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2021.6.10 篭ノ登山より白馬連峰を望む 

2021.6.21 平標山のハクサンイチゲ 

来期の準備をしましょう！ 
 

会員登録、公認資格者登録の 

準備をお願いいたします 

写真提供：大津 武さん（こなゆき） 
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コロナ禍、 

年末まで続くか 

 

東京スキー協 副理事長 村本 博司 

 

昨年の今頃「with コロナ」でこの欄を書きま

した。今年は「ワクチン大フィーバー」で世間

は揺れています。 

私事ですが、私の父のワクチン接種申込みで

こんなことがありました。５月 26日から電話を

かけ続け、やっとつながったと思ったら、「も

ういっぱいになりました」と言われてしまいま

した。キャンセル待ちでよければ登録します。

そこで生年月日を言うと、すぐに明後日はいか

がですか、と言ってきました。どうやら欠員が

あるようです。昭和５年だとすぐにやってくれ

る。さすが 90歳。だてに年は取っていないなあ

～と実感しました。必ず接種に行くということ

で、無事に完了しました。 

もう一つこの間のエピソードを披露します。

毎週月曜日の夜 10時 25分からやっている NHK 

Ｅテレの「100分 de 名著」は面白い。古今東

西、さまざまな名著を４回で読んでいくので

す。昔読んでいたり、読もうと思って忘れてい

たり、ちょっと読んでそのまま積まれてしまっ

た本を講師の先生がやさしく解説してくれるの

です（私の場合）。もちろん司会のタレント伊

集院光さんの進め方も見事です。忙しいときは

ビデオ撮りをしていいます。 

さて、今年は事務所の移転があります。公認

資格者登録や会員登録・会費納入は８月 20日が

締め切りです。お忘れなきようにお願いしま

す。

 

  

平標山のハクサンイチゲ 写真提供 大津 武さん（こなゆき） 
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事務所移転準備の進捗状況 ― 新事務所内覧に行ってきました 

現在、東京都豊島区東池袋にある、新日本スポ

ーツ連盟、同東京都連盟、東京卓球協、全国スキ

ー協、東京スキー協の 5者で使用している事務所

は、7月中旬めどの移転の準備を進めています。 

移転先は、現在契約作業中ですが東京都北区田

端１丁目の「山柿ビル」が予定されています。６

月 22日に「山柿ビル」内の新事務所内覧が行わ

れ約 10人が参加しました。午前 10時に集合場所

のＪＲ山手線／京浜東北線田端駅南口に到着。南

口改札は、山手線とは思えないほど小さな改札口

でした。（田端駅は北口がメインの改札のようで

す） 

駅から坂道を登って３～４分で「山柿ビル」前

に到着しました。写真は「山柿ビル」を西日暮里

駅側から撮ったものです。事務所へは、入口から

階段を１階下って入室しました。斜面に建てられ

たビルで、事務所は３階ですが、入口のある道路

が４階の高さにあるので「下って入室」です。事

務所の広さは 149㎡で現在の事務所より約 10％面

積減となります。入口から入ると、広いスペース

があり、周囲に部屋が３つ。そのほかは給湯室

（キッチン）とトイレ（２か所）です。 

全国スキー協と東京スキー協が入る予定の部屋

は、隣接したビルに面しており、小さな窓が２つ

ありますが、部屋の電灯を消すと昼間でも真っ暗

です。念のため部屋やドアの寸法を測り、レイア

ウトを検討しました。他の部屋なども見て内覧は

終了しました。 

事務所移転に伴い、電話番号とＦＡＸ番号が変

わります。電話番号は東京スキー協専用ですが、

ＦＡＸはスポーツ連盟と共通となりますので、Ｆ

ＡＸ送信時には「東京スキー協」と宛先を明記す

る必要があります。 

７月は電話工事やネットワーク工事が混雑して

いるとのことで、移転後１週間ぐらいはプリンタ

ーなどのＯＡ機器が使えない見通しです。新事務

所のフル稼働は７月末頃からになりそうです。 

詳細な住所や電話番号は、契約が完了次第ホー

ムページで発表していきます。 

帰りはスキー協から参加の 4人で「周辺探索」

と称して西日暮里駅まで歩きました。線路に沿っ

てゆっくり坂道を下って、約 10分で駅に到着。

駅前には私立開成中学・高校があり周面には商店

が多数ありました。 

 

（文章：出崎福男）
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全国スキー協 第 32 回総会 － ＺＯＯＭリモート会議で開催 

６月 13日(日)に全国スキー協第 32回総会が開

催され、全国から選出された 42名の代議員（採

決時の出席数）と役員が出席しました。 

冒頭、栗岩会長が挨拶され、「今回の東京オリ

ンピック開催の方針については納得できない。五

輪相の発言は普段からスポーツの意味を考えての

ものとは思えない」と語りかけました。続いて小

川理事長から、議案の提案と都道府県スキー協か

らのアンケート回答の紹介・コメント提示、及び

代議員から事前に出された文書発言・質問の紹介

と回答が行われました。東京の代議員から気候変

動に関して、スキー協が組織として取り組むよう

提案したことについては、①身近な活動の交流、

②講師を招いての学習、の２点に取り組むことが

回答されました。 

午前中の質疑では、６人の方が発言。コロナ禍

の中でも活発だった県とほぼ活動停止だった県と

の落差、気候変動に対する組織としての対応の問

題、フッ素入りワックス不使用の問題、教程書へ

の加筆について、公認セッターの位置づけについ

てなどが質問され、午後の冒頭に小川理事長と担

当常任理事から回答がありました。 

午後の討論では、11人から発言がありました。

新潟からは魚沼市のスキー場存続をかちとった活

動の報告と協力へのお礼の発言があり、理事長の

まとめの中でも「須原スキー場へ行こう」と触れ

られました。神奈川からは、会員拡大の経験と

「新入会員をお客様扱いしないこと」が会員の定

着のために大切であることが報告されました。北

海道からは、ホームページ経由での入会があった

ことなどが報告されました。 

本総会で、13年間会長を務められた栗岩恵一会

長が勇退され、会長には和田利男氏（兵庫）が、

副会長には荻原正治氏（群馬）が新たに選出され

ました。栗岩恵一氏は、今後は顧問としてスキー

協を支えて頂きます(6月 21日の常任理事会で決

定)。第１回理事会では、小川洋氏が引き続き理

事長に選出され、常任理事にはブロック担当とし

て、北海道、長野県、滋賀県からも選出されまし

た。 

東京からは、小川洋氏（理事長）、海野茂氏

（事務局長）、梶並由美子氏（常任理事・新

任）、関谷義孝氏（常任理事）、福島明氏（常任

理事）、吉田安信氏（常任理事・新任）が選出さ

れました。（報告：出崎福男 全国理事(新任)） 

 

＜東京から参加した代議員の感想＞ 

・会議がコンパクトにレイアウトしてありよかっ

たが、つっこんだ意見を言いにくい面もあると

感じた。代議員視点では、分かり易くてよい総

会だったと思います。（車田夕紀子） 

・コロナ禍でのスキー協活動をどう進めるのか、

落差をどう考えるのかの議論がなかったのが気

がかり。気候変動にスキー界としてどう取り組

むのか、学習・啓発・発信・行動を具体化する

ことが大事。高齢化社会でのスキー協運動につ

いて一定の方向性は示された。（田畑健） 

・新潟県魚沼スキークラブが住民と力を合わせて

勝ち取った行政を変えてスキー場を守った経験

と、署名などで全国から寄せられた協力は今期

の最大の成果であったと思います。今後の課題

を含め高橋代議員の発言を全国に伝えましょ

う。(田畑健) 

・Zoomによる総会は今回初めてで、内容も簡潔で

良かった。交通費・宿泊費が節約でき、会議の

在り方として画期的でした。温暖化問題につい

て議論できたことは、今後のスキー協活動にと

って重要である。会員拡大について苦労してい

る県での苦労話しなど、もう少し突っ込んだ議

論ができれば良かったと思いました。（星野昌

弘） 

・全国 ZOOM会議 簡潔で分かりやすかったで

す。高齢化が進んでいる中で、二世クラブがで

きたとのこと。親と同じクラブではなく自分た

ち主導でと頼もしく羨ましい限り。高齢化、温

暖化、コロナ禍の中、意識を持って行動してい

かなくてはと思いました。（梶並由美子）
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2021 年度 東京スキー協 会員登録及び会費納入について（組織局） 

2021年度の会員登録および会費納入の時期となりましたのでお知らせします。正式なご案内は、７

月中に代表者もしくは事務局長あてにメールまたは郵送でお送りします。 

 

【手続きの詳細】 

① 会員登録名簿の提出 

53期（昨年度）会員名簿が同封（またはメール添付）されていますのでご確認のうえ、記入例に従

って必要な修正・追記頂きご提出ください。 

②会費及び指導員登録料の納入 

登録会員の会費（\3,500/人）および、公認資格者（指導員等）年次登録者の登録料（スキー指導員

は\2,500円/人、その他の公認資格のみの方は\2,000/人）の納入をお願いします。 

送金先は東京スキー協郵便振替口座（下記）です。ゆうちょダイレクトからの送金も可能です。 

口座番号：00110-7-88004  加入者名：東京都勤労者スキー協議会 

② 担当者名簿の提出 

53期（昨年度）担当者名簿が同封（またはメール添付）されていますのでご確認のうえ、必要あれ

ば訂正頂きご提出ください。 

【締め切り】 2021年８月 20日 

【お問い合わせ】東京都勤労者スキー協議会 組織局星野 etoile-h18af@mild.ocn.ne.jp  

 

 

 

2021 年 公認資格者（指導員等）年次登録について（教育技術局） 

2021年度の公認資格者（スキー指導員・コースセッター・山スキーリーダー・スノーボード指導員）

の登録の時期となりました。各クラブ代表者あるいは技術代表者へ、６月中にメールまたは郵送で送付

いたします。 

 

公認資格者年次登録は、以下の３つが行われて完了となります。クラブでまとめて提出をお願いしま

す。 

(1)「指導員等年次登録者名簿」の提出 

(2)「登録料」の納入 

(3) 会費納入 

 

【締め切り】 2021年８月 20日 
 

公認資格者のみなさんへ 

年次登録は、公認資格者（指導員等）の規程に定められた義務です。クラブからの提出が期限 8月 20

日に完了できるようにご協力ください。 
 

mailto:etoile-h18af@mild.ocn.ne.jp
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ZOOMによるリモート会議 

出席者 13人中 8人 

＜主な内容＞ 

１．第 53期決算、第 54期予算（案）について 

決算は総務局からの提案が承認された。

（63,673円の単年度赤字） 

予算（案）については、役員交通費支出を再検

討し削減することとなった。 

（削減した提案を 6月 8日承認済） 

２．第 54期日程案について検討し理事会への提案

を決定した 

３．スキーメイト宣伝誌の活用について（組織

局） 

東京スキー協通信 6月号に同封してクラブに配

布した。今後も同様の方法で活用を続ける。 

４．東京スキー協通信 7月号の発行について（広

報局） 

公認資格者（指導員等）登録の案内（原稿：教

育技術局）、会員登録・会費納入・登録料納入

の案内（原稿：組織局）などを掲載することと

した。 

５．事務所移転について（この時点は移転先決定

前） 

１）電話はアナログ回線からひかり電話（ビジネ

スホン）に移行する（東京スキー協の番号あ

り）。ＦＡＸ番号は変更となる。基本料金は現

在より下がる見通し。 

２）「事務所移転のご案内」文書（郵送用、ホー

ムページ掲載用）を作成する。 

３）不用品、古紙の処分をすすめる。 

６．全国スキー協 4部員（任期 2年間）の選出

について検討状況報告 

 ①技術部員：福島明氏継続 ②競技部員：検討

中 ③山スキー部員：検討中 

 ④スノーボード部員：なし（現在東京スキー協

にはスノーボード指導員がいない）。

 

 

総務局からのお知らせ ― ゆうちょダイレクトからの振込みについて 

東京スキー協の郵便振替口座（00110-7-88004）及びスキーメイト専用郵便振替口座（00140-5-

659281）への送金は、すでにご利用の方もおいでですが、ゆうちょダイレクトからの振込みが可能

です。ＰＣでの操作の場合、メッセージ欄に最大 100文字が入力できます。こちらですべて読み取

れますので、ゆうちょダイレクト口座をお持ちの方は、ご利用ください。 

メッセージ欄に入力できるのは「カタカナ、数字、一部記号のみ、濁音は１文字としてカウント、

最大 100字」です。 

 
 

編集後記 エビノシッポ 

20-21シーズンはコロナの影響でスキー協行事だけでなく、クラブ行事も多くの行事が中止になりました。

そのため通信発行も例年通りとはなりませんでした。このような中でも感染対策を行いながらスキーを楽し

む会員からの報告が寄せられたことに大いに励まされました。コロナ禍は当分終息しそうにありませんが、

対策を取りながら来るべきシーズンに備えようと思います。私は６月からジム通いを始めます。（芦村） 

７・８月のカレンダー 

７月 行事名 ８月 行事名 

1(木) 常任理事会 2(月) 理事会① 

6(火) 山スキー委員会 5(木) 常任理事会 

20(火) 常任理事会 24(火) 競技スキー委員会 

31(土) 第 54回定期総会   

会 議 の 報 告 

第 53 期 第 6 回常任理事会 2021.6.3（木） 


