盟 征矢洋文 征矢洋文 

Be-fit light 24 

川西能勢口店 
兵庫県連盟 片岡秀誠 片岡秀誠 

準公認クラブ 

FULL-BLOWN 

（フルブローン） 
東京連盟 近藤一隆 － 

GOTCHA！WELLNESS 石川県連盟 雄谷良成 － 

ピュアストレングス伊豆長岡 静岡県連盟 守野 潤 － 

ゴールドジム飯塚福岡 福岡県連盟 安藤直樹 － 

フィットイージーフレスポ 

ジャングルパーク店 

鹿児島県 

連盟 
種田哲郎 － 

準公認同好会 

Aki ボディビル同好会 栃木県連盟 岩﨑明史 － 

パワージム中津 

ボディビル同好会 
大分県連盟 御幡國光 － 

STRENGTH GYM 

ボディビル同好会 
愛媛県連盟 星川芳廣 － 

苫小牧ボディビル・ 

フィットネス同好会 
北海道連盟 岡本典昌 － 

Team Power Brothers 

ボディビル同好会 

鹿児島県 

連盟 
徳田和昭 － 

準公認社会人 

クラブ 

株式会社内装侍ささかわ 

ボディビル・フィットネスクラブ 

日本社会人

連盟 

笹川隆司 － 

としはる耳鼻咽喉科 

ボディビル・フィットネスクラブ 
廣田稔治 － 

シオノギグループ 

ボディビル・フィットネスクラブ 
橘内啓明 － 

㈱瑞穂おしぼり 

ボディビル・フィットネスクラブ 
大平 靖 － 

 

６．選手海外派遣規程の改定について 

・事務局より、先の理事会で選手海外派遣規程が改定されたとの報告があった。 【資料 5】 

 

７．電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の制定について 

・事務局より、先の理事会で電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程が

制定されたとの報告があった。 【資料 6】 

 

８．臨時社員総会の招集について 

・事務局より、先の理事会で以下の通り臨時社員総会の招集が承認されたとの報告があった。 
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 ➀ 日時：2022年 10月 8日（土）14時 

 ② 場所：TKP ガーデンシティ新大阪（リアル会議） 

 ③ 議案：その他報告事項 

 

９．指導委員会・医科学委員会合同のセミナー企画について 

・事務局より、ヘルスウエイトトレーナーの設立に向けたセミナー「臨床と健康づくりにおけるボディビル」

を石井医科学委員会委員長と同委員の佐藤英文氏（愛知海南病院）が共同で開発し、10

月にオンデマンド配信を開始するとの報告が先の理事会であった旨が説明された。 

 

１０．IFBB審査委員長パウエル氏の招聘について 

・辻本専務理事より、IFBB 審査委員長のパウエル氏を招聘し、国際的な審査基準の吸収、審

査員の技術向上を目的に、以下の要領でセミナーを開催するとの報告が先の理事会であった旨

が説明された。 

① パウエル氏招聘費用 100万円（航空券 60万円、滞在費 20万円、移動費他 20万円） 

② パウエル氏の日本滞在期間は 3日間を予定し、セミナーは 2022年 10月 1日に開催。 

③ セミナー料は 1,000 ユーロ＋参加者 1名あたり 30ユーロが必要。 

④ 受講対象は、審査資格保持者・審査について学びたいトレーナー・選手・役員。 

 

１１．国際大会と国内大会の出場権について 

・木下常務理事より、先の理事会での報告内容が説明された。【資料 7、8】 

 

１２．スポニチよりのインターネット写真販売許可のお願いについて 

・事務局より、先の理事会での報告内容が説明された。【資料 9】 

 

１３．大会、講習会の開催のない連盟への対応について 

・小川理事より、先の理事会での報告内容が説明された。【資料 10】 

 

１４．2022年度の選手登録の締切りについて 

・議長より、先の理事会で個人登録は申込期限を大会出場申込終了時まで延長する旨を発表

したとの報告があった。 

 

１５．ブロック連盟について 

・議長より、先の理事会において、大塚エンタープライズ社のホームページにブロック連盟の記載があ

り、一部のブロック連盟には役員名と役職が記載されているが、ブロック連盟の設置に関する報告、

連絡、相談等は JBBF に届いていないとの報告があったとの説明があった。 
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１６．2022年度の JBBF主催大会審査員・審査集計員・競技運営員の指名について 

・中尾審査委員長（副会長）より、先の理事会での報告内容が説明された。【資料 11】 

 

１７．中尾副会長からの会長及び理事選出に関する提案について 

・中尾副会長より、先の理事会での提案内容が説明された。【資料 12】 

 

１８．公認審査集計員級制度の報告 

・木下常務理事より、先の理事会での提案内容が説明された。【資料 13】 

 

１９．9/2～5 アジア選手権への派遣について 

・木下常務理事より、先の理事会での提案内容が説明された。【資料 14】 

 

２０．2023年度の JBBF主催大会の開催について 

・青田会長より、先の理事会での提案内容が説明された。【資料 15】 

 

以上をもって議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。 


