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協議会組織の弱点を 

強みに！    
東京スキー協 副理事長 村本 博司 

 

 

通信 5月号では「記録することの重要性」に

ついて書きました。今回はやらざるを得ないこ

とになった財政検討委員会担当として、考えた

ことを書いてみます。この夏、議論のたたき台

作成のために過去のバランスシートを分析しま

した。やればやるほど暗たんたる気持ちにな

り、ちっとも楽しくありませんでした。 

なぜ 10数年も前から実質は赤字状態なのに改

善が見られないのか！！絶望感と共に激しい怒

りも沸き上がり、酒席で何人かの方を問い詰め

たりしました(ごめんなさい)。財政状況につい

て認識していなかったり、意識が非常に希薄で

あったり、「分かっていたができなかった」と

本音を吐露された方もいました。 

ではなぜ、スキー協役員に危機意識が希薄だ

ったのか？振り返れば、二年前に常任理事を拝

命した私自身も正直、今回、自分で調べて見る

まではそうでした。会計担当から会議で数字の

書かれた紙一枚を渡されても何も分かりません

よね。たぶん他の方もそうだったのでしょう。

見たくないものは見ない。知りたくないことは

知らないことにする。弱き人間のサガでしょう

か。財政赤字という客観的な事実が 10数年にわ

たり共有されず、結果として改善が見られなか

ったことは非常に残念です。 

さて、私たちの協議会組織ではクラブに主権

があります。クラブからスキー協の役員が派遣

されています。お金もクラブから指導員登録料

と会費が納入されます。もし、彼らの意識がク

ラブ第一でスキー協は第二であったならば、当

然、危機意識も希薄になりかねません。また、

指導員登録料や会費を期限内に登録人数分を支

払っていないクラブも存在しています。そのこ

とに対して、スキー協は「納入のお願い」をす

るしかありません。指導員登録は規約により義

務違反で資格を失うはずですが、これまで実施

されたことはないと聞いています。つまり、協

議会組織は、人と金の面で非常に脆弱と言わざ

るを得ません。 

そもそもスキー協は 50年前、草の根的に各地

に誕生したクラブに対して、指導員の育成やク

ラブでできない行事を行うために作られたよう

です。スキーを愛する人たちが、お金を出し合

い、クラブの枠を超えて行事や組織運営に参加

し、「ぶつかり合いながらもみんなで作ってき

た」(50周年レセプションでの OBの方の発言)

そうです。会員拡大がどんどん進む上昇期は、

この協議会の組織原理が有効に発揮されまし

た。クラブに主権があり、自分たちが主役です

から、苦労しても楽しかったことでしょう。で

も今は違います。創立 30周年以降、会員数は横

ばいから減少になり、誰の目にも衰退期に入っ

たことが明確になりました。 

では、どうしたらよいのでしょうか？協議会

の良いところ(ぶつかり合いながらもみんなで作

っていく)をもう一度見つめ直し、再生させまし

ょう。「私滑る人。あなた準備する人」からの

脱却を目指しましょう。理想論かもしれません

が、スキーを愛する人たちが進んで金を出し、

主体的に運営にも参加していけるような姿が求

められていると、私は思います。 

また、会員の最大の要求はスキーが上手くな

りたいことです。幸いシーズン始めのテクニカ

ルフェスタは今年で 8回目。行事として定着

し、参加者も伸びています。そこで、この要求

に対応した行事をもう一つ立ち上げられないか

考えています。もちろん実行委員会を組織し

て、主体的に参加者みんなで作り上げていくこ

とで満足感や充実感を高かめることは言うまで

もありません。行事収入の黒字で財政にも貢献

することを目指します。協議会組織の弱点を強

みに転換できるかどうかが問われています。
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安全に、楽しく 

シーズンイン 
山スキーの集い（11 月 9 日）、山スキー基礎講座（11

月 18 日）が開催された。登山時報や山と渓谷誌にも紹介

され、会員外の方も多数参加していました。山スキー基礎

講座は、参加者５名中４名の方がスキー協外の方でした。 

クラブからの参加が少ないというのは、クラブでの取り

組みが問題だと感じる方もいます。 

－クラブに、山スキーの風を－ 

昨年も、スキー協クラブからの参加が少なく『クラブで

山スキー（バックカントリースキー）への取り組みを積極

的に進めていくことが求められている』と指摘したが、現

状、参加者の状況を見ると、スキー協の取り組みが遅れて

いると言えないでしょうか。 

山スキーへのクラブの取り組みが求められる状況と言え

ます。 

山スキー教室へクラブ員を派遣して、山スキーリーダーを育てよう 

ゲレンデでは味わえない新雪滑降、春のたおやかな山、ゲレンデを離れ、自然の中でいかにスキーを

楽しむか、山スキーの教室です。シールを使用しての登高、ルートファイディングなど山スキーに必要

な基礎的な知識と技術を学びます。経験者には山小屋泊まりの実践コースもあり、レベルに応じた教室

が用意されています。 

スキー技術は、中級程度（パラレルターンか、それに近い滑り）の方。および、ハイキング程度でも

よいので、山登りをしたことのある方なら、どなたでも参加できます。 

（教室日程） 
回 日程 行事名 内容 宿泊先（予定）/参加費 ※打合会 

①  

1/26(土)～ 
～ 

1/27(日) 

か ぐ ら 峰
周辺 
新潟 

入門。ゲレンデで基礎滑降、シール着脱・登高
など、スキー場から稜線へ、自然のままの雪山
を楽しむ 

みつまた ロッヂ三清 
16,000円 

1月 17日(木) 

②  
2/16(土)～ 

2/17(日) 

湯 の 丸 高
原 
長野 

入門。スキー場の上が粉雪の高原。シール着脱・
登高、樹林滑降など山スキーのエッセンスが豊
富 

湯の丸・シティオス地藏 
17,000 円 

2 月 7 日(木) 

③  
3/16(土)～ 

3/17(日) 
乗鞍高原 
長野 

リフトでトップへ、シール登高 2～3 時間で肩
の小屋へ初級者から上級者まで楽しめます。入
門教室として実施します。 

乗鞍高原・美鈴荘 
17,000 円 

3 月 5 日(火) 

④  
5/3(金)～ 

5/5(日) 
鳥海山 
秋田 

東北の名山。秀麗な山容を見せてくれます。積
雪の多さと共に最良の山スキーの場を提供し
ています。 

矢島・まさか 
34,000 円 

4 月 11 日(木) 

⑤  
5/3(金)～ 

5/6(月) 
八甲田山 
青森 

南・北八甲田山のバリエーション豊富な広大な
山域を春スキーの決定版。山スキーの入門にも
最適 

猿倉温泉・猿倉荘 
50,000 円 

4 月 18 日(木) 

⑥  
5/24(金)～ 

5/26(日) 
立山・剣沢 
富山 

北アルプス 3000ｍ級の雄大な斜面の大滑降は
爽快感満点。温泉につかり星空を眺めて気分は
極楽 

地獄谷温泉・雷鳥荘 
31,000 円 

5 月 9 日(木) 

※行事ごとに打合会を行います。会場は、新宿駅西口「ルノアール」（エステックビル店）（電話：03-3348-1470）です。 

 
申込・問合せ先：東京都勤労者スキー協議会 山スキー委員会 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-39-2 大住ビル 402 TEL･FAX 03-3971-4144 

山スキーの集い（11/9） 

山スキー基礎講座（11/18） 
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2018 平和駅伝＆交流バーベキュー 2018年 10月 28日（日） 

 

「平和駅伝に参加して」 

エーデルヴァイススキークラブ 増田美智子 

秋晴れの 10 月最後の日曜日、小金井公園でスキ

ー協主催の「平和駅伝＆BBQ」に参加しました。集

まった参加者 54 名のうち、走ったのは４チーム

（26 名）でちょっと寂しい感じがしましたが、BBQ

はなかなか盛況でした。 

エーデルヴァイスはチームで 3 位でしたが、個人

別では男子は３位、女子は 10 年ぶりに参加してく

れたわがクラブの元部員が１位になりました。表彰

式では親子三代で写真を撮っていた高橋ファミリー

がとても楽しそうなのが印象にのこりました。若い

方がいらっしゃるチームは羨ましい。 

私たちのクラブは、駅伝は、浅草から始まり、多

摩川、中野、光が丘、和光、小金井公園、多摩湖、

そして小金井公園と毎年参加しています。浅草のこ

ろはまだまだ元気で 5ｋｍを難なく走り、帰りに神

谷バーへ行くのが楽しみでした。最近では 2.5ｋｍ

を走るのが精いっぱいとなってしまい、こんなこと

ではいけないと思ったものの、走れば気持ちいいの

は♪分かっちゃいるけど走れない♪という感じで

す。 

小金井公園のコースは BBQ のためには仕方がな

いのかもしれませんが、コースを間違える方が数名

いたのと、タスキが使えない、駅伝はやはり何とい

ってもタスキを渡すのが醍醐味です。コースが分か

りやすく、応援がたのしい多摩湖での開催を希望し

ます。 

運営委員の皆様、BBQ の準備や当日の記録等毎年

本当にありがとうございます。いよいよ楽しいスキ

ーシーズンが始まります。またどこかでお会いする

のを楽しみにしています。 

 

 

「天高く馬肥ゆる秋 スポーツは平和とともに！」 

 ウィークデースキークラブ 敷地 忠 

10 月 28 日、東京スキー協恒例の 20 キロを８人で

走る駅伝競走が行われました。併せて小金井公園ユ

ーカリ広場で行われたバーベキュー大会で盛り上が

りました。 

今年の夏は、梅雨明けが早く、猛暑、酷暑続き

で、清々しい秋の来るのを待ち望んだ方もたくさん

いたと思います。台風や大雨の被害も多く公園のケ

ヤキ、ユーカリ、ケヤキの葉っぱもいまいちという

ところです。公園はバーベキュー広場になってお

り、８台のセット、30 脚の椅子、シートが用意さ

れ、貸し出しの設備も整っており、備品もきれいに

手入れされています。 

定番の焼きそばから始まって、牛、豚、鳥、マト

ンの肉、ピーマン、二ンジン、ナス、玉ねぎ、キャ

ベツなどの野菜が次々と焼きあがっていきます、飲

み物も、差し入れもあり十分あります。走ってきた

選手の方が到着すると、焼きそばから始め、次々と

肉、野菜を加え、飲み物も頂きました。ユーカリの

木陰で気持ち良い秋風を感じながら、雪のシーズン

を目指して、体力を作りと美味しいものを飲み食べ

る、幸せなひと時となりました。きめ細やかに用意

して下さった皆さんに感謝します。最後に駅伝の表

彰式があり、３時ごろまで交流は続きました。 

「スポーツは平和と共に！」 今、臨時国会が開

かれています、安倍政権は恒久平和を決めた平和憲

法に反する９条改定を企んでいます。多摩や神奈川

の空は青い空であっても、オスプレイの飛ぶ日本の

権利のない灰色の空です。トランプは来日した時、

多摩、相模のルート上空を飛び、横田基地を使いま

した。独立国とは思えません。国民の力で平和憲法

を守りましょう。安倍政権をこれ以上続けさせては

いけません。即刻退陣して頂きましょう。

 

 

  

チーム順位 

1 どさんこ 1:44:08 

2 スラロームプラスワン 1:46:43 

3 エーデルヴァイス 1:55:36 

4 ビクトリー 2:11:27 

男子区間順位（対象:5km） 

1 高橋 勝美(ｽﾗﾛｰﾑ＋ﾜﾝ) 23:58.20 

2 高橋 光(ｽﾗﾛｰﾑ＋ﾜﾝ) 25:36.32 

3 桑原 正和(ｴｰﾃﾞﾙｳﾞｧｲｽ) 25:45.35 

女子区間順位（対象:5km） 

1 林 緩奈(ｴｰﾃﾞﾙｳﾞｧｲｽ) 27:33.22 

2 高橋美和子(ｽﾗﾛｰﾑ+ﾜﾝ) 28:09.36 

3 長谷川かよ子(ﾋﾞｸﾄﾘｰ) 29:43.18 
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池袋スキー協事務所 

14人中 11人(他に山スキー担当１人)        

事務局 村本博司 

＜会議の主な内容＞ 

１．財政検討委員会の報告より 

① 指導員と山スキーリーダーの登録料入金の

状況を確認、登録料の未納は 4クラブ各 1

名で計 4名いることが判明した。納入のお

願いをしているが、11/16 現在、収められ

ていない。 

② 会員登録について、会費納入は全 26クラブ

中 25クラブ、個人会員１名の 484名で、

11/16現在 1,695,500円。今期予算 510名

を大きく下回っている(前年度は 526名)。

会費のみで名簿未提出のクラブ、会費納入

金額と登録人数が異なるクラブもあった。 

③ 解散 2クラブと退会 1クラブで 15名の会員

減。会費未納 1クラブの 6名分を考慮して

も事態は深刻であり、より一層の加入拡大

が求められる。 

２．事務所家賃会議(10/22)の条件付きの家賃減

額について 

① 本来の家賃 49,370円を 20,000円にとお願

いしているが、減額分は、同じ事務所ビル

４階の２室を借りているスポーツ連盟各組

織全体で負担してもらう方向で調整中。

（この減額は未来永劫ではなく、苦しい仲

間を助けるという意味で、3年間の条件付

き。スポーツ連盟各組織も余裕があるわけ

ではない） 

② この期限内に財政のバランスシートの改善

を果たし、本来の家賃に戻すこと。しかし

厳しい情勢は理解してもらっており、

25,000円にするなり、少しでも改善してい

くこととする。 

③ 12月 22日 10時から、スペースの明け渡し

のため有志による事務所の整理、清掃、片

付けを行う。 

３．東京競技大会については、参加人数を増やす

案として、競技に参加しない人たちも楽しめ

るようにと斬新な企画が提案された。しか

し、準備が約２か月も遅れている上に、大幅

な変更をすることは、本当に参加者増になる

のかという不安要素もあり、従来のやり方＋

αで実施することになった。 

４．山スキー委員会からは常任が出ていないた

め、次回から議事録だけは提出することにな

った。 

５．越年ファミリースキーは 5名の申込みあり

(最少催行人数 20人) 

６．50周年記念誌の作成について、次回、常任

理事会で検討する(予算化はされていない)。

 

 

こなゆきスキーまつり in 志賀・熊の湯 
～温泉とパウダースノーで、リフレッシュ＆レベルアップ！～ 

日程：2019年１月 17(木・夕方) ～20(日)  

会場：志賀高原・熊の湯／横手山（大型貸し切りバスでらくらく移動） 
荷物を送る際には、『こなゆきスキーまつり』と明記してください 

宿泊：志賀高原ロッジ  TEL 0269-34-3600 

〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原 （ほたる温泉地区） 

交通：貸切大型バス（現地留め置き、バスでのゲレンデ送迎を行います） 

参加費：\41,000（一般はプラス 1,000 円／スキー協他クラブ会員は 500 円プラス ※リフト代は別） 

問い合わせ先：轟 久義 090-7171-7820 ／ 小川 賢 080-2132-9490 

 

編集後記 エビノシッポ 

今年の雪は、かなり遅かった。夏の異常な暑さ、秋の訪れの遅さも含め、平均気温の上昇暖冬の傾向をはっ

きりと示してきている。こんな状況の中、再生可能で環境への負荷や安全性が確保されている自然エネルギ

ーへの転換が日本ではなかなか進まない。というより政府にやる気はみられない。未だに原発の再稼働に意

欲を燃やし、一極集中の大規模石化発電にこだわる。「KEEP WHITE」をかけ声だけに終わらせることのない

ようにしたい。（小柳光雄） 

会 議 の 報 告 

第４回常任理事会 2018.１１.１（木） 
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全国スキー協５０周年ウイーク企画詳細 
3月１日（金）～１０日（日）新潟県上越市のキューピットバレイスキー場で開催される全国スキー協５

０周年ウイークでは、以下のイベントが開催されます。是非ご参加ください。 

 日程 企画・イベント内容 イベント参加費 備考 

① 3/1～3 第 45回全国競技大会 大会要項参照  

② 3/2～3 全国山スキー部主催行事 3,000円／日 菱ヶ岳山行 

③ 3/2～3 全国スノーボード部主催行事 2,000円  

④ 3/4(月) チーム対抗デュアルスラローム競技大会 3,000円／ﾁｰﾑ 1チーム 3人 

⑤ 3/5～6 プロスキーヤーと滑ろう！① 注 1) 会員 13,000円 注 2) 2日間参加が条件 

⑥ 3/7～8 プロスキーヤーと滑ろう！② 注 1) 会員 13,000円 注 2) 2日間参加が条件 

⑦ 3/5～6 指導員研修会①(スキー協指導員対象) 5,000円 夜の座学あり 

⑧ 3/7～8 指導員研修会②(スキー協指導員対象) 5,000円 夜の座学あり 

⑨ 3/8(金) ﾁｰﾑ対抗シンクロ・パフォーマンス大会 2,500円 1 ﾁｰﾑ何人でも OK 

⑩ 3/8(金) キャンプファイヤー＆フォークダンス 無料 夜 

⑪ 3/9(土) 親子で楽しめる大運動会＋ｼｮｰﾄﾎﾟｰﾙﾚｯｽﾝ 500円 1家族何人でも OK 

⑫ 3/9(土) 子ども企画：雪だるまコンテスト 無料  

⑬ 3/9(土) ショートポールを使用したレベルアップ教室 2,500円  

⑭ 3/9(土) 記念講演 注 3）・祝賀会 別途ご案内 夕食を兼ねて 

⑮ 3/9～10 スノーボードフェスタ 会員 11,000円 注 4) 検定会＋一般講習 

⑯ 3/9～10 クラス別一般講習(初心者･初･中･上級･コブ) 会員 3,000円 注 5) 1日のみ参加は半額 

⑰ 3/9～10 全国山スキー部主催行事 3,000円／日 菱ヶ岳山行 

⑱ 3/9～10 全国山スキー部主催ネイチャースキー 2,500円／日  

注 1)講師は、長谷川絵美さん（元ワールドカップ選手）を予定   注 2）一般 15,000円 

注 3)講師は、岩谷高峰さん（元オリンピック選手・コーチ）、岸野悦雄さん（クレブ会長） 

注 4)一般 12,000円 注 5)一般 4,000円 

 

 

12・1 月のカレンダー 

12月 行事名 1月 行事名 

12/1-2(土日) 中央研修会 1/8(火) 山スキー委員会 

12/6(木) 理事会④ 1/12-14(土日月) かたしなレーシングキャンプ 

12/4(火) 山スキー委員会 〃 山スキーリーダー養成実技/研修会 

12/8-9(土日) シーズンインきゃんぷ       1/14(月) 山スキーリーダー検定会 

〃 関東Ｂ初中級指導員養成実技       1/15(火) 競技スキー委員会会議 

〃 山スキーリーダー養成実技・研修会 1/16(水) 広報局会議 

12/13(木) 広報局会議 1/19-20(土日) 指導員養成雪上レベルアップ 

12/14-16(金土日) テクニカルフェスタ 1/21(月) 全国常任理事会 

12/17(月) 全国常任理事会 1/22(火) 組織局会議 

12/25(火) 通信発行/総務局会議 1/23(水) 教育技術局会議 

12/30-1/2(土-木) 越年スキー・スノーボード 〃 指導員受検レベルアップ講座 

  1/26-27(土日) 舞子ポールレッスン/かぐら山スキー教室 

  〃 スノーボードフェスタ 

        1/29(火) 通信発行/総務局会議 

        1/30(水) 教育技術局会議 

 


