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吉岡大輔コーチの   草草津津担担ぎぎ上上げげ SSLL キキャャンンププ 
写真でご報告します！  草津白根山（2012/6/2‐3） 

 
 

吉岡さんの滑った跡は、スター

トからゴールまで強弱のあるき

れいな二本の線が！ 強靭な

筋力と高い技術だからこそでき

ること。私たちの誰一人、同じよ

うな跡をつけることはできませ

ん。そのとんでもない違いを知

るだけでも、学ぶことがたくさん

ありました。目標としながらも、

私たちはほどほどにずらしなが

ら、安全に滑りましょう…。（長）

写真提供・武田健一さん

↓ラダーを使って、陸トレ 

←中学生にもわかりやすく 

談笑しながら…

ナイスガイ！ 吉岡さん 

コーチ、速すぎて見えません！

※ ポールに慣れていなくても、自分のレベルで無理せずトライすれば参加できます！ 

←ジャンピングスタート！ 
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２０１２～１３年行事日程きまる 
 
山スキー委員会は、総会の決定をうけて、前期の活動の総

括を再度行うとともに、来シーズンへ向けて、集い、講座、

教室等の行事を具体化させてきました。 
 
開催日時 ２０１２年７月１日 午後１時～同５時 
会議場所 東京スキー協事務所 
出席者 三浦、鮎沢、吉田、赤坂、矢口、高橋、藤城、 
 長部（８名、６クラブ出席） 

欠席の連絡（５クラブ）。 
 
【２０１３シーズンに向けて】 

前期の取り組みを（総会議案で問題になっ

た蓮華温泉行事等々）再検討し、今期は、

安全の確保、教室としての位置付けを鮮明

にし、自然の変化（予測を超える）を読む、

年齢の考慮、参加要項・教室の主旨の徹底

を図っていくこととしました。 

今期の取り組み 

１）山スキーの集い（１１月９日（金）

午後７時～９時） 

会場（未定 新宿、池袋、渋谷あたり

を予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京スキー協 第 1 回山スキー委員会報告 

来シーズンのクラブ行事は決りましたか

「より自然の中を…」めざし 

「オフピステ」にトライしよう！ 

2012 山スキーの集い 2012山スキー教室 立山・剣沢 正面「剣岳」 

2012山スキー教室 立山・剣沢 
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２）山スキー講座（１１月１８日（日）） 

会場（スキー協事務所、もしくは他の会議室を確保す

る） 
講師陣（未定）  気象、読図、リーダー論 

 

３）山スキー教室 

入門教室としての位置付けをより明確にしていく。 
開催の主旨、参加要項を具体的にしていく（打合せ会

での徹底、初めての人には、近々でどのような山スキー（ゲレンデスキー）を行っている

か、滑りの技術をつかみ、力量をつかむ）。 
ガイド行事ではない事の徹底。等々、これまで以上に徹底していく。 
 

教室（場所、日程、主管クラブについて） 

日程 場所 主管クラブ（担当） リーダ

１月１９～２０日 かぐら周辺 ランドネ（矢口）  
２月１６～１７日 湯の丸高原 スノーモンスタ（吉田）  
３月１６～１７日 乗鞍高原   
４月６～７日 栂池高原   
５月３～６日 鳥海山 三多摩山（長部）  
５月３～６日 八甲田山 スノーモンスタ（吉田）  
５月１７～１９日 立山・剣沢 三多摩山（長部）  

 
４）山スキーリーダー交流会 

日時 １０月１９日（金） 午後７時～同９時 
場所 新日本連盟会議室 
対象 東京、関東近県の山スキーリーダー、山スキー教室担当および協力者 
討議事項 山スキー教室の取り組み／その他 

５）その他 
クリーンハイク（２０１３年）への参加 

６）次回、委員会日程 
開催日時 ２０１２年９月４日 午後７時～同９時 
会議場所 東京スキー協事務所 
 

 

2012 山スキー講座

2012 山スキー教室 
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あなたのクラブの 

年間スケジュール（原稿）をお寄せください！ 
 
 
 
東京スキー協のホームページ、「加盟クラブ」のコーナーに各クラブのスケジュールを掲

載いたします。できる限り頂いた原稿のまま掲載しますので、スキー協以外の人の閲覧も

視野に入れたクラブの個性あふれる原稿をお待ちしております。ぜひ各クラブの交流にお

役立てください。（締め切りはありません） 
 
 エクセル、ワード、パワーポイント、PDF 等のデータをメールでお送りください。

 手書きの原稿も、スキャンするなどしてなるべく掲載します。原稿を折らないように

郵送か、手持ちでお届けください。 

 基本は A4 ですが、クラブ会報誌からの流用などでやむを得ない場合は B5 でも受け

付けます。 

☆ とくに HP をお持ちでないクラブは、冒頭に簡単なクラブ紹介を入れることをお勧めします。 

☆ スケジュールを参考に、通信用の記事をお願いすることがあります。ぜひオフシーズンの予

定もお寄せください！ 

※普段インターネットを使用されないかたで他クラブのスケジュールを入手したいかた

は、ご依頼頂ければ印刷したものをお送りします。 
 

原稿の送付、お問い合わせは「広報局」宛と明確にわかるようにお願いします。

メールアドレス：info@tokyoskikyo.org （郵送は事務所住所へ） 

広報局より 

＊ HP のトップページ
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第４５期東京スキー協 
会員登録（会費納入）のご案内 

2012 年 7 月 30 日 
 

東京スキー協第 45 期の会員登録名簿用紙を当通信に同封します。９月２０日までに会員

名簿の提出と会費の納入をお願いします。クラブ担当者調査カード、お勧めのショップ等

情報も同封しました。郵送、FAX、メール等でご返送ください。各用紙のエクセルファイル

を、各クラブにメールでもお送りします。可能な方はメールで頂ければ助かります。 

 

 

 

会員登録に必須です。会費納入とともに手続きください。 

記載事項が同じであればこちらで用意した書式でなくても結構です。 

 
 

 

各クラブ情報の登録として必須です。 

記載事項が同じであればこちらで用意した書式でなくても結構です。 

 

 

 

みなさんのクラブで利用しているお勧めの宿、ショップ等を教えてください。会員向け特典のある

宿等はリストにして配布しています。昨年度のリストを同封しますが、一部休業の宿、サービス内

容の変更などもあると思いますので、現在の状況をご存じのかたは情報をお寄せください。特典が

なくてもお勧めポイントなどを添えて、ぜひ情報をご提供ください。組織局でも情報の確認等に努

めますが、みなさんのご協力をよろしくお願いします。 

 

※ 指導員等年次登録についても 9 月 20 日が締め切りです 
指導員等登録には「年次登録者名簿」、「指導員等登録料」、「会費納入」の 3 点が必要となります。

指導員等登録と上記会員登録（会費納入）を並行して行って頂きますようお願いいたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【送り先はこちら】 
東京都勤労者スキー協議会 組織局 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋３－９－１５ 大住ビル４０２ 

ＴＥＬ／ＦＡＸ：03－3971－4144 

組織局長 石黒 健 e-mail：info@tokyoskikyo.org 

東京スキー協会員登録名簿 

クラブ各担当者カード 

お勧めの「スキー場・宿・食堂・ショップ情報」 

【会費の納入】 

登録会員分の会費を下記郵便口座にお振込みください。 
口座番号：００１１０－７－８８００４  東京都勤労者スキー協議会 

振替用紙の通信欄にクラブ名と会費の内訳を明記してください。 
会費は３５００円／１人（年）（個人会員は４５００円）です。 

組織局より
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 45 期会費、早期納入のお願い 
 東京スキー協の 45 期は、6 月 17 日に行われた総会以後開始しています。 

総会で報告しましたが、45 期の前期繰越金は 707,854 円でした。今期の会計年度は 5 月 1

日からで、総会・全国総会等の活動費、スキー協事務所家賃、新日本スポーツ連盟の分担金の

支払い、電話代等の公共料金の支払いなどがすでに発生しております。現在東京スキー協の活

動を行う上で、非常に厳しい財政状況です。 

 各クラブの事情もあるかと思いますが、スキー協登録会費、9 月の締め切りを待たずとも早

めの納入を頂きますよう、お願い申し上げます。 

総務局より

広報局より：ページの都合で五十嵐さんのコラム「雪友物語」はお休みさせて頂きました。 

ご了承ください 

○ 指導員等登録の手続きについて 

指導員等登録と指導員等の登録料は９月２０日まで 
 2012 年度指導員・セッター・山スキーリーダー・スノーボード指導員の登録料は９月 2

０日までに納入をお願いします。なお、指導員等登録は、「年次登録者名簿」、「登録料」、

「会費納入（前頁参照）」の 3つが必要となります。期日までに 3つを完了してください。 

 

年次登録者名簿は、全国スキー協の手続き方法変更に伴い、昨年度の年次登録者名簿を修

正する形でお願いします。昨年度のデータは東京スキー協から各クラブの技術部責任者（登

録がない場合は代表者）へお送りします。E-メールアドレスを頂いているクラブは E-メー

ルで、それ以外は郵送でお送りします。訂正箇所がわかる様に記入・返信頂けるようお願

いします。返信は E-メールまたは郵送でお願いします。資格返上・休止については、様式

14号・13号（書式は http://www.mmjp.or.jp/wsaj/kiyaku/kiyaku.html 一番下の“ダウン

ロードはこちらから”よりダウンロードしてください）を必ず添付してください。 

 

 

 

 

○ 第 44 期 指導員合格者 

東京スキー協 44 期（2011/12 年）、以下の方が新たに指導員となりました。 
・初級指導員 

大石 雄三さん（シュプール）、土生 礼子さん（町田シャスネージュ）  
野田 たけ子さん（てんとおむし）、中里 隆太郎さん（てんとおむし） 

・中級指導員 
大久保 光一郎さん（コロポックル） 

～～スキーとスキー協の発展のために、ともにがんばっていきましょう！～～ 

教育技術局より

振込み先 

郵便振込 00110－7－88004 東京都勤労者スキー協議会 

振込みの内訳は FAXで送って下さい。 FAX. 03-3971-4144 
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８月 東京スキー協 全国スキー協 ９月 東京スキー協 全国スキー協 

1日（水）   1 日（土）  全国山ｽｷｰ部会 

2 日（木） 常任理事会  2 日（日）  〃 

3 日（金）   3 日（月）   

4 日（土）   4 日（火） 山スキー委員会  

5 日（日）   5 日（水）   

6 日（月） （教育技術局会議）  6 日（木）   

7 日（火）   7 日（金）   

8 日（水）   8 日（土） 常任理事会（泊）  

9 日（木）   9 日（日） 常任理事会  

10 日（金）   10 日（月）   

11 日（土）   11 日（火）   

12 日（日）   12 日（水）   

13 日（月）   13 日（木）   

14 日（火）   14 日（金）   

15 日（水）   15 日（土） 丸沼ﾌﾞﾗｼｽｷｰ  

16 日（木）   16 日（日） 〃  

17 日（金）   17 日（月）   

18 日（土）   18 日（火） （編集会議）  

19 日（日）   19 日（水）   

20 日（月） （編集会議）  20 日（木）   

21 日（火）   21 日（金）   

22 日（水）   22 日（土） スキーセミナー  

23 日（木）   23 日（日）   

24 日（金）   24 日（月） （通信発行）  

25 日（土）  ｻﾏｰｾﾐﾅｰ in 菅平 25 日（火）   

26 日（日）  〃 26 日（水）   

27 日（月） （通信発行）  27 日（木）   

28 日（火）   28 日（金）   

29 日（水）   29 日（土） テニス交流会  

30 日（木）   30 日（日） 〃  

31 日（金）     

８・９月のカレンダー 


