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東京スキー協、第４８期が始まりました 

どんなシーズンにしますか？ 
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東京スキー協第４８期総会 ７４名の参加で開催 

６月２１日（日）、大塚の豊島区

東部区民事務所集会室にて東京ス

キー協第４８回定期総会が開催され、

のべ７４名（役員３３名、代議員３７

名、傍聴４名）が参加し活発な討論が

行われました。 

 

報告では、各クラブでの会員拡大の

努力の結果、クラブ単位で見ると９クラブで２１

名の会費納入増があったが、組織人員は全体とし

ては後退している特徴を踏まえ、会員拡大への努

力と会員を減らさない努力が重要なことが提起さ

れました。 

 討論では、１７名が発言しました。 

５つのクラブから、この 1年の活動の特徴と教

訓についての発言がありました。会員拡大や行事

への参加者増を生みだした取り組みに共通する点

は、①会員や拡大対象となる方へ継続的に粘り強

く働きかけていること、②日程や費用など参加し

やすくするための工夫をしていること、が挙げら

れます。 

てんとおむしからは、創立１０周年を迎えたこ

とと千葉スキー協の再建に貢献できたことが報告

されました。みなとしゅぷうるでは、クラブ行事

をファミリー対象にとりくもうと、対象になる

方々へ粘り強く働きかけ、参加費も抑えて２２名

の参加で成功させました。シーハイルでは、レー

シングをやりたいと入会した方がクラブ行事を通

じて上達したこと、行事に参加した大学生・高校

生とのつながりを継続し会員に迎える努力を継続

していることが報告されました。日野風花では、

オフシーズンの取り組みの結果、一度退会した会

員が再入会し昨シーズンより多くの行事が開催で

きたことが報告されました。遠慮がちな人をどう

ひきつけていくのか、皆で考えていく必要がある

と述べていました。エーデルヴァイスは、ゲレン

デスキーも山スキーも取り組むクラブですが、非

圧雪のバーンを滑ることも多く、ＳＡＪで１級、

２級を取った人たちでもそういう所が苦手な人は、

敬遠してしまいます。整地を滑る行事も組んで会

員増に結び付けられたらと考えています。練馬

ヒューマンからは、新会員を 4人増やしてクラブ

総会を迎えられたことが報告されました。クラブ

総会での論議を通じて、オフシーズン行事でつな

がりを継続することの大切さ、やりたいことがや

れるのがクラブであることが確認され、一人ひと

りの会員がどんなスキーをしたいか、どんな思い

でやっているか、それに寄り添ってやっていくこ

とが大切であることが確認されたことが報告され

ました。 

 

またＡＴＴＡＣＫからは、１月に湯の丸スキー

場で起きたスノーモビル暴走事故について報告さ

れました。この事故では、ＡＴＴＡＣＫの会員２

名が無人で暴走してきたスノーモビルにはねられ

るなどして重症を負い、内１名は今も入院中です。

この事故の経験から、リスク対策として防寒のた

めにアルミシート（１００円ショップで購入可）

を持っておくことの必要性や、ドクターヘリは日

没後飛べないこと、一緒にスキーに行く仲間の住

所・氏名・生年月日・緊急連絡先は共有しすぐ提

示できるようにしておくこと、事故の目撃者の名

前・連絡先を聞いておくことが大切であることが

述べられました。 

ぜひこれらの発言を今後のクラブの活動に生か

して頂きたいと思います。 

文章：出崎福男 
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オフシーズンの 

暑い日に思う 

東京スキー協 副理事長 近藤 安宏 

 

 

 

３つの台風の発生と、日本列島への接近で梅雨前線が追いやられ、真夏の暑さが一気に押し寄

せてきた 入院を前に、ただ暑さに負けている日々である 

 

今日（７／１５）衆院特別委員会で、「戦争法案」が強行採決された この法案の危険性は、

各界の方から指摘されてきた 

 

当の自衛隊員は、まさに「殺す」か「殺されるか」の問題である 極度の緊張から、自殺に追

いやられる アフガン・イラク戦争に派遣された自衛隊員が帰国後に、５６名も自殺している 

同時に問題は、住民を間違えて殺害してしまうことだ ドイツがアフガンから撤退を決めたの

は、ドイツ兵が５５人戦死しただけでなく、「クンドゥスの悲劇」と呼ばれる事件で１４０名以

上の民間人を殺してしまった事が大きいと言われている 

 

深刻なのは、支援活動中に武力紛争中の相手側に拘束された自衛隊員が、捕虜としての扱いを

受けないこと これは外務大臣も認めているように、他国への支援活動をする自衛隊は、相手側

からすれば敵対行為に直接参加するものとして、文民としての保護を受けない可能性があるから

だ 

 

安保関連法案で日本が海外のどこへ出かけて何をするのか、早稲田大学の水島朝穂教授はこう

指摘する 「私は、自衛隊が『海賊対策』の名目でつくられたジブチの『拠点』（基地）をベー

スに近い将来、中東からアフリカ方面のさまざまな紛争を米国に変わって押さえていくことにな

ると見ている」、「米アフリカ軍司令部は、ドイツ南西部の都市に置かれているが、そこに昨年

から自衛隊の佐官クラスが常駐している」と 

 

アフガニスタンで人道支援を続けるペシャワール会現地代表の中村哲さんは、「自衛隊が国際

ＮＧＯを救出できるようにする、駆けつけ警護するという想定があり得ないことだし、そんなこ

とすると、助かる命も助からない 支援は、その国の人たちの願いと保護を受けてやれることで

す」と述べている 「つくらなくてもいい敵をつくり、イスラム教徒に対する偏見を共有し、危

険な火遊びに運命を託すようです」と 

 

我々国内にいる国民も、危険に追いやられる 中央公聴会で山口二郎・法政大学教授が述べて

いるように、アメリカによるイラク戦争に参戦したイギリスとスペインで大規模なテロが発生し、

多くの市民が犠牲になったことを忘れてはいけないと 

 

戦後７０年、憲法９条により「一人の戦死者」も「一人の相手も殺さなかった」ことを、肝に

銘ずべきである この戦争法案は絶対廃案にすべきである 

 

生後７ヶ月になるヒロミ(トイプードルの犬)は、一日中部屋の中に居ると、夕方になると突然

マットを勢いよく前足で引っかく エネルギーが有り余っているな～ 

 

  

リレーエッセイ 雪紋 
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競技未経験、初参加の２名もいっしょに 

かぐらフリーレッスン ２０１５／５／２３－２４ 

雪解けが急に早まり、廊下のように細長くなったゲレンデで、三増コーチのフリーレッスンが行われ

ました。グサグサでコブができたゲレンデを、いかに自分でスキーをコントロールして滑るかというこ

とに取り組みました。三増コーチのレッスンに初めて参加したモルゲンローテのおふたりに、感想を聞

いてみました。 
 
参加したきっかけは？ 

富川さん（後列左）: 「１２月のフリーレッスンに参加した同じクラブの小柳さん（前列左）が、〝コー

チがとてもよかった〟と言っていて、ご本人が今シーズンとても上手になったのを見て。（競技スキー

委員会の行事ですが？）詳しいことはよく知りませんでした（笑）」 

レッスンの内容はどうでしたか？ 

平原さん（前列左から２人目）: 「コブ

になった斜面を滑るのは初めてでした。

全員への課題とは別に、私にもできるこ

とを毎回アドバイスしてくれたので、難

しさは感じませんでした。来シーズン、

いい条件のときに楽に滑れるようになっ

ていたら嬉しいですね。」 
富川さん: 「実は初日はなんの練習かよ

くわかりませんでした。２日目、自分な

りに意識して滑っていたところを褒めら

れたので嬉しかった。それからだんだん

面白くなってきました。」 
 

☆競技スキー委員会では、競技をやらないかたも気軽に参加できるフリーレッスンを、１２月と５月に

企画しています。新しい参加者をお待ちしています。（競技スキー委員会） 

 

 

「てんとおむしスキークラブ創立１０周年記念祝賀会を開催」 

てんとおむしスキークラブは本年１２月９日をもってクラブ創立満１０年を迎えます。これを記念し

て、スキー場でクラブ員がつける腕章を、クラブのロゴマークを刺しゅうしたものにリニューアル。 

５月３０日の定期総会の終了後、「創立１０周年記

念祝賀会」を開催しました。 

 

祝賀会には３７人の会員と、東京スキー協の出崎

理事長をはじめ３人の来賓を迎え、１０年間の歩み

を記録したビデオの鑑賞とクラブ創立以来の会員の

思い出話や逸話の発表。会員による篠笛やハーモニ

カの演奏。会員と来賓者の全員が本人の意志にかか

わりなく、くじによりいずれかの一つに出演しなけ

ればならないという仕掛けで、南京玉簾や仮装踊り、

歌謡舞踊、フラダンスなど、何らかの出し物に出演

して大いに盛り上がり、祝賀会を楽しみ創立１０周

年を祝いました。（てんとおむし SC 久保木 正明） 「ギッチョンチョン」を踊った後、記念撮影。右端は出崎理事長。
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教育技術局より 

 

 

 

○第４８期、会員登録の締め切りは９月２０です 
 
会員名簿と担当者カードの提出、会費納入を期日までにお願いします。８月前半に案内をクラ

ブの担当者あてに送付いたします。名簿に基づき会員証を発行します。 

早目の登録手続きと会費納入をお願いいたします。 

 

○スキーメイト購読料（１６１～１６５号分）の納入をお願いします 

スキーメイト９月号の発行を目途に、年間購読料の納入をお願いしています。年間購読料（５号

分）２０００円の前払いとなります。 

未納分がある方は１冊４００円として、合わせて納めてください。 

購読開始号により請求分とずれがある場合も、同様に調整して納めてください。 

 

郵便振替口座: 00140 5 659281    東京スキー協スキーメイト係 
※連絡欄にはクラブ名と納入する号番を明記してください。 

 

なお、キャンペーン購読料適用（年間購読料 ５号分、１０００円）のかたは、２年目より上

記の方法で納入ください。お問い合わせは組織局までお願いいたします。 

 

 

○第４８期、指導員等登録登録の締め切りは９月２０日です 

指導員等登録は、「年次登録者名簿」、「登録料」、「会費納入」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。案内は８月上旬にクラブ担当者にお送りします。 

書式は全国スキー協ホームページの各種規約・規程・様式のページ から入手できます。（資

格返上・休止については、様式14 号・13 号） http://www.mmjp.or.jp/wsaj/kiyaku/kiyaku.html   

 
○指導員受験・指導員養成修了の説明会開催 

クラブ活動の活性化や、自身のスキー技術の向上を目指してスキー協指導員を受験してみよう

と考えているスキー協会員のみなさん。また、指導員を受験するにはハードルが高いが、スキー

協の考えや教程技術に深く触れたいと思っている方に、指導員養成修了のご案内をします。 

受験・受講するにあたっての心構え、スケジュール、教材などのご案内をします。ぜひご参加

ください。 

≪開催概要≫ 

日 時：９月１７日(木) 19：00～21：00 

会 場：東京スキー協事務所（新日本スポーツ連盟） 

参加費：無料 

 

○２０１５スキーセミナー、日程のお知らせ 
９月２７日（日）、スキーセミナーを開催します。会場は確定次第案内いたします。 

 

組織局より 
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八ヶ岳、縦走路からの横岳 

 

編集後記 エビノシッポ 
東京スキー協 48 回総会、練馬ヒューマンの女性代議員の発言が心に残った。「どういう思いで参加しているのか

を掴む、会員の思いに寄り添うことが大切」。大いに参考にしたい。（to-ta） 

 

８月 東京スキー協 全国スキー協、他 ９月 東京スキー協 全国スキー協、他

4 日(火) 組織局会議/山スキー委  2 日(水) 山スキー委員会  

6 日(木) 常任理事会  3 日(木) 常任理事会  

17 日(火)  全国理事会 5 日(土)  全国山スキー部会（岐阜）

25 日(火) 広報局会議  6 日(日)  〃 

   12 日(土) BBQ 交流会  

   15 日(火)  スキーメイト発行 

   17 日(木) 指導員受験説明会  

   22 日(火) 広報局会議  

   27 日(日) スキーセミナー 全国競技部会 

８・９月カレンダー 


