
特定非営利活動法人 そばネット埼玉   理事会 議事録概要 
阿部、加藤、野本、飯田、石川、上田、梅原、小川、菅野、小山、鈴木（銈）、高橋、田中（浩）、

田中（正）、藤間、梶川、野島、長谷川、八木、吉田、川島、鈴木 

平成 26年 8月 25日（月） 

そばネット埼玉事務所 

第 104回 理事会議事 

１ 議事録署名人の選任 

  飯田、野島 

２ 報告事項 

① 会員数の状況 

団体会員 32（1055）、個人会員 153、賛助会員 9 

新規入会 そば塾彩蕎庵 蕎深会 別添名簿参照 

別添団体会員名簿参照 

② その他 

・第 24回アカデミー開催結果 

116人の受講、10人の個別指導で大いに盛り上がった。 

・ 指導者養成講座を全麺協認証そば道場として申請した。 

・経理状況 

３ 議事 
① 第 1回全日本シニアそば打ち選手権大会について 

応募状況 別紙（省略） シニア 28人 Gシニア 20人 
審査員 山本育磨（本陣房）、永山寛康（そば料理研究家）横田節子、 

阿部成男 
審査基準を検討中 
表彰（各部ごとに優勝、準優勝、3位） 盾、賞状 副賞 
   特別賞 賞状、副賞 
   参加賞 ロゴ、大会名入り前掛け 
スタッフ昼食（彩次郎担当）、出場者はレストランで 
結論：以上のとおり承認された。 
 

② 第 25回アカデミーについて 
応募状況 
結論 50 人程度で現在も受付中、そのうち 9 人が個別指導を希望している。 
 

③ 2015三段認定会について 
別添案 
結論：案のとおり、全麺協に開催申請を提出し、承認され次第要項を配布
する。 
 

④ 10周年事業について 
担当役員打合せ会（野本、田中浩、八木、菅野、阿部、野島、上田、鳥海） 
結論：9月 1日（月）そばネット事務所で開催する。 

 
 
     次回理事会  9月 22日（月）18：00 



１１

2014.8.12
ＮＯ 団 体 名 代 表 者 連 絡 者 〒 所 在 地 電話 ＦＡＸ 携帯 E-mail

1 上尾手打ちそば研究会 川口　雄 362-0022 上尾市瓦葺1752-5 048-721-6770 048-721-6770 090-9322-5736 takek.live@gmail.com
2 いるま蕎麦打ち倶楽部 小山　周三 358-0013 入間市上藤沢406-30-1 04-2962-2419 04-2963-2419 090-5419-1796 s-koyama@peach.ocn.ne.jp
3 小山手打ちそばの会 武藤　光男 平山久雄 323-0007 小山市松沼518-8 0285-37-0546 0285-37-0546 080-5088-2049 y.h.happy.f@sweet.ocn.ne.jp 2014.4.1入会
4 蕎深会 深井　芳昭 西澤　繁 364-0033 北本市本町7-49 048-591-4460 048-591-4460 090-9321-7854 sun-nex@rose.plala.or.jp 2014.8.12入会
5 清原手打ちそばの会 中田　隆人 321-3232 宇都宮市氷室町1041-123 028-667-5722 028-667-5722 fa85724@zd6.so-net.ne.jp
6 久喜そば倶楽部 長谷川　明 346-0005 久喜市本町7-2-49 0480-22-8588 0480-22-8588 onihei@tbn.t-com.ne.jp
7 熊谷そば打ち愛好会 高橋　侑一 八木君敏 360-0037 熊谷市筑波1-49 048-523-2469 090-4360-9666 riryoyuu1947@cameo.plala.or.jp 全麺協Ｂ会員
8 古河手打ち蕎麦の会 大島　實 306-0126 古河市諸川512-2 0280-76-2609 090-8080-4226 smiyajim@jcom.home.ne.jp
9 小原田そば同好会 佐藤　信義 小野常夫 963-8835 郡山市小原田4丁目8-11 024-934-5019 024-991-5173 090-2793-2749 mentono1038@yahoo.co.jp 2014.4.22入会
10 彩蕎一門会 樽見　二三男 349-1111 久喜市北広島623-3 0480-52-6486 0480-52-6486 090-2406-5931 saikyoichimonkai@yahoo.co.jp 全麺協Ｂ会員
11 さいたま蕎麦打ち倶楽部 田中　浩三 菅野　博 336-0021 さいたま市大宮区吉敷町4-261-5 048-644-4466 048-858-1060 090-8007-3293 sobauchi@jcom.home.ne.jp 全麺協Ｂ会員
12 下野そばの会 原　則夫 321-0101 宇都宮市江曽島本町15-10 028-645-0842 028-645-0842 090-2402-1456 hara-n@tc4.so-net.ne.jp
13 信州小諸　峰の蕎麦会 大池　久男 384-0022 小諸市松井1-1-27番地 0267-23-0047 0267-23-0047 090-8433-5730 oike@ctknet.ne.jp
14 杉戸麺打愛好会小川道場 小川　伊七 345-0037 杉戸町本島619 0480-38-1905 0480-38-1718 090-2221-3105 ogawadojo2012@ybb.ne.jp 全麺協Ｂ会員
15 せいち庵そば打ち倶楽部 生沼　聖司 306-0234 古河市上辺見651 0280-32-7604 0280-32-7604 080-1208-5774 mail_seiji.o-55@peace.ocn.ne.jp
16 そば塾　彩蕎庵 安田　武司 339-0123 杉戸町宮前167-33 0480-53-8788 0480-53-8788 090-8511-5287 yasuda.e.s@s3.dion.ne.jp 2014.8.11入会
17 蕎麦道場恒持庵 坂本　始喜 368-0004 秩父市山田1633-2 0494-22-2039 090-3530-1098
18 蕎麦道楽　野田弐八会 後藤　修一 278-0031 野田市中根19 04-7122-4084 04-7122-4084 090-4385-0776 goshu1228@beach.dti.ne.jp
19 蕎麦の会「みかど」 小林　陽二 二瓶美惠子 321-0203 壬生町幸町1-6-6 0282-86-2371 090-4710-2377 Si23ka@khc.biglobe.ne.jp
20 達磨工房秋そば倶楽部 浜川　博 361-0038 行田市前谷749-5 048-556-7453 048-555-3175 090-4057-6514
21 秩父そば打ち倶楽部 上石　良雄 368-0031 秩父市上野町2番16号 0494-23-4515 0494-24-9140 090-3339-6241 kamiisi.yosio@blue.plala.or.jp 全麺協Ｂ会員
22 つくば蕎麦愛好会 西原　賢三 305-0842 つくば市柳橋４９６ みずほの村市場内 029-873-9779 029-873-9779 090-1618-0475 n.kenzo@ab.wakwak.com 2013.10.5入会
23 土浦蕎麦同好会 三島　誠 300-0063 土浦市若松町27-1 029-822-1878 029-822-1878 090-2453-2104 mishima1764@r2.dion.ne.jp
24 東武そば打ち同好会 榎本　喜一 345-0002 杉戸町鷲巣488-33 0480-38-3451 0480-38-3451 080-1330-5239 ttn2yxr25p@mx5.ttcn.ne.jp
25 常路麺打ち愛好会 新嵜　照幸 359-1104 所沢市北中4-356-10 04-2921-5459 04-2921-5459 090-8684-3976 shinzaki@taupe.plala.or.jp 全麺協C会員
26 とちぎ蕎和会 小森　康弘 329-1104 宇都宮市下岡本町４５２５－２ 028-673-2794 028-673-2794 090-2763-3989 komori.yasu@a011.broada.jp
27 那須手打ち蕎麦倶楽部 中原　功詞 329-3155 那須塩原市笹沼字川原向436-59 0278-54-0982 0287-98-2588 090-6172-6878 nagashima.yukio@ruby.plala.or.jp 全麺協Ｂ会員
28 日光落合手打ちそばの会 福田　武雄 似鳥典子 321-1107 日光市小代243-3 0288-27-0487 090-4206-3805 nitori3@bz01.plala.or.jp 2013.9.11入会
29 美食そば打ち会 工藤　春男 350-2213 鶴ヶ島市脚折110-7 049-271-2058 049-271-2058 090-2165-3587 n-kudoh.1943@jcn-knt.jp
30 北彩蕎麦の会 川島　源比古 364-0006 北本市北本2-177-6 048-592-4703 048-593-6948 090-2629-3676 yuzansya@tcat.ne.jp
31 (有)森ファームサービス 森　雅美 306-0128 古河市上片田420 0280-76-6120 0280-77-1335 090-3346-7425 mari@morifarm.co.jp
32 分桜流･彩次郎蕎麦打ち会 野本　徳市 347-0063 加須市久下2-31-2 0480-66-2251 0480-66-2251 090-4520-7581 ij2t-isd@asahi-net.or.jp 全麺協Ｂ会員

ＮＰＯ法人そばネット埼玉　団体正会員名簿
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2015 全麺協素人そば打ち段位認定埼玉大会（三段）開催要項 
１ 趣旨 
  近年、食糧に対する安全志向や健康志向の高まりの中で、自然食としての「そば」

の効用が見直され、また、趣味としての「そば打ち」や「そばの栽培」に取り組ん

でいる人が年々増えております。 
この大会は、全国の素人手打ちそば愛好者の技術向上と手打ちそばの普及を図る

ことを目的として、一般社団法人全麺協（以下「全麺協」）が定めた「素人そば打

ち段位認定制度基本要綱」の規定に基づいて実施し、手打ちそば愛好者の技術向上

と交流を深めようとするものです。 
   
２ 大会の位置付け 
  この大会は一般社団法人全麺協「素人そば打ち段位認定制度基本要綱」の規定に

基づき、「三段位認定大会」として実施します。 
 
３ 主催 
  特定非営利活動法人 そばネット埼玉（略称：ＮＰＯ法人そばネット埼玉） 
   
４ 後援 
  一般社団法人全麺協 
 
５ 開催日 
  平成 27 年 2 月 21 日（土） 

平成 27 年 2 月 22 日（日） 
 
６ 開催場所 
  埼玉県県民活動総合センター（別紙 1 案内図参照） 
 
７ 受験資格 
   二段位認定後１年以上経過している者 

 
※ 三段位認定を受験されて不合格となり、本大会実施時点で 1 年間以上の期間を

経過してない方は申し込み（受験）できません。 
※ 複数の「段位認定大会」に重複して応募する「重複応募」も禁止されていま

す。 
 
８ 募集人員 
  各日 48 名 合計 96 名 
  申し込みが募集人員を超えた場合は、主催者側の選考により決定しますのでご了

承ください。 
 
９ 段位認定基準 
  「素人そば打ち段位認定審査基準規程」、「段位認定・技能審査会における審査員

の統一見解に基づきます。 
   （全麺協ホームページ http://www.zenmen.net/を参照ください。） 
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１０ 受験料・認定料 
   受験料 

段位 受験料（円） 
備考 

全麺協会員 全麺協非会員 
三段位 10,000 12,000  

    
認定料 

    審査に合格した者は、上記受験料のほか下記認定料を全麺協に納入すること

により、段位認定証が交付されます。（段位認定大会当日） 

段位 認定料（円） 
備考 

全麺協会員 全麺協非会員 
三段位 12,000 14,000  

※ 受験料、および認定料は原則として返金できません。 
 
１１ 申し込み方法 
   別紙 2 審査申込書に必要事項を記入の上、郵送で申し込みください。 
    特に、定員を超えた場合は、主催者の選考になりますので、過去に三段位受

験で不合格になった方、又は、申し込んだものの抽選漏れで受験できなかった

方については、該当欄にその旨を記入してください。（2 件以上の場合は余白

に記入してください。） 
    また、開催日が 2 日間ですので、受験日の希望を記入してください。 
    ただし、ご希望に添えない場合がありあますのでご了承ください。 
 

※ 審査申込書の様式ファイル（Word）が NPO 法人そばネット埼玉の HP から

ダウンロードできますのでご利用ください。 
 

郵送先：〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町 4-261-5 
           ＮＰＯ法人そばネット埼玉 段位認定大会事務局あて 
 
１２ 当該三段位認定会は全麺協の東日本支部認定会として支部内で複数回開催さ

れるもので、受験申込者の受験機会を確保するため、選考漏れとなった受験申込

者の情報を各主催者が共有することがありますのでご了承ください。 
 
１３ 受験料の納付 

受験料については、受験が決定した方に、納入期日・納入方法について通知

します。 
    
１４ 申込み期限 
   平成 26 年 11 月 14 日（金）必着 
 
１５ 受験の可否の通知 
   12 月上旬に申込者全員に郵送で通知します。 
   

問合せ先 NPO 法人そばネット埼玉 
事務局 上田秀雄   ℡ 090-2224-8541 

   E-mail : nposobanet@gmail.com 
   URL : http://members3.jcom.home.ne.jp/sobanet/ 
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別紙 1 
 
会場案内図（有料駐車場あります。） 
埼玉県県民活動総合センター 
〒362-0812 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台 6-26 
代表  048-728-7111 / FAX  048-728-7130 

 
交通機関利用 
· 大宮駅から埼玉新都市交通ニューシャトル（内宿（うちじゅく）行き）で、内宿
駅まで約 25 分、 内宿駅から無料送迎バスで３分。または徒歩約 15 分。 

· JR 宇都宮線蓮田駅下車（西口）、朝日バス(PDF：74KB)(丸谷行きまたは八幡神
社行き、または菖蒲車庫行き)で、約 20 分。上平野バス停下車、徒歩 12 分。 

· 平成２３年９月１日から「蓮田駅西口－県民活動総合センター」の路線バスが運
行開始となりました。運行路線、運行ダイヤにつきましては、丸建自動車㈱ホー
ムページでご確認のうえ、ご利用ください。  

無料送迎バスについて 
· 無料送迎バスはセンターと内宿駅の循環運行です。詳細は時刻表にてご確認くだ
さい。 

車利用 
◎ 国道 17 号「久保」交差点(上尾市内)を伊奈方面に約 3.8km、「伊奈学園前」(伊

奈町内)交差点を左折し約 0.9km、「県活センター前」交差点を通過し、右側 
◎ 国道 122 号「根金」交差点(蓮田市内)を伊奈方面に約 2.5km、「伊奈学園前」(伊

奈町内)交差点を右折し約 0.9km、「県活センター前」交差点を通過し、右側 
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別紙 2 

2015 全麺協素人そば打ち段位認定埼玉大会（三段）審査申込書 

 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 
所属団体等 

 
受験段位 三段位 

 

全麺協会員 ・ 非会員 

認定済

の段位 

認定段位  二段 
認 定 日 平成 年  月  日 

認定番号            

（例 08 埼玉 001） 

全麺協会員

の 場 合 代表者氏名        印 

( ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ) 
氏 名 

  
  

生 年 月 日 昭和・平成  年  月  日  満    歳 性別 男・女 

住 所 
〒 
 

職 業 

 
連

絡

先 

電話  

FAX 

e-mail  

携帯  

そば打ちの

プロフィー

ル 
そば打ちの

キッカケ、

所属団体で

の活動、研

鑚 方 法 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
過去に三段
位受験で不
合格又は抽
選 漏 れ 

不合格       年  月（会場                 ） 

抽選漏れ大会    年  月（会場                 ） 

受験希望日 2 月 21 日（土） ・ 2 月 22 日（日） ・ 両日とも可 
（記載事項につきましては、個人情報保護の観点から「全麺協・段位認定事業」のみに使用いたします。） 
 
私は、そば打ちを職業としない素人であることを誓い、「素人そば打ち段位認定制度基本要

綱」を熟知した上で、上記のとおり受験を申し込みます。 
（全麺協ホームページ http://www.zenmen.net/を参照ください。） 
平成  年  月  日 

氏名                 （自署） 
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