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町田シャスネージュの仲間が白馬・ 

八方・栂池の夏を楽しみました。 
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スノースポーツ環境を 

次の世代に残すために 

東京スキー協 理事長 出崎 福男 

 

最近、スノースポーツ、スノーリゾートの活性化

に関するレポートを読む機会があり、今後、東京ス

キー協、スキー界はどうあるべきかを考えるうえ

で、いろんなことを勉強していく必要があると感じ

ています。その中で、20年ほど前の JTBF(公益財団

法人日本交通公社)の調査で、スキーをやめた人の

理由を調べたものがあり、理由の一番は、「興味関

心が薄れたため」があり、それ以外には「子供が生

まれた」「あまり楽しく感じなくなった」「体力が衰

えた」。こんなアンケート結果があったが、スキー

をやめた理由の 50%はこうした理由になっていた。

何が言いたいかというと、“楽しさ、魅力を継続さ

せること”の大切さがこの結果から伺えるように思

います。 

 今の若者の傾向として、“モノの消費よりもコト

の消費”、つまり“体験を大切にする”傾向が強く

なっていると言われています。こういった傾向を踏

まえて、クラブ行事やスキー協の行事は、“新しい

体験をする場”として計画されることが求められて

いるということを強く感じています。皆さんも定番

の行事に参加されて楽しいと感じていると思います

が、それだけではなくて、新しい体験をする場とし

て、クラブ行事が計画されていくということが求め

られているのではないかと思います。 

 

 スノーリゾートの活性化について調べた理由です

が、今ヨーロッパや北米では、“地球にやさしいリ

ゾート”という考えがかなり広がっているというこ

とで、では日本ではどうなのかということが知りた

かったのです。気候変動、地球温暖化という問題

は、スノースポーツの世界では死活問題、対策が進

まなければ、数十年後には、日本では北東北（青

森・岩手の北部）と北海道以外のスキー場はなくな

ってしまうのではないかと思っています。 

 私たちは、いま享受しているこの素晴らしいスノ

ースポーツを孫、ひ孫の世代に残すという考え方で

スノースポーツのできる環境を守るために具体的な

行動を起こすことが必要ではないかと思います。 

日本では、八方尾根・ニセコなどで、温暖化を抑え

るための取組みがいろいろ行われています。これ以

外にも滋賀県の奥伊吹とか福島県の猪苗代で、自前

で小規模水力発電施設を作って温暖化を起こさない

ような電力ということを始めています。 

 私自身、いろんな情報を調べて、スキー協通信な

どで発表していきたいし、ぜひ皆さんも普段行って

いるスキー場が、どんな対策をとっているかという

ことを調べてみることも、大切な取り組みに今後な

っていくのではないかと思います。 

（S.C.こなゆき定期総会での挨拶から）

第 54回定期総会の結果 

 昨年に続き、書面表決による総会となりましたが、7月 31日に田端の新事務所において開票が行われ、無

事終了しました。書面表決書の提出状況、役員選挙の投票数及び、それらの結果は下記のとおりです。 

１．総会構成員数及び書面表決書・役員投票用紙提出数 

◆クラブ選出代議員数 28、役員数 35 合計 63 ◆提出書面表決書数及び投票用紙 49、うち有効数 47 

有効な書面表決書数は、総会構成員数（63）の過半数であり、東京スキー協規約第 8帖（2）に定め

られた総会成立条件を満たしています。 

２．議案  １「第５３期活動報告」        賛成４７、保留 ０、反対 ０、無効 ０ 

     ２「第５３期決算報告と監査報告」   賛成４７、保留 ０、反対 ０、無効 ０ 

     ３「第５４期活動方針（案）」     賛成４７、保留 ０、反対 ０、無効 ０ 

     ４「第５４期予算（案）」       賛成４７、保留 ０、反対 ０、無効 ０ 

     ５「第５４期役員選挙」        信任数が圧倒的多数 
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３．結果 すべての書面議決について、満場一致をもって可決されました。また、すべての立候補者が圧倒

的多数により信任されました。 

第 54 期第 1回理事会（Zoom）開催 

 8月 2日、19時 30分から第 1回理事会が開催され、理事長、副理事長、常任理事が選出されました。 

 定期総会及び第 1回理事会で選出された役員は下記のとおりです。 

  会 長  市川 正幸（どさんこ・ウィークデーSC）留任 

  副会長  海野  茂（トライアルファミリー）留任、  小川 洋（みなとしゅぷうる）留任 

       福島  明（シーハイル SC）留任 

  理事長  出崎 福男（コロポック SC）留任 

  副理事長 車田夕紀子（練馬ヒューマン SC）留任、  高橋 勝美（スラローム）新任 

       星野 昌弘（町田シャスネージュ）留任、  村本 博司（シュプール SC）留任 

  常任理事 芦村 憲一（銀嶺 SC）留任、       梶並由美子（中野 SNOW）留任、 

斉藤 敏晴（どさんこ・ウィークデーSC）新任、 髙橋 豊明（SCこなゆき）留任 

矢吹  健（銀嶺 SC）留任、 

第 54 期第 1回常任理事会（Zoom）開催 

 8月 4日、19時から第 1回常任理事会が行われ、常任理事及び理事を主体に構成される、各局、委員会、

並びに各種実行委員会の体制（案）が決まりました。 

《各局の担当》 

●教育技術局  局長：高橋勝美、 常任：出崎福男   

          理事：中里隆太郎、山口信子、聞間至、末広明美、 福島 明（副会長） 

●組織局    局長：星野昌弘、 常任：村本博司、斉藤敏晴 

          理事：松本幸男、本多賜代、藤井一雄、蓮見玲子、 市川正幸（会長） 

●総務局    局長：車田夕紀子  常任：梶並由美子 

          理事：吉田安信、芦田潔、北山光治、矢口政武、北川勝治、 海野茂(副会長) 

●広報局    局長：髙橋豊明  常任：芦村憲一、出崎福男 

          理事：小柳光雄、長谷川かよ子、平井光子 

●理事会事務局 常任：村本博司、矢吹 健 

《委員会の担当》 

●山スキー委員会  理事：吉田安信、矢口政武、 長部保雄（非理事）、関谷正義(非理事) 

●競技スキー委員会 常任：矢吹 健、高橋勝美 

            理事：末広明美、山口信子、聞間至、長谷川かよ子、小柳光雄 

《各種実行委員会等の担当》 

●東京競技大会        常任：出崎福男、市川正幸、高橋勝美、矢吹 健 

理事：山口信子、聞間至、長谷川かよ子、末広明美 

●越年            常任：村本博司、小川洋、梶並由美子 

●テクニカルフェスタ     常任：福島明、高橋勝美、村本博司 

理事：長谷川かよ子、聞間 至、 小川 洋（副会長） 

事務：伊藤正明(元常任理事、教育技術局専門局員) 

●駅伝・BBQ          常任：市川正幸、梶並由美子、出崎福男、星野昌弘、車田夕紀子 

芦村憲一、斉藤敏晴 

●春のテクニカルフェスタ    常任：村本博司、福島明、高橋勝美 
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東                  京 全国・その他

　８月　２日 第１回理事会　１９:３０～２０：００（Zoomによるﾘﾓｰﾄ会議）

　８月２０日 公認資格者登録・会員登録・会費/登録料納入締切

　８月２８日 関東ブロック技術部会

　９月　４～　５日 全国山スキー部会（群馬）

　９月　　日 全国競技部会

１０月２１日 第２回理事会　１９:３０～２１：３０（Zoomによるﾘﾓｰﾄ会議）

１０月２４日
関東ブロック初級・中級スキー指導員養成理論、兼初級・中級スキー指導
員理論研修(原則Zoom)

１０月２９日

１０月３１日　 第29回クラブ交流平和駅伝（案）

１１月　　日 山スキーのつどい(開催しない）

１１月　７日 全国スキー協第２回理事会

１１月２７日 山スキー講座

１１月２７～２８日 全国技術部会（志賀高原）

１２月　４～　５日 中央研修会（志賀高原）

１２月５PM～　６日 技術部シーズンインキャンプ（志賀高原）

１２月　６～　７日 中央研修会　平日コース（志賀高原）

１２月１０日 指導員研修会（応用）（志賀高原一の瀬）

１２月１０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１０～１２日 テクニカルフェスタ（志賀高原一の瀬）

１２月１１～１２日 第1回指導員研修会（基礎）（志賀高原一の瀬）

１２月１１～１２日 関東ブロック初・中級指導員養成実技(志賀高原一の瀬)

１２月３０～１月２日 越年ファミリースキー（案）

　１月　８～１０日
山スキーリーダー養成実技伝達
・山スキー部主管指導員研修会・山スキーリーダー研修会
・テレマーク講習会・レベルアップ講習会

　１月　８～１０日 かたしなレーシングキャンプ

　１月１５～１６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２２～２３日 かぐら山スキー教室 スノーボードフェスタ・研修会（湯の丸高原）

　１月２９～３０日 舞子GSポールトレッスン（舞子リゾート）

　２月　４日 第４６回東京競技大会前日練習会

　２月　５～　６日 第４６回東京競技大会

　２月　５～　６日 スノーボードクリニック（栂池高原）

　２月１９～２０日 ＳＬ練習会＆記録会（湯沢石打方面）

　２月１９～２０日 湯ノ丸山スキー教室

　２月２６～２７日 第４８回全国競技大会（湯の丸高原）

　３月　５～　６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(湯の丸高原)

　３月　５～　６日 春のテクニカルフェスタ（志賀高原一の瀬）

　３月　５～　６日 第２回指導員研修会（基礎）（志賀高原一の瀬）

　３月１２～１３日 乗鞍岳山スキー教室

　３月１３日 関東ブロック初･中･上級指導員検定会

　３月１９～２０日 第１０回STC　＆　第１９回デモ選（志賀高原）

　３月３１日 第３回理事会　１９:３０～２１：３０（Zoomによるﾘﾓｰﾄ会議）

３月２６～２７日 技術部シーズンファイナルキャンプ（志賀高原）

　４月　２～　３日 志賀GSレーシングキャンプ（志賀高原一の瀬）

　４月　９～１０日 全国技術部会（志賀高原）

　４月１２～１３日 平日スペシャルキャンプ（かぐら）

　４月１４日 公認資格者合格を祝う会

　４月　　～　　日 セッター研修会（野沢温泉）

　５月　１～　４日 八甲田山スキー教室

　５月　３～　５日 鳥海山山スキー教室

　５月　７～　８日 かぐらスプリングフリーレッスン（かぐら）

　５月１９日 第４回理事会

　５月　３～　５日 山スキー交流会

　５月２１日 関東ブロック技術部会

　５月２８日 第８回指導員ミーティング

　６月１２日 全国スキー協代表者会議

　６月１９日 第５５回定期総会

東京スキー協５４期行事日程（案）
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54期会員登録・会費納入・公認資格者登録等の状況 

第 54期の会員登録は、７月１０日以降８月２０日を期限に行われ、これまでに１８クラブの会員登

録と２３クラブの会費納入が行われましたが、１１クラブが未登録、６クラブが会費未納となっていま

す。登録会員数は３６２人となっています。 

また、同様に８月２０日期限で行われていた公認資格者登録は、締め切りまでに２７クラブが登録名簿の

提出をいただきましたが、２クラブが締め切り後の提出となり、８月２３日段階で対象全クラブからの登録

名簿の提出が完了しました。登録料の納入登録料の納入については、７クラブが未済となっています。 

会員登録及び公認資格者登録については、会費・登録料の納付を含めて期日までに済ませることを目

指してきましたが、残念ながら今年も全クラブの達成を実現することができませんでした。 

会員・公認資格者登録、及び会費・登録料の納付が未済のクラブは、至急登録、納付をお願いしま

す。 
                   （完了クラブ数）  （未済クラブ数） 

          会 員 登 録    １８（62.1％）  １１（37.9％） 

          会 費 納 入    ２３（79.3％）   ６（20.7％） 

          公認資格者登録  ２９（100％）    ０ 

          登録料納入    ２５（86.2％）   ４（13.8％） 

 

《会費・公認資格者登録料の納入について》 
登録会員分の会費と登録した公認資格者の登録料は下記郵便口座にお振込みください。 
口座番号：００１１０－７－８８００４  東京都勤労者スキー協議会 
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ZOOMによるリモート会議 

出席者 14人中 11人 

＜主な内容＞ 

はじめに 

 新型コロナウィルス対策は長期になる。 

 3つの密（密閉空間、密集場所、密接場面）を

避けた行動や、感染拡大を予防する「新しい生

活様式」が求められている。 

１．第 54回定期総会の結果について 

（2～3頁参照） 

２．理事・常任理事の局担当について 

  （3頁参照） 

３．委員会の担当（3頁参照） 

 ＊ジュニア委員会、ウィークデー委員会は休止 

４．各種実行委員会等の担当者 

  （3頁参照） 

５．各部局からの報告（省略） 

６．事務所移転関係 

 「事務所移転のご案内」文書の作成（郵送用） 

  ・官製はがきの印刷を 80枚外注する。 

  ・送付先は、各部局・委員会・会長・理事長

がピックアップし、総務局でまとめる。 

  ・各クラブに、ホームページ掲載と同様のも

のを印刷し、通信に同封する。 

  

 

東京スキー協事務所移転〈電話番号等のお知らせ〉 

東京スキー協は、2021 年 7 月 14 日（水）に事務所を移転しました。 

《新住所・電話・Fax》 

  〒114-0014 

  東京都北区田端１－２４－２２ 山柿ビル３Ｆ 

  （JR 田端駅南口より線路に沿って徒歩 3 分、JR 西日暮 

里駅徒歩 7 分） 

・電話番号：０３―５８４２―１９３２ 

・Fax 番号：０３－５８３４－８７２３（スポーツ連盟と共用） 

 

 （注）道路に面したエントランスが建物の４Ｆですので、 

 駐車スペース右側のドア（２つあるドアの右側）より入り、 

 階段を下って入室となります。 

 

 
 

編集後記 エビノシッポ 

昨夏から、山でのソロテント愛好者が急増しているという。テント場は密となり、管理する山小屋によって

は完全予約制にした所も。マイカー規制されている人気の入山口のバス路線では、臨時の大型バス数台が通

路まで満員となり、その大半は若者たちで、昔の登山ブームの時の状況だったと、この夏南アルプスを歩い

たクラブの仲間から聞いた。山に若者が増えるのは大歓迎。その先にぜひスキーを目指してほしい。(T.T) 

９・10 月のカレンダー  

９月 行事名 10月 行事名 

2(木) 常任理事会 7(木) 常任理事会 

7(火) 山スキー委員会 12(火) 競技スキー委員会 

  21(木) 第 2回理事会 

会 議 の 報 告 

第 54 期 第 1 回常任理事会 2021.8.4（水） 


