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スキーがもっと 

うまくなりたい 

東京スキー協 理事長 出崎 福男 

 
スキーがもっとうまくなりたいという気持ち

は、多くのスキー協会員の皆さんが持っていると

思います。この春集計された全国スキー協会員ア

ンケートに東京で 189 人の方が回答を寄せられ

ていますが、99 人の方がクラブに加入した理由

として「スキー・スノーボードが上達したかった」

と回答し、一番多い回答となっています。ところ

が、「あなたが加入しているクラブの良いところ

はどこですか」の項目になると「上下関係がなく

民主的な運営がされていてクラブが会員を大切

にしている」が 104 人でトップになり、「スキー・

スノーボードが上達できる」は 55 人です。この

傾向は全国集計でもほぼ同じです。約 4 割の会員

がいつのまにか上達することをあきらめてしま

ったともとれるこのアンケート結果・・・「なぜ？」

って思いませんか？ 
この 6月から 7月にかけて東京の 7つのクラブ

総会におじゃましました。総会への報告文書を見

直してみると、「技術」の項目を設けているのは

2 クラブでした。他の 5 クラブは行事報告の中で

触れている程度でした。7 クラブの会員数を合計

すると約 140 人で、指導員数は 1 クラブあたり 1
～5 名です。決して小さいクラブばかりというわ

けではありません。これが東京スキー協のクラブ

の平均的な状況なのかもしれません。「技術」に

ついての報告がほとんどない総会の中では、技術

上達についての発言も自ずと少なくなります。 
アンケートで「全国スキー協に力を入れて取り

組んでほしい内容」として一番多いのは、「中高

年を対象にしたスキー指導法の研究」で 49 名で

す。悩みを持っている指導員や会員の方々がいら

っしゃるのでしょうね。悩みを具体的に出して交

流する中で答えも少しずつ出てくるでしょうし、

研究すべき課題も見えてくると思います。答えや

課題は中高年の方だけのものではないかもしれ

ません。 
スキーがもっとうまくなりたいという気持ち

は、もしかすると外からの刺激がないとしぼんで

いってしまうのではないかと思ったりします。だ

としたら、上達をあきらめてしまったかもしれな

い約 4 割の会員も、刺激を加えることで目覚めて

くるのではないかと思います。刺激を加える－そ

う、スキーを熱く語り合う場や、上達を目指して

滑る講習などの場をつくることが、クラブ活性

化・スキー協活性化につながるのではないでしょ

うか。それは、年齢を問わず共通に取り組める場

にもなっていくのではないでしょうか。 

 
 
 

2017 年度の会員登録の手続きと会費納入について 

８月 22日より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順次送付しております。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） 
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第２回理事会が豊島区東池袋第二区民集会室

において開催されました。 

（１３時１５分～１６時５０分、出席３６人中１８人） 

 

《会議の主な内容》 

○去る６月１８日、第５０回定期総会の参加者か

ら総会の感想が語られました。各クラブや役員

からの発言をふり返り、今期のスキー協の展望

や総会方針の具体化について、またクラブから

スキー協への要望などを含む広い意見が交わ

されました。 

○役員、理事の局担当と委員会の担当が提案され

ました。理事の出ていないクラブから、引き続

き理事の選出を呼びかけることを確認しまし

た。 

○第１回理事会として、各局の会議を行いました。 

 

《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 

理事：北川勝治、本多賜代、中里隆太郎、山口信

子、聞間至 

●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、松本幸男

矢口政武、秋好賢一（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、藤井一雄、

根本治光、平井光子、浜津良輔 

●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、村本博司 

理事：長部保雄、五十嵐民夫、小柳光雄、高橋勝

美、海野茂（副会長） 

 

《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、聞間至、小川洋（副

会長） 

●ジュニア委員会 

常任：石黒 健、出崎福男 

理事：小柳光雄 

●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、市川正幸(会長) 

 

 

 

 

初・中級指導員受検説明会 

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: 2017年 9 月 14 日（木） 19:00～21:00 

◆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、参加費無料） 

東京都豊島区東池袋 2-39-2 大住ビル 401 TEL/FAX:03-3971-4144 

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

資料準備の都合上、参加申込（FAX か E-Mail）をお願い致します。 

（教育技術局） 

 

  

 理 事 会 報 告
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２０１７ 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！ 

 
◆2017 年 9 月 30 日（土） 13：15～16：50 

◆会場：としま産業振興プラザ（IKE・Biz） 多目的ホール 

◆参加費 事前振り込み 1,200 円（当日払い 1,500 円） 
詳細は同封のチラシを参照して下さい。 

◆プログラム 

「私のスキー人生」  
舞子スノースクール 阿部 孝さん 

「スキー教程カリキュラム改訂案の特徴と理由」 

全国スキー協 技術部長 デモンストレーター  岡田 章男さん 

「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 

 

※指導員理論研修の修了扱いになります 
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丸沼サマーゲレンデ 

2017 プラスノー講習会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
その他、日程のお知らせ（詳細は、別途お知らせします） 

 
2017 平和駅伝＆クラブ交流 BBQ 
2017 年 10月 29 日（日） バーベキューと同時開催します。場所は小金井公園を予定しています。 

 

山スキーの集い〝頂からの滑走を求めて〟 
2017 年 11月 10 日（金） P.M.7:00～9:00／場所 豊島区 生活産業プラザ（８階多目的ホール） 

 

山スキー基礎講座（兼 関東山スキーリーダー養成講座） 
2017 年 11月 26 日（日） A.M.10:00～P.M.5:00／場所 豊島区 生活産業プラザ（会議室） 

 

2017 テクニカルフェスタ 
2017 年 12月 15 日（金）～17日（日）、志賀高原一の瀬エリア 
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編集後記 エビノシッポ 

２年ぶりに広報局に返り咲きました。局員の皆さんが喜んで受け入れてくれるのか心配です。今年の総会議論

はポイントが沢山ありました。シニアのスキー行事の持ち方、スキー行事の相互乗り入れ、東京スキー協の部

局の役割。通信の担うことも多い。風を吹かすように頑張る。だから、常任もがんばれ！（ｋ.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(金)   1 日(日)   

2 日(土)  全国山スキー部会 2 日(月)   

3 日(日)  〃 3 日(火) 山スキー委員会  

4 日(月)   4 日(水)   

5 日(火) 山スキー委員会  5 日(木) 常任理事会  

6 日(水)   6 日(金)   

7 日(木) 常任理事会  7 日(土)   

8 日(金)   8 日(日)   

9 日(土)   9 日(月)   

10 日(日)   10 日(火)   

11 日(月)   11 日(水)   

12 日(火)   12 日(木)   

13 日(水) 広報局会議  13 日(金)   

14 日(木) 指導員受検説明会 スキーメイト発行 14 日(土) プラスノー講習会(14-15)  

15 日(金)   15 日(日) 関東 B 初･中級指導員養成座学/指導員研修会（理論） 

16 日(土)   16 日(月)  全国常任理事会 

17 日(日)   17 日(火)   

18 日(月)   18 日(水) 広報局会議  

19 日(火) 組織局会議  19 日(木)   

20 日(水) 会員登録締切  20 日(金)   

21 日(木)   21 日(土) 指導員ミーティング①  

22 日(金)   22 日(日)   

23 日(土)   23 日(月)   

24 日(日)  全国競技部会 24 日(火)   

25 日(月)  全国常任理事会 25 日(水) 教育技術局会議  

26 日(火) 通信発行  26 日(木)   

27 日(水) 教育技術局会議  27 日(金)   

28 日(木)   28 日(土)   

29 日(金)   29 日(日) 駅伝&クラブ交流 BBQ  

30 日(土) 技術部会/スキーセミナー  30 日(月) 通信発行  

   31 日(火)   

９・１０月カレンダー 

 


