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2020 年 2 月 29 日、歩くスキーで上

高地を往復した。釜トンネルを抜け、

大正池畔から梓川に沿って上高地へ歩

を進めた。暖冬で雪が少なかったが、

川畔のケショウヤナギの背後に聳える

穂高の峰が美しかった。クロカンの用

具は手前の乗鞍高原にあるレンタルシ

ョップで借りた。地元の若い人たちが

スノースポーツの普及に取り組んでい

ることを知り嬉しかった。来年もまた

静かな冬の上高地を歩きたい。 

(会報こなゆきから)  
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東京スキー協第５３回定期総会の開催方法・手順について  2020年 9月 7日 

東京都勤労者スキー協議会  会長 市川 正幸 

東京スキー協は、例年 6月後半に定期総会を開催しておりますが、今年は新型コロナウイルス感染症の拡

大により 4月から緊急事態宣言が発せられ、総会準備が遅れざるをえませんでした。現在緊急事態宣言は解

除されていますが、7月に入り東京都内の感染者は再び増加し新規感染者が 1日 400人を超える事態とな

り、感染症の収束は不透明となっています。 

つきましては、総会を一堂に会する方法をとらず、規約 8条に基づく総会構成員（代議員及び役員）によ

り、総会に提案される議案に対する書面による賛否の意思表示（書面表決）をもって議決を行うこと（書面

議決）とします。この総会構成員による意思表示を行うために用いる書面を「書面表決書」と呼びます。 

総会は 2020年 10月 29日(木)午後 7時 30分より開催とし、書面表決書の確認・集計を行う総会役員若干

名を予め選出します。 

具体的な開催方法と手順 

１． 代議員の選出 

◆総会招集状の規定及び「第５３回定期総会代議員の選出の登録」記載の方法で代議員選出を行う。◆代議

員数は 1クラブあたり 1名とする。氏名・Eメールアドレス・住所・電話番号を明記のこと。◆9月 23日登

録締め切り。Eメールアドレスがない場合は、文書配布は郵送で対応する。 

２． 総会議題（議案書等）の準備と総会構成員への配布 

8月 30日の理事会での審議の後、9月７日までに総会構成員へ Eメール配信並びに文書として発送する。

（代議員は 9月 1日までに登録した場合のみ 9月 7日までに発送） 

３． 書面表決書、質問用紙、議案への意見用紙、の総会構成員への配布 

9月 7日までに議案書等の文書とともに総会構成員へ配信・発送する。（代議員は 9月 1日までに登録した

場合のみ 9月 7日までに発送） 

４． 総会役員の選出 

◆議長 1名、副議長 1名、資格審査委員 2名を総会構成員である現役員の中から選出する。総会役員の選出

は 8月 30日の理事会で行う。◆議長の役割は、総会招集状並びに本文書に則り意見集約、回答、まとめ文

書作成が行われているか監督することである。副議長は議長を補佐する。資格審査委員は、Eメール並びに

郵送で送られてきた書面表決書が、間違いなく総会構成員からのものであることを審査する。◆これら 4名

の総会役員が書面表決書の確認・集計を行う。 

５． 質問用紙、議案への意見用紙の集約と回答の作成、意見のまとめ文書の作成 

◆質問・意見の締切は 10月 8日とする。質問・意見の提出は「第５３回定期総会代議員の選出の登録」に

記載した Eメールアドレスから、または郵送で行い、FAX不可とする。◆用紙は自由書式も可とするが、質

問か意見か判別できるように記載すること。◆Eメールの宛先は To：理事長（出崎福男）Cc：東京スキー協

事務所とする。郵送はスキー協事務所宛とする。 

◆質問への回答及び意見のまとめ文書は理事長が 10月 11日までに作成し常任理事会に諮る。常任理事会で

の確認後 10月 15日までに総会構成員に配信・送付する。 

６． 総会の開催と書面表決書の集計と書面議決結果報告書の作成 

総会招集状の通り、2020年 10月 29日午後 7時 30分開会とし、総会役員が書面表決書の集計を確認し、議

決結果報告書を作成する。議決結果報告書は、東京スキー協会長と第 53回定期総会議長の連名で作成す

る。◆総会立会人として、会長、理事長が出席する。◆議長が必要と認めた場合、総会構成員の中から若干

名が追加出席できる。 

７． 書面議決結果報告書の総会構成員への配布 

10月 30日に書面議決結果報告書の総会構成員への配信・送付を行う。 

 議長：村本博司（副理事長、シュプール所属）  副議長：長谷川かよ子（理事、豊島所属）    

資格審査委員：梶並由美子（常任理事、中野 SNOW所属）、蓮見玲子（理事、雪けむり所属） 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京スキー協・全国スキー協 2020－2021 シーズン行事日程（案） 

５３期行事日程（案）

東京 全国・その他

　８月２９日 関東ブロック技術部会

　８月３０日 ５２期第６回理事会　１３：３０～

　９月　５～　６日 全国山スキー部会

　９月２７日 全国競技部会

１０月１７日 東京スキー協初級指導員理論研修会(Zoomによるﾘﾓｰﾄ研修)

１０月２５日 関越・関東ブロック初級・中級指導員養成理論(前橋)

１０月２９日 東京スキー協第５３回定期総会（書面表決・書面議決）

１１月１日　 第28回クラブ交流平和駅伝（案）

１１月１２日 第１回理事会　１９:３０～２１：３０（Zoomによるﾘﾓｰﾄ会議）

１１月２８～２９日 全国技術部会（志賀高原）

１２月　５～　６日 中央研修会（志賀高原）

１２月６PM～　７日 第１回技術部雪上キャンプ（志賀高原）

１２月　７～　８日 中央研修会　平日コース（志賀高原）

１２月１１～１３日 テクニカルフェスタ（志賀高原一の瀬）

１２月１１～１３日 第1回指導員研修会（基礎・応用）（志賀高原一の瀬）

１２月１１日 指導員受験者レベルアップ講座(雪上)(志賀高原一の瀬)

１２月１２～１３日 関東ブロック初・中級指導員養成実技(志賀高原一の瀬) 山スキーリーダー研修会・指導員研修会・ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ

１２月３０～１月２日 越年ファミリースキー

　１月　９～１１日 山スキーリーダー養成実技・研修会・深雪講習会

　１月　９～１１日 かたしなレーシングキャンプ

　１月１６～１７日 ショートターン克服講座(応用/受験ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ)(舞子ﾘｿﾞｰﾄ)

　１月２３～２４日 スノーボードクリニック（栂池高原）

　１月３０～３１日 舞子GSポールトレーニング（舞子リゾート）

　２月　５日 第４５回東京競技大会前日練習会

　２月　６～　７日 第４５回東京競技大会 スノーボードフェスタ＆研修

　２月２０～２１日 石打花岡ＳＬ練習会＋記録会（石打花岡）

　２月２７～２８日 第４７回全国競技大会（湯ノ丸高原）

　３月　７～　８日 ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞﾌｧｲﾅﾙ・ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ部指導員検定会(湯ノ丸)

　３月１３日 関越･関東ﾌﾞﾛｯｸ初･中･上級指導員検定会(かたしな高原)

　３月１３～１４日 春のテクニカルフェスタ

　３月１３～１４日 第２回指導員研修会（基礎）

　３月２０～２１日 第１０回STC　＆　第１９回デモ選（志賀高原）

　４月　１日 第２回理事会　１９:３０～２１：３０（Zoomによるﾘﾓｰﾄ会議）

　４月　３～　４日 第２回技術部雪上キャンプ（志賀高原）

　４月１０～１１日 全国技術部会（志賀高原）

　４月１５日 公認資格者合格を祝う会

　４月１７～１８日 志賀GSレーシングキャンプ（志賀高原一の瀬） セッター研修会（野沢温泉）

　４月２７～２８日 平日スペシャルキャンプ（かぐら）

　５月　８～　９日 かぐらスプリングフリーレッスン

　５月１３日 第３回理事会　１９:３０～２１：３０（Zoomによるﾘﾓｰﾄ会議）

　５月１５～１６日 山スキー交流会（針の木雪渓）

　５月２２日 関東ブロック技術部会

　５月２９日 第８回指導員ミーティング

　６月１２～１３日 全国スキー協定期総会

　６月２０日 第５４回定期総会
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技術レベルアップと交流に応えて 10年目 

２０２０テクニカルフェスタ 

『一般レベルアップ』 『指導員研修』 『指導員養成実技』の３コースを志賀高原で開催！ 

日 程：２０２０年１２月１１日(金)～１３日(日) ※例年よりも１週間前倒しとなっています 

会 場；志賀高原スキー場 

宿 舎：ホテル山楽（ゲレンデまで徒歩１分） 

詳細・申し込み：http://www.tokyoskikyo.org/iinkai/gijutsu/2021img/20201211siga.pdf 

 

 

2021 シーズン東京スキー協主催行事 計画の進捗 
(1) 第 10回テクニカルフェスタ 

日程：12月 11日（金）～13日（日） 場所：志賀高原一の瀬  宿泊：ホテル山楽 

コロナウイルス感染症対策を行いながら開催する 

要項・宣伝チラシ作成済 

実行委員長：伊藤正明（シュプール）  

実行委員会：7月 29日に第 1回を開催   

第 1回実行委員会出席者 

長谷川仁（シュプール）・高橋勝美・村本博司・長谷川かよ子・福島明・伊藤正明・出崎福男 

(2) 越年ファミリースキー 

日程：12月 30日（水）～2021年 1月 2日（土） 場所：未定 

練馬ヒューマンとの共同開催を含め検討・準備する 

コロナウイルス感染症対策を行いながら開催する 

実行委員：小川 洋、梶並由美子、出崎福男 

(3) 第 45回東京スキー競技大会 

日程：2021年 2月 6日（土）～７日（日）  場所：舞子スノーリゾート 

前日練習（2月 5日（金））含め、バーン予約のみ完了 

総会議案に示された内容に従って、要項を作る 

コロナウイルス感染症対策を行いながら開催する 

実行委員長：出崎福男  実行委員会組織中 

(4) 春のテクニカルフェスタ 

日程：2021年 3月 13日（土）～14日（日） 

実行委員会：組織中 

詳細については、11月 12日の 53期第 1回理事会で報告予定 

※２０２０平和駅伝＆BBQ 交流会は中止！ 

 都内及び近県のＢＢＱ会場がコロナ禍の影響のため、10人を超える団体の会場使用ができないこと、駅伝

だけの場合、多数の参加者が見込めないことから、今シーズンの開催は中止することになりました。 

 

編集後記 エビノシッポ 

敬老の日に筑波山に登ってきました。３月の山スキー以来半年ぶりの山歩き、足慣らしのつもりで歩いてき

ましたが筑波山は大賑わい、山道も休憩場所も老若男女、家族連れで密状態でした。夏の猛暑やコロナ自粛

から解放されるように出掛けてきたのでしょう。山上で秋の風を感じリフレッシュした一日でした。(t.t) 

申し込み締め切り：１１月２３日（月） 

早めのお申し込みをお願いします 

http://www.tokyoskikyo.org/iinkai/gijutsu/2021img/20201211siga.pdf

