
＜関西地方 会議＞ 

 

寺田謙太郎理事長が亡くなられた経緯の説明。 

今年のツアーの暫定日程説明（４戦行う予定） 

IWWFとも WWAともバランスよくやっていく 

謙太郎さんのしていた事の役割分担はどうなっているか？      

業務は引継ぎ寺田・河合・各委員で行っている。 

海外とのやり取りはどうしているのか？ 

河合が IWWFに関しては直接と JWWFを通してとしてる。WWAに関しては薄田さんとやり取りして

る。 

 

謙太郎さんの任期(2017年内)までこの状態で行くのか？ 

はい、そのつもりです。 

 

委員会をきっちり書面化して皆に自覚を持って、やってもらった方がいいのでは？                         

そうですね。各部門の役割を明確にして総会までに発表するようにする。 

 

各部署で英語が出来るのを探さなければならないのでは？    

今、各部署で英語・守秘義務・競技を出来る人を探してます。 

 

ウェイク・ケーブル・サーフィンと別ですか？       

はい。じゃケーブルは辻本で。 

 

組織図を作った方がいい。  

今ある委員会は審判委員会・競技委員会・教育安全委員会・ケーブル委員会がある。今後、一

人二役をしていかない。 

 

今とりあえずどうしようと思っているのか？ 

一番最初は、寺田ケ・河合・寺田アが抜けたところを埋めていく事から始める。 

一般社団法人とは何かを理解してもらう。その上で自覚を持って各委員をやってもらう方がい

い。 

 

 



会員はどっかの委員に所属しなあかん。 

全員ですか？ 

全員。それによって皆が自覚を持つ。委員長がいて、委員がいてその下に会員が入れる何かを

作ればいい。 

昨年ならルール・レギュレーションの変更点をこの会で資料配布して伝えて総会で決議してい

たが、今年はしないのか？俺は審判委員長だけど・・・ 

 

審判委員長として謙太郎さんから何か聞いていますか？ 

一応二人でやろうとしていた事はパソコンにはまとめてある。そういうのが、審判委員と競技

委員会が回る事で良くなっていくのでは？ 

謙太郎さんとのメールのやり取りをもらえればわかるが。 

口頭でしていたのでやり取りはない。選手はルールが変わるのがどうなるか心配している。 

 

今年聞いていたのは、JWBAの保険の新システム説明と NAUIの CPR・ファーストエイドの講習を

全国回る時に一緒にやると聞いていた。 

じゃあその保険は今年するのか。 

後で説明の予定でしたが、保険のパンフレットに記載している期限が過ぎているので、今後時

期を見て始める。この保険は各ショップにとっていい保険です。 

ナウイの講習を受けないと、保険に入れないのか？ 

パンフレットに記載されてる通り、加入条件にその講習を受けるのは必修。 

その講習はいるのか？ 

本来持っていて当然で、持っていないのはモグリのショップと変わらない。一般社団法人に属

しているなら入っているのが当然で、そういう事からきちんとしていかなければならない。今

後窓口が協会になれば講習を受けやすくなるのだから、早くそのシステムができるようにして

欲しい。 

いい保険制度ではあると思うが、トーイングショップ向けに作ってるなら、ショップはボート

が一番大事なんだから、ボートの車両保険的なものもついているなら入る価値はあると思う。

まずは受けているお客さんを守るのが一番なんじゃないか。 

もちろんですが、船にそれは付いているのじゃないか。対人対物はみんな入っているんじゃな

いか。 

それをつけるとどのくらい上がるのか？ 

大分高いと思うし、制度の問題もあるからつけれるかは、保険屋に聞かないとわからない。 

まあいい保険だと思うしショップの棲み分けするのにも一般社団法人としてもいいと思う。 



一般社団法人としての機能を果たすなら、今の分け方は良くないのか？ 

問題は会計監査がしっかりできているかだ。 

 

去年の会計はもう出てるのか？ 

はい。 

 

それは総会で発表するのか？ 

はい。 

 

理事は二人のままで,このまま行くのか？ 

各委員とも増員予定。 

 

定款は確認できるのか？ 

ホームページにアップすればどうか。 

 

賞金を変える話は残ってないのか？ 

今はないです。 

 

プロ登録費を免除とかの話は？ 

ジョイントショップの特権は何なのか？ジョイントショップに入れば保険に加入できますよと

か告知したらどうか。  

ジョイントショップは本来新規のみの 1000円割引だけど、今年は更新も割引にすると聞いてい

たが、詳細は残っていない。来年は、もともと更新も割引にするなど細かいことからも、明確

に決めていかなければならない。 

JWBAが具体例を出して欲しい。こちらから出すんじゃなくて提案して欲しい。漠然と何したい

と言われてもわからない。 

みんなが今までは謙太郎さんに甘えていたので、これからはみんなで作っていかないといけな

い。 

 

ホームページに色々なことを載せればいい。 

ホームページを変えたのは、そうする予定でいたためです。 

全部をオープンして欲しい。 

 



近々の役割分担はどうか？ 

海外の大会はどうなるのか？細かいレギュレーション変更はどう伝わってくるのか。 

IWWFに関しては Paulは今後協力してくれると言ってくれてる。 

いろんな人間に協力してもらう協会にしていかなければならないのではと、謙太郎さんに言っ

ていたがその精神を注がなければならない。 

今回のこの回る会をそれに当てて欲しい。 

IWWFからは慎重に決めて欲しいと言われてる。英語力・守秘義務が守れる等。 

 

そこに選出されるのは日水連の理事に入ると言う事？ 

違います。 

別団体としてですか？ 

JWBAとしてです。 

 

IWWFのジャッジ資格がありコンペをするとき時に日水連に登録・許可はいるのか？ 

それは今後の話であって日水連とは打ち合わせをしていく。 

IWWFと WWAの両方をやっていくに当たって、WWAは国内で大会があり、IWWFは国内の大会は無

く行く側の立場であり、JWBAは大会を成立させなければならなく、JWBAはどちらのルールでし

ていくのか？どちらかでやるなら JWBAはいらないのでは？直接でいいのでは？ 

JWBAは IWWFの直結になるために謙太郎さんが行動を起こしていた。 

 

韓国はどうなってるの？ 

水上スキーの監督が一番上 

アジアはみんなそう。 

 

仮に 2017年の日本のボートの大会はどういうルールでいくのか？ 

変わらず IWWFのルールでやっていく。IWWFワールドに派遣するのも 2年に一回だから、2年前

位から IWWFのルールでやっている。 

資料ではジャッジはわからない。日本の方がきっちり書いている。現地で経験する方がいい。

情報も中の情報がもらえれるようにした方がいい。 

このディスカッションは会員ばかりで話している。誰の為にしてるのか？選手の為にしなけれ

ばならないから、JWBAからどうしていきたいかを、言って欲しい。そうしないと末端の選手に

伝えれない。 

 



一番に選手が思っているのは、大会があるの？登録したのに。じゃないかな。例年通り大会は

やります。日程は冒頭で言った通りです。新しい協会の仕組みはこれから作り上げていく。 

JWBAの役割分担を一つ一つ決めていかなければダメなんじゃないか。 

 

会員数を上げる為にどうしようと考えているのか？ 

更新時に特典をつけたら？ 

年中大会をしたらどう？ 

自動更新したら？ 

大会に出るにあたって敷居が高い。年中大会をやるなど対策をして欲しい。みんなショップで

は、冬もやっているなら出るんじゃないか。 

ブロック制をなくして IWWFの大会みたいに各大会でランク付けしたらどうか？好きな大会に行

けるようにした方がいいのでは。 

 

地区代表はどうする？ 

そんなのは住所録で振り分ければいいのでは？ 

上手い人ばっかりが勝ってしまうのでは？勝つ人が決まってくるのでは？ 

ハイレベルクラス・ローレベルクラスを分ければいいのでは？ 

海外みたいに、そこまでやるだけの人口がいないのでは？ 

そんなにみんな回るのか？ツアーでも回らないのに。 

大会開く場所が何かイベント等して頑張ればいいのでは？ 

普段練習が見れるから、プロの価値がなくなってるから、見に行かない。見慣れすぎてる。 

動画とかがあるからしょうがない。 

30mキッカー作ってそれを飛びますとか、生死ギリギリのラインを行かないと、お客さんを楽し

ませられない。 

大会をどこでもするのをやめて、大きい全日本とかの大会にはスポンサーも賞金を増やして、

目標となる大会を作る。これは、かなり難しい問題になる。 

その為には、まずは組織づくりからではないか。 

 

だから協会から案を欲しい。 

何回も言ってるが、みんなで意見を出し合う場でしょ。 

 

 

 



総会はいつ？ 

三月末です。 

 

どうやって理事長を決めるのか？ 

理事会で決めます。 

 

謙太郎さんの給料はどうなるのか？ 

まだわからない 

基本的に理事は給料をもらわない。 

一般社団法人の理事の給料はボランティア。 

各委員には手当がつく。 

 

会員が大会の為だけになってるから、ショップに何か特典があるとかすればいいのでは？ 

1万にあげて JWWFの会員も同時に入ればいいのでは？ 

確認しないとわからない。 

 

もしできたなら、日本で夏に大会終わっても冬に海外の大会に行けるのでは？ 

海外行かない一般ユーザーは良く思わないのでは？ 

 

こっちからのプレゼンはやめたほうがいいのでは？ 

アスリート会員と一般会員を作ったら両方の旨味を残していけるのでは？ 

ライブ配信とかも会員じゃないと見れないとかにすると、一般会員も増えるのではないか。 

皆んなが皆んな見たいわけじゃなく、その分会費を安くして欲しいという意見もある。 

協会が衰退してくると、みんな安値になってくる。それを打破するためにはスポンサーを確立

さして、このスポーツの良さを理解してもらい継続してもらう。 

 

JWBA自体が営業しないのか？していいのか？ 

それは問題ない。 

 

今まで JWBAは営業してきたのか？年間協賛みたいな。 

プロが協賛持って行ったらバックがあるとか、JWBAが営業をするとかしたらどうか？ 

 

 



トッププロからプロ登録費を取る行為はどうか？ 

一般社団が営業活動していいかは調べてみます。 

JWBAはどこに属しているのか？文科省？属している団体によっては助成を受けられる。学校教

育の一環として。 

 

理事は今何名ですか？ 

三名です。 

 

理事は増やすの？理事長は？ 

まだ、謙太郎さんの任期中と言う事もあり、まだ代行でいくのか決めるのかは思考中です。 

 

任期はいつまでですか？ 

来年総会までです。 

 

それまでは三人ですか？ 

まだ思考中です。 

 

決める基準は何ですか？ 

定款確認します。 

定款をみんなが見れるようにしたらいい。Webで公開するなど。 

 

増員する理事は今から 2年の任期？ 

補充なので他の理事と同じ任期。 

 

理事をするなら公約を上げて立候補したらどうか？ 

 

海外の大会にも勝手に出るんじゃなく、JWBAを通して日本代表として出ていかなければならな

い。 

海外・JWWFとのパイプ役は誰がやってくれてるの？ 

現時点は河合です。適任がいれば今後は引き継いでいく。 

どうやって、立候補・推薦したらいいのか？ 

この場なり、電話・メールでも大丈夫。 

 



大会はどうなるか？ 

ウェイクは 4戦、ケーブルは？戦 

サーフィンの新しい協会は何？ 

JWSAは JWBAとまだどうなるのか分からない。 

 

今後サーフィンの選抜はどうするのか？ 

まだ未定です 

 

大会の暫定はなくなる可能性はあるのか？ 

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜関東地方 会議＞ 

 

寺田謙太郎理事長が亡くなられた経緯の説明。 

今年のツアーの暫定日程説明（４戦行う予定） 

IWWFとも WWAともバランスよくやっていく 

 

協会のホームページはどこでやっているのか 

現状外注でまかなっている。 

 

理事会総会は予定通り３月末頃行います 

現状の組織図についての説明と今後どう作っていくか 

  １人２役の体勢をなくす。  

  地区委員会の委員長の選出のお願い 

寺田謙太郎に変わる関東ブロックの長を選ぶ必要がある 

先の事を見据えて選ぶべき 

関東の大会が無いという訳にはいかないので必要である 

現状ある委員会に、新規の委員会を設置するのも良いのではないか  

 

各大会の収支明細はどこで見れるのか 

 ツアーに関しては決算報告にのってくる 

 牛堀大会は赤字ではない ９，０００円の黒字ボランティアに支えられての黒字 

 てらけんも持ち出しがあったと聞いている 

牛堀と山中湖に支えられて関東を盛り上げていくしかない 

豊洲は資材搬入は築地の問題もあり大会はできない 

山中湖は保安区域の中でやることができる（水面許可がまだ？） 

 

海外からも英語力を求められている。ジャッジは英語が必須。 

理事は総会で発表されることになる。寺田謙太郎理事の任期はまだ残っていて今年いっぱいま

で。今期は３名でいく予定。理事は２０名まで選任できる。 

 

理事は経験していないとできるものではないのではないか？ 

片手間ではできるものではない。 

理事はもっと増やして分担作業を減らしていくこともあり。各地域から選出してはどうか 



理事の業務タスクが気になる。それによって分担の仕方が変わる。 

関東では１番近いのが杉田君で運営では古川さんがよくわかっているのではないか。 

現状のところは杉田さんと古川さんは委員会の仕事が負担にはなっていない。 

事業計画は指針や業務方針は総会で今の理事の２人がプレゼンテーションする予定 

 

今年度だけは例えば協力店費を２０，０００円を３０，０００円にするなどもありではないか。

そこがクリアであれば。 

寺田謙太郎は関東のトップでもあった認識なので関東のトップも立てる必要がある。 

現状英語とウェイクの知識がある人が日本にいなかったら今から育てるしかない。 

関東のほうからも英語とウェイクの知識がある人がいれば紹介していただきたい。 

 

薄田さんが日本の WWAの代表になる。WWAの方針は各支店長とコンタクトとる形。 

各地区のトップが理事になることが理想ではないか。その方が意見が吸い上げやすい。以前は

そうだった。一旦縮小してこれから立て直していこうという矢先に事故があった。 

選手会があるほうが意見が統一されやすいのではないか。JSBA は大会の前に理事と選手会が話

し合って意見を吸い上げる場があった。 

JSBAはショップからしか大会に出れない。 

日本サーフィン連盟は地区ごとにまとまって皆が楽しめるような大会作りをしている。 

ウェイクも全日本の時に表彰されているが各地区から選出されるほうがもっと盛り上がるので

はないか。 

会員数を増やすことによって理事や委員会が活動できる費用を捻出する。会費を上げればそれ

に見合う対価も必要になるが寺田謙太郎はそうしたいと話していた。 

そういう意味ではウェイクサーフィンの発展は今後期待できると思っていた。 

 

やる気のある人が寺田謙太郎のあとを立候補して選ぶことは大切。でないと協会がもり下がっ

ていくことは避けたい。 

いきなり理事よりも委員会を経験してから理事になっていく流れがよいのではないか。 

 

 

テラケン体勢になった時にスリムになっていったが今後どうしていきたいかという話の中で委

員会を増やしていこうと話していた。 

４戦の大会の中で収支があうのか？ そこは問題がないであろう。 

 



保険導入について、協会にも多少収入が入るようにした方がよい。それによって活動の費用も

捻出されるのでは。もうけないと返してあげられない。 

保険に加入しないと TOTOくじの助成金もおりない。JSBAは公認スクールは保険に加入しないと

開校できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜九州地方 会議＞ 

 

WWAは来年、徳島県の三好でワールド行う予定。今年は前年に続きアジア大会 

WWAについての年間費用は今年については発生しないが今後の話し合いで決める。今年は１万ド

ルが条件であったが今のところ無し。 

WWAワールドについての選考基準は今のところ無い。 

実際始まってから JWBAとしてどう対応していくのか選手としてどれに出るのかは吟味していく

だろう。 

IWWFに関してはポール会長と JWWFからの情報は現在降りてきている状況でジャッジの講習も日

本で行える。が意味がなければ来る必要は無い。 

IWWFは寺田謙太郎に変わる人材を求めている。（英語力や知識は当然必要） 

今後の体勢については任期（今年いっぱい）があるのでこのままでいくのか理事代行を置くの

か代表理事をおかずにいくほうがいいのかどうかは今後の話しだい。 

 

大会ツアーは４戦をこなすことはこの体勢で可能。しっかりやっていける。しかし国際的な事、

アンチドーピング、保険、AED、ウェイクサーフィン、ケーブルなど大会以外の運用などが課題。

そのために各委員会をしっかり作ってそれぞれが判っている組織作りが必要。 

メーカーサイドも参加できるような委員会作りがあってもいいのではないか。守秘義務の部分

では課題だが、どう理解して参加してくれるかが大事。 

各地区の代表を決めてその意見を吸い上げる仕組みも大切。 

現状はこのままで乗り切って来年に向けて産業を増やすなど決めていくのがいい。 

 

寺田謙太郎に変わる人物が必要だが、時間をかけて見つけていくべき。 

しかし理事はすごい人物である必要は無く、理事は意見を吸い上げる場であって、理事がどう

動くではなく各部署のプロフェッショナルを見つけて、IWWF と WWA の担当や各委員がより充実

していくほうが良い。まずは仕組み作りから。 

 

ジャッジについてや IWWFの窓口などについては前任の伊藤さんはどうか？英語力の部分でも問

題ない。現状はカナダにいてるがこの場面で帰ってこれる。生活の保障が必要では（他にも保

障してほしい人はいてるのでは） 

今海外とのやりとりが大切だがウェイクボードを楽しんでいる現状のメンバー会員についてど

う考えるのか現場を考えることはもっと大事。 

現場どうなるのかが今は不安。 



１部の人だけが世界に羽ばたいているだけ。 

組織の事は確かに大切だが、今日来たのは今年本当にやっていけるのか。大会などやっていけ

るのか。委員を増やしていくことや誰が骨組みを作るのか、組織作りをいつ作るのか。 

いろんな意見を集約していくのか理事だけで決めるのかが大まかにわかればいい。 

 

会員登録についてシュクミネットが手数料が高いのだが非常に便利。エントリーを１本化して

協会に一旦入金して分母を広げる事により助成金などの金額の枠をふやすことが可能になる。

（去年は TOTOの助成金にトライしたがダメだった） ９WAKEや実行委員会的にも非常に便利に

なる。コンビニ払いやクレジットカード払いも可能。 

 

委員会は各地区いろいろなところから意見が出るようにしたい。 

保険制度につては未だ契約できてないこともあり一旦保留。 

 

JWBA のメンバーの数は現状上がったり下がったりだが九州は減っているのだが中四国など増え

ている状況。 

 

協会の会員数を増やして裾野を広げることが大切。例えば普及委員会を設けて話し合って実践

し大会以外の体験会や協会主体のイベントなどをやってもいいのではないか。 

例えば JWBA主催のウェイクボード草大会などあっても良いのではないか。 

協会の組織の中でも競技とレジャーを分けていく必要もある 

選手会をもういっかい復活させて選手の意見を集約させる部署も大切だし、サーフィン等のよ

うに選手会からプロに上がったらプロ協会に入る等の例もある。 

 

普及の為にバッチテストをやることが復活してもよいのではないか。できたりなくなったりの

連続で組織もしっかり作れなかった。一般の人は何かできた証しも必要なのかも。 

１級とか３級とか、昔のアタックシートのようなルール作りは必要があったり、しっかりした

教本が必要だがそれをゼロから作るのはなかな難しい。 

 

インストラクター検定は過去にあった。教育や安全や保険をどう使うかなども 

メンバーカードがりっぱになる事に価値を見いだす人もいれば、ペーパーレスの時代なので必

要性が感じないという意見もあるので委員会を設けて意見をもむ必要あるのでは。 

 

 



地区ブロック委員会については候補の名前も上がりはじめていて理事サイドからも、お声がけ

していくことになるだろう。 

今後もこういう委員があればとか私がやりたいという意見も受け付けていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜中・四国地方 会議＞ 

 

寺田謙太郎理事長が亡くなられた経緯の説明。 

今年のツアーの暫定日程説明（４戦行う予定） 

IWWFとも WWAともバランスよくやっていく 

 

協会のホームページはどこでやっているのか 

現状外注でまかなっている。 

 

理事会総会は予定通り３月末頃行います 

現状の組織図についての説明と今後どう作っていくか 

  １人２役の体勢をなくす。  

  地区委員会の委員長の選出のお願い 

 

ウェイクサーフィンどうなる？ 

JWSAはどうなってるか分からない？IWWFと WWAもサーフィンをやるので今後どうするかは、様

子を見ながらする。 

選手からの意見が通らず、SNSで上げたりでしか出来ないので選手会みたいなのは作れないか？ 

それが選手会か違う名前なのか分からないが可能です。 

例えば地区ブロック委員会。各地区のプロに選手の意見を上げてもらい一つの意見にまとめて

もらう。委員長は一年ごとに各地区で持ち回る。 

それは、プロじゃなくてもアマでもいいんではないか？プロにアマの子は言いにくかったり、

アマだから言えないて事もある。 

選手の意見を通る場を作って欲しい。全日本とか人の集まる時にミーティングとかをすればど

うか？ 

 

6000円払ってカードだけ届いてカードは要らないんじゃないのか？その方が経費削減にも繋が

るし。実際カードは使わないじゃないか。 

会員番号も事前に付け合わせをしてしなければいけないから、ネットで見れるようにするとか

変えて欲しい。 

 

 



今回の仕組みを変えたことによって、協会のエントリーサイトを使うことによってその手間が

省けるようになつた。ゆくゆくは、協会のサイトで各地区の大会もエントリーが一本化できる

ようにしたい。今後それをすることによって、いろんな団体からの助成金とかが受けやすくな

り、それが今後の協会の運営の補助につながる。カードもレスにするなり意見は様々だがあの

カードに 6000円の価値を見出してるメンバーさんもいる。 

 

JSBAとかは最初のカードに次年度からは番号のとこだけ張り替えるシールが送られてくる。簡

易的。 

 

ショップのメリットがない。何か考えて欲しい。そうすると入ってくるショップもあるのでは？ 

 

総会はいつを予定していますか？ 

3月末に予定しています。今回の説明会終わり次第 2.3日で決まりま                  

す。 

 

理事長は総会で決まるんですか？ 

理事長は理事会で決まります。 

理事長は早く決めて欲しい。 

理事(理事長)は関係ある？それより協会の内容でしょ。 

選手は気にしているので、答えてあげたい。 

理事より各委員の方が重要なんでは。 

 

収支は上がってるのか？ 

昨年よりは上がってると聞いています。まだ決算書を見ていないので正確にはわからないです。 

 

この意見は総会で言うのか？ 

それまでに、ホームページで発表します。 

 

全日本のベテランズとか人数のいないクラスをもう少し魅力のあるクラスにして欲しい。 

毎年同じクラスで出て優勝ばかりしてる子がいると、他の選手が出るのをやめてしまう。優勝

したらステップアップするなどレギュレーションを考えて欲しい。まあ、それでその子のテン

ションが上がるならいいのかも知らないが。 

 



ウェイクスケートの活躍する場がなく、してる子が全日本に出るにはどうしたらいいのか？出

方がよく分からないので教えて欲しい。 

地区で大会申請書にスケートのチェックが入っていればできます。地区大会とかは盛り上がっ

てる地域もありますよ。 

中四国も全日本の枠はいつも 1人あるよ。 

どこに書いてある？ 

大会もエントリーないだけであれば受け付けますよ。 

九州とかは公認とエキシビジョンを混走にしてうまくやっている。 

 

SK8もオリンピックに決まり、盛り上げていきたい。 

波が大きすぎても大丈夫？ 

大丈夫。 

 

全日本ではミドルとかの方が波がでかすぎて、3発とかで勝負しないといけないので大変そう。 

今後は、メーカさんのアピールも大事だが、エキストラバラストだけでするとか、考えていか

ないと怪我とか船が故障した時のリスクの方が大きい。レギュレーションに入れるとか。 

 

ジャッジは全部がプロライダーになると、聞いたがその話はどうなるのですか？ 

初めてその話を聞きました。今後、どうなるかはまだわかりません。 

プロライダーどうしで話し合いをする場はないのか？ 

SNSで意見をアップするよりそういう場で意見を言い合えばいいのでは？ 

選手会がそれに値すると思うよ。 

そのために各委員を充実させて各現場の意見を吸い上げていきたい。 

 

事務局の場所は変わりますか？関西に変わりますか？ 

まだわかりません。今後考えていきます。 

 

どんな活動してるか分からない。教育自体が今までどんな事をしてきたのか？実際は謙太郎さ

んと古川さんがやりかけて、途中で手放したみたいになっている。手が回らなくなったのかも

しれないが。3年位前のインストラクター制度。 

 

今後、教育はインストラクターだけじゃなく、初心者ややったことのない人に教えて行ったり

できる部署にしたい。ボートの引き方や初めての仕方、装備品などの指導もしていく。 



各委員各地区から出せばいいのでは？その方が色んな意見を聞けると思う。 

実際は 2人(教育委員)で動いてるか動いていないか分からないのはどうかと思う。 

例えば OWJに企画広報はどうか？ 

お金が発生するのか？それで動きも変わってくると思う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜東海 会議＞ 

 

現状、委員会はあるのだが目にみえるような活動が行われていないのではないか。 

各委員会だけで集まって話し合う場がなかったか？ 去年まではジャッジが全日本で集まって

話す程度であった。 

寺田謙太郎理事長が亡くなる事によって理事長を決める事がまず先決で、そこから委員会を決

めていくべきではないか。 

 

今後の組織作りとしては、理事をあと１名置き各委員会を充実していく方向に向く 

総会までに適任を探していきながら総会までには発表していく。 

基本的には定款に沿っていく。 

今回の議事録は協会のウェブサイトにアップするので、それを基にその中で意見していく事は

可能。 

どうやったら委員会に入れるのか。誰が決めるのか。 

理事の一人が亡くなった事によって今後どうなるのかという不安などあってはならない。 

 

理事の候補があるんだったら先に候補を出して先に伺っていきながら決めていくべきでは。 

理事長が亡くなったことをきっかけにして逆に皆で作り上げていく協会にしていくべき。 

各地域ごとに長を決めていく事が良い。 

過去に選手会で集まって話し合ったが結局その意見が通らなかったことがある。 

過去には地区の長どうしや選手会が集まる機会もなかったので地区ブロックごとの長の話し合

いが定期的に必要。 

選手の意見が通らないではダメなので聞き入れる受け皿がしっかりまとまらないといけない。

まとまりが大事。 

東京で年に１度集まれない人もいてるので各地区に訪問を夏などにして、そこで話し合って時

間的余裕を持つと来年の事もそこで考えていけるのではないか。時間が少ないと直結的な意見

しか出てこないので次の事を考えながら会合を開いて集まってまとまった事を総会に持ち込め

ばもっと決めやすい。 

事前に話し合う機会が必要。 

現状、総会が重要視されているのだが各委員会や地域ごとにしっかりと話し合いがまとまれば

総会をそこまで重要視する必要はなくなる。 

今までは総会以外に情報を公開する場がなかった。お金の事や競技の説明に関しても 

総会でしか話し合っていくしかなかったので総会にどうしても関心がいってしまう。 



エリアごとに審判、安全、競技など選出して５〜６名が理事の下にいれば、もっとまとまる。 

 

ケーブル委員会は必要ないのでは。ジャッジはだれがやるのか。ケーブルの担当がこんなにい

るのか。 

名前だけの委員会メンバーは必要ないので今は闇雲に増やすべきではない。 

ケーブルは審判と競技の集まりの委員会でもいいのでは。 

組織図をしっかり確立して選手の意見が通らないではなく、そこの委員会の長と話してくださ

いという形にして話し合い、物事を決めていく方がバラバラにならずにしっかりした形ができ

る。 

無駄な委員を無くして必要不可欠な委員を作っていけば組織がまとまりやすい。闇雲に増やさ

ず各地区から１人ずつ出るのが理想。 

地区の委員長はしっかり権限を持って対等に話ができることで組織は良くなる。 

協会は競技だけでなく普及委員会を作って末端をもっと増やす事も良い。 

国際委員を作って、IWWF に対しては３名（ケーブル、ウェイク、サーフィン）出す必要がある

のでそこから出していくことが良い。関西では松川長久や辻本和之の名前が上がっていた。関

東の伊藤ケンさんもいいのではないか 

 

総会までに組織の意見を求める。時間がなさ過ぎ。 

総会の日程を延ばすべきではないか。（総会は３月末までにして決算報告はやらなければいけな

い）がいい組織図ができない。（大会の申請もずれる恐れがある） 

今年はこのままの委員でいくべきではないか。 

代表も決まっていないのは不安。そこから決めていくべきでそこから１年かけて決めていくべ

き。 

理事候補としては古川裕一さんの名前が挙がっている。理事はウェイクボーダーである必要は

ない。ウェイクを知らない人でも良い。２人はまずいので早くあと１人決めてほしい。 

総会を成立させる必要がありり、以前は電話等して集めた事もあった。 

事前にこういう理事候補がいますよというアナウンスをして事前に情報を共有し合うことが大

切。Facebook などでもできるのでは。その最終決議を総会で行うと、総会にも皆出席するので

はないか。協会が変わってきたなと思わせる。 

今後、役割分担を振り分けていく必要がある。 

各地区に窓口があることが良い。 

去年は競技の説明やルールの説明もあり、興味を持って選手も来たが今回は２人で廻っている

ので理事に様々な権限があると思われてもしかたがない。去年と意味合いが違う。 



保険の制度も今後協会として取り組んでいく課題。 

 

とりあえず理事を決めて今後進めていく事が先決。フィードバックをしていくべき。 

 


