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「東京スキー協」をもっと 

身近な存在に！ 

東京スキー協 副理事長 車田 夕紀子 

 

総会が終わり、新しい部局の体制も決まって、

第４９期が動き始めました。 

前号の通信には総会での全経過が掲載されて

います。当日参加していない方にも東京スキー

協の活動を理解し、共通の認識を持って貰らえ

たらという事で、全経過の掲載は今回が初の試

みです。是非、クラブ内でも話題にし、お気づ

きの事や、疑問、斬新な意見等がありましたら、

クラブの理事さんを通じて、スキー協に投げ返

して貰いたいと思います。 

９月 24 日（土）には、今シーズン最初の行事

である“スキーセミナー”が開催されます。 

スキー技術や指導についてだけではなく、安

全について、スキーの業界について等、できる

だけスキー好きな全会員が興味を持てるような

内容になるように教育技術局の担当が腐心して

います。指導員以外の方もじゃんじゃんご参加

ください！ 

 

４９期 役 員 よ り 一 言 

【会 長】 

市川正幸…東京スキー協の実態調査で分かったことですが、平均年齢が高すぎます。   

会員一人ひとりが新しい人(若い人)を誘えるようスキーの魅力を伝えていきたい。 

【副会長】 

海野 茂…スポーツは自分より強い相手を打ち負かした時は快感だ。

テニスの錦織も相手を研究してたたかう。スキー競技でライバルに

勝つには、相手を研究して闘うこと。これが必要なのだ。 

福島 明…今度のスキーメイトは特に面白い！ なぜか？？  

それは見てのお楽しみに。読者でない方はこの機会にぜひ読者に…。 

小川 洋…全国理事長に就任して１期が終了し、新たな気持ちで２期目に突入。

ジュニア世代をどうするかと会員 10人以下のクラブの奮闘がキーワード！ 

【理事長】 

出崎福男…皆さんのご協力で組織の年齢構成が見えてきました。若い会員を迎

えていくことと、東京スキー協の過半数を占める 60 歳以上の方たちが元気

にスキーを続けられること、どちらも大切にしていきたいと思います。 

【副理事長】 

吉田安信…多くのクラブが東京スキー協の行事に参加して、クラブを

超えてスキーを楽しめるようにしたい。 

石黒 健…会員が増えた。メイト読者が増えた、スキー仲間が増えた、

そんな報告ができるようにがんばります。 

車田夕紀子…東京スキー協はまもなく５０周年を迎えます。５年先、

１０年先につながる活動ができればと思います。 
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 第 2 回理事会が東池袋第二区民集会室において 

開催されました。冒頭、規約に定められた「東京

スキー協の目的と活動」を読み上げて確認し、①

理事の補充、②定期総会の総括、③総会方針の具

体化、④役員・理事の局・委員会等の担当につい

て討論を行い、確認しました。（出席 21 人／36

人） 

①理事補充の確認について 

平井光子さん（雪舞）の理事補充を確認、承認

しました。 

② 定期総会の総括について 

「36 クラブ中 8 クラブで役員・代議員の総会出 

席率が０％だった。クラブ活性度の一つの指標 

としてみてほしい。」との発言を受け、総会出

席理事を中心に総会結果について討論しました。 

（発言要旨）「今総会はスキー協を理解する良

い機会となり、親近感が持てた。」「クラブ

活動報告書は、自分のクラブと他クラブの状

況が比較できてよかった。」「スキー修学旅

行指導についての発言が良かった。」「クラ

ブ役員のなり手がなく、内容的に限界クラブ

で悩みを抱えている。そういうクラブへのス

キー協としての対応をしてほしい。」ほか。 

③ 総会方針の具体化について 

方針の具体化について討論し、理事会活動につ

いて、（1）レジュメ項目の事前配布、（2）議

事録の作成、（3）議事録の要旨を通信に掲載す

ることについて要望があり、確認しました。 

④ 役員・理事の局、委員会担当の確認 

《各局担当》 

●教育技術局  局長：福島 明(副会長) 

常任：出崎福男、末広明美、矢吹 健、伊藤正明、

村本博司(新任) 

理事：北川勝治、本多賜代、中里隆太郎、 

山口信子(新任)、聞間至(新任) 

●組織局  局長：石黒 健(副理事長) 

常任：星野昌弘 

理事：芦田潔、小川正夫、梶並由美子、小柳光雄、

高橋勝美、松本幸男、矢口政武(新任)、 

市川正幸(会長) 

●総務局  局長：車田夕紀子(副理事長) 

常任：吉田安信、 理事：鮎沢剛人、長部保雄、

伊藤元広、広瀬陽治、藤井一雄、根本光理、

三浦幸光、奥屋和俊(新任)、平井光子(信任) 

●広報局  局長：高橋豊明(常任理事) 

常任：長谷川かよ子、出崎福男、車田由紀子(総務

局選出) 

理事：長部保雄、五十嵐民夫、海野 茂(副会長)

高橋勝美(組織局選出) 

《各委員会担当》 

●山スキー委員会 

常任：吉田安信、理事：長部保雄、矢口政武 

●競技スキー委員会 

常任：矢吹 健、末広明美、長谷川かよ子 

理事：高橋勝美、山口信子 

●ジュニア委員会 

常任：石黒 健、出崎福男 

理事：小柳光雄、五十嵐民夫 

●スノーボード委員会 

常任：石黒 健、小川 洋(副会長) 

●ウィークデースキー委員会 

 理事：北川勝治、三浦幸光、市川正幸(会長) 

《各種実行委員会等の担当者》 

●東京競技大会 

矢吹 健、末広明美、出崎福男(実行委員長) 

●越年実行委員会 

 吉田安信、小川洋、出崎福男 

●スノージャンボリー 

 車田夕紀子、吉田安信、伊藤正明、出崎福男 

●テクニカルフェスタ 

伊藤正明、長谷川かよ子、高橋豊明、福島明 

●クラブ交流駅伝 

 石黒健、市川正幸、梶並由美子(理事) 

●バーベキュー交流会 

市川正幸、高橋勝美(理事) 

 

 理 事 会 報 告
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東京スキー協 第２回山スキー委員会報告 
 

開催日時： ２０１６年８月２日（火曜日） 午後７時３０分～同９時 

会議場所： 東京スキー協事務所 

出 席 者： 吉田、矢口、長部（３名、３クラブ（欠席連絡 関谷）） 

 

協議事項： 

１）山スキーの集い（１１月１１日（金）午後７時～９時） 

会場の確保（以下に予約完了）、用具の説明（予定・カモシカスポーツ） 

会場：豊島区生活産業プラザ（８階・多目的ホール） 

案内の作成、広報 

２）山スキー講座（１１月２９日（日）午前１０時～午後５時）） 

会場の確保（抽選に外れました）、講師陣の選定（山スキーリーダー、指導員） 

講師陣（予定）  リーダー論（矢口氏）、気象、読図（いずれか、毛利氏へ依頼、他未定）、 

会場については、新日本スポーツ連盟会議室を確保しています。案内の作成、広報 

 

３）山スキー教室 

日 程 場 所 主管クラブ 備 考 

１月  ～  日 かぐら周辺 ランドネ。風花 主管クラブ、日程調整 

２月１８～１９日 湯の丸高原 スノモン  

３月 乗鞍高原 （こなゆき） 調整中 

５月３～５日 鳥海山 三多摩  

５月３～５日 八甲田山 スノモン  

５月１９～２１日 立山・剣沢 三多摩  

 

４）「２０１７山スキー教室の案内」の作成  

５）「２０１６山スキー教室記録集」の作成 

６）安全対策 

７）全国山スキー部会 

・会場:岐阜県・スポーツプラザ 

９/３（土）13:00～17:30、９/４（日）9:00～12：00解散 

①15－16シーズンのまとめ、成果と課題 

②16－17シーズンの計画と方針の具体化討議 

③役員体制 

８）その他 

クラブ代表者、理事会へ下記に関する訴えを送付。 

・山スキー委員会の確立 

各クラブは、委員の選出に責任を。山スキー委員の選出を。積極的に呼び掛ける。 

モルゲン、プレアデス、シュプール、エーデルヴァイス、雪舞、雪けむり、風花、ホワイトベア、

三多摩山スキー、スノーモンスタ、ランドネ、こなゆき等々に呼びかける。 

 

次回開催日時： ２０１６年９月６日（火曜日） 午後７時～同９時 

会議場所： 東京スキー協事務所 
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（１）２０１６スキーセミナー 

スノースポーツを多面的に学び、元気にシーズンを迎えよう！ 
◆2016 年9 月24 日（土） 13：15～16：50 

◆豊島区立生活産業プラザ（旧名称 ECOとしま） 3階 大会議室 

◆参加費 1,200 円（事前申込み）、1,500 円（当日参加） 

◆スキー協全会員が対象です 

13：00 開場 

13：15～ 「指導員の役割・権利・義務、指導とは、スキーの安全について」   

東京スキー協 教育技術局長 福島 明さん 

14：00～ 「教程改訂の方向性と進捗状況」 

全国スキー協 技術教育局長 荻原 正治さん 

15：30～ 「日本のスキー業界現状とスキー協に期待すること」 

株式会社クレブ 取締役会長  岸野 悦雄さん 

（すべてに参加した指導員は指導員理論研修修了扱いとなります） 

 

（２）２０１６プラスノー講習会 

ベストポジション習得に最適！ 

教程の基本的なスキー操作を繰り返し練習しよう 

◆2016 年10月1日（土）～2日（日）  

◆丸沼高原スキー場 

◆参加費16,000円（１泊２食、障害保険代含む） 

◆講師 小川 洋さん（スキー協上級指導員、元デモンストレーター、全国スキー協理事長） 

◆宿泊：石窯カフェと宿Cou(クー)屋 

 

（３） ２０１６年度初級・中級指導員養成・検定会日程・会場 

関東ブロック 
◆養成理論 

2016年10月16日（日）9：00～17：00 会場確保中 

◆養成実技 

2016年12月10日（土）～11日（日） 志賀高原一の瀬/高天ヶ原スキー場 

◆理論検定 

2016年11月13日（日）13：00～15：00 ペーパーテスト 

レポートについては要項を参照ください 

◆実技検定 

2016年3月11日（土）～12日（日） 志賀高原一の瀬/高天ヶ原スキー場 

 

※詳細は、東京スキー協ホームページ（http://www.tokyoskikyo.org/）をご覧ください 

「クレブ」の岸野会長のお話は
楽しくて元気が出るよ～！！ 
みんなで行きましょう！！ 

プラスノーは雪に近い感覚で 

滑ることができます 

http://www.tokyoskikyo.org/
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  主催：東京スキー協 教育技術局 

新しい指導員の誕生は、クラブ・スキー協の発展にとって欠く事のできない重要なことです。東京ス

キー協会員の皆さんに初級指導員へのチャレンジを呼びかけます。初級指導員の皆さんは、ぜひ中級指

導員受験をご検討ください。 受験しようかどうか迷っている皆さん、準備についてもっと知りたいと

いう皆さんを対象に「指導員受験説明会」を開催しますので、ご参加ください。 

日程： 2016年 9月 15日（木） １９：００～２１：００（参加費：無料） 

会場： スポーツ連盟・スキー協事務所 ４０１会議室（定員 15名程度） 

      東京都豊島区東池袋 2-39-2 大住ビル 401（裏面に案内図） 

      TEL:03-3971-4144（東京スキー協の電話／FAX） 

担当： 出崎福男（携帯電話：090-4756-8086）  E-Mail：fukuode_ski@jcom.home.ne.jp 

 

2016年度の指導員等登録の手続きについて 

指導員等年次登録者名簿提出と、指導員等の登録料は 9 月 20 日まで 

2016 年度スキー指導員・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 20 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」(※上記 “会員登録の手続き”参照)の 3 つが必要となります。資格休止の場合も、3

つが必要になりますので注意して下さい。 

「年次登録名簿」は、昨年度の「年次登録名簿」を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Ｅメールまたは郵送でお送りしましたので、修正する形でお願い

します。訂正箇所が分かるように、朱記きで記入して下さい。 

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 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

http://www.mmjp.or.jp/wsaj/kiyaku/kiyaku.html 一番下の“スキー指導員はこちらから”“ス

ノーボード指導員はこちらから”よりダウンロードして下さい）を必ず添付して下さい。 

（教育技術局） 

2016年度の会員登録の手続きと会費納入について 

８月下旬に登録関係の案内をクラブの担当者あてにＥメールまたは郵送で送付しております。

会員の名簿に基づき会員証を発行します。９月２０日までに「会員登録名簿提出」と「会費納入」

をお願いいたします。なお、指導員登録の際は、必要な手続きにもれのないよう同時に済ませて

ください。（組織局） 

参考:  http://www.tokyoskikyo.org/topics/kaiin_annai.html  

HPトップ（右側）にも書式をアップしています: http://www.tokyoskikyo.org/ 

 

＊＊＊総務局より会費の早期納入のお願い＊＊＊ 

 東京スキー協の４９期の支払いがすでに発生しております。会費につきましては、９月２０日

締め切り前の早期納入をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

TEL:03-3971-4144
http://www.mmjp.or.jp/wsaj/kiyaku/kiyaku.html
http://www.tokyoskikyo.org/topics/kaiin_annai.html
http://www.tokyoskikyo.org/
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東京スキー協 越年ファミリースキー 

今年は、志賀高原で開催します。 

◆日 程： 2016年 12月 29日夜出発～2017年 1月 2日夜帰着（貸切バス・片夜行） 

◆宿 泊： 志賀高原ロッジ（横手山エリア） 

◆募集人数： 40名 

※正月行事を企画されていないクラブの方、是

非ご参加を！ 企画中だけどまだ固まって

いないクラブの方々、是非こちらへ合流をご

検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東京スキー協 テクニカルフェスタ 

技術レベルアップと交流を目的に開催６年目、さらに内容を充実させて今年も志賀高原で

開催します。一般レベルアップ、指導員受検レベルアップ、指導員研修の３つのコースか

ら選べます。ビデオチェック、大交流会あり。ＳＴＴは誰でも受験できます。 

 

◆日 程： 2016年 12月 16日（金）～18日（日） 

◆宿 泊： ホテル山楽（志賀高原・一の瀬エリア） 

◆募集人数： 70名 

 

※各クラブからの実行委員を募集しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４回 東京スキー協クラブ交流平和駅伝 

＆第２回ＢＢＱ交流会 
今年は２つのオフシーズン行事が合体します。 

クラブ対抗駅伝と応援、そしてＢＢＱで東京スキー協を盛り上げよう！ 

◆日 程：１０月３０日（日） 

◆場 所：東京都小金井公園 ユウカリ広場（ＢＢＱ） 

駅伝コース（調査中） 

 

※詳細は次号の通信でお知らせします。 
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編集後記 エビノシッポ 

日本三大雪渓の一つで山スキーヤ－にも人気の針ノ木雪渓、軽アイゼンを  

ザックに山の日に入ってみたら、雪はなく針ノ木谷と化していた。雪渓の白い 

残雪は夏山の魅力のひとつ。16～17 シーズンの豊富な雪を祈りたい。（T.T） 

 

９月 東京スキー協 全国スキー協、他 １０月 東京スキー協 全国スキー協、他 

1 日(木) 常任理事会  1 日(土) プラスノー講習会  

2 日(金)   2 日(日) 〃  

3 日(土)  山スキー部会 3 日(月)   

4 日(日)  〃 4 日(火) 山スキー委員会  

5 日(月)   5 日(水)   

6 日(火) 山スキー委員会  6 日(木) 常任理事会  

7 日(水)   7 日(金)   

8 日(木)   8 日(土)   

9 日(金)   9 日(日)   

10 日(土)   10 日(月)   

11 日(日)   11 日(火)   

12 日(月)   12 日(水)   

13 日(火) 広報局会議  13 日(木) 理事会③  

14 日(水) 駅伝＆BBQ実行委員会 14 日(金)   

15 日(木) 指導員受験説明会  15 日(土)   

16 日(金)   16 日(日) 関東Ｂ初･中級指導員養成理論 

17 日(土)   17 日(月)   

18 日(日)   18 日(火) 広報局会議  

19 日(月)   19 日(水)   

20 日(火)   20 日(木)   

21 日(水)   21 日(金)   

22 日(木)   22 日(土) 指導員ミーティング  

23 日(金)   23 日(日)   

24 日(土) スキーセミナー  24 日(月)   

25 日(日)  全国競技部会 25 日(火) 組織局会議  

26 日(月)   26 日(水) 教育技術局会議  

27 日(火) 通信発送/総務局会議/組織局会議 27 日(木)   

28 日(水) 教育技術局会議  28 日(金)   

29 日(木)   29 日(土)   

30 日(金)   30 日(日) クラブ交流駅伝＆ＢＢＱ  

   31 日(月) 通信発送/総務局会議  

９・１０月カレンダー 


