


千葉県勤労者スキー協議会

2018年総会次第

（司会進行 鳴海副会長）

総会役員選出

議 長 （ さん： クラブ）

総会書記 （藤本）

総会次第の説明 （鳴海）

会長挨拶 （東山会長）

議案提案

１ 2017年度シーズン活動経過報告 ・・・・・・佐々木（睦）

２ 2017年度決算報告 ・・・・・・・・・・・・松野

３ 会計監査報告 ・・・・・・・・・・・・・・・金子

（休憩・新指導員紹介 ・・・・・・・・・・・・・本田）

４ 2018年度シーズン活動方針（案） ・・・・・東山

５ 2018年度予算案 ・・・・・・・・・・・・・松野

質疑

採決

閉会の挨拶

＊総会終了後懇親会を予定しておりますので，出欠について児玉運営委員までご連絡く

ださい。
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第4回千葉県スキー協議会定例総会おめでとうございます！

新日本スポーツ連盟千葉県連盟

理事長 園川 峰紀

2014年創立以来4回目の総会を迎え、来年（2019年）創立50周年を迎え

る全国スキー協議会と足並みを揃え着実にその歩みを進めている貴協議会の活

動に敬意を表します

スキー人口が減少し、千葉県スキー祭典の参加者も高齢者の参加が多い中、

千葉県スキー祭典には昨年（2017年）バス2台70名弱、今年（2018年）は

バス1台40名弱の参加者を集め、出発を朝にしたりするなどと参加者のニーズ

に合わせたり、声掛けも一人一人の一本釣りでなく、コミュニテイーセンター

にチラシを置いて新たな参加者を募るなど創意工夫をこらし、「いつでも、誰

もが、スキーができる環境整備」に挑戦されています。このような活動を粘り

強く続けていけば県内スポーツ愛好者の輪が広がることを夢ではありません。

先の平昌オリンピック・パラリンピックではスノーボードやハーフパイプな

ど新しい競技での日本人選手の活躍がありましたが、従来のスキー競技である

アルペン競技ではなかなか世界の壁は厚く日本人選手が表彰台に上るにはまだ

まだ、という感は拭えませんでした。このような状況からせっかくの出場枠が

あるにもかかわらず出場を見送るという日本スポーツ協会（旧 日本体育協会）

の態度はスキー競技の発展には寄与しないという観点から貴協議会が取り組ん

でいるスノースポーツへの国際大会参加を広げる署名運動には無条件に賛同す

るものです。

本日の総会が実り多いものになることともに、これからの益々の発展を祈念

してメッセージをお届けします。
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議案第1号 2017年度シーズン 活動経過報告

１ 会員拡大とクラブ増を目標とした活動

千葉県勤労者スキー協議会（以下「千葉県スキー協」という）第３回総会時におけ

るクラブ数は３，会員数は４９名でした。

クラブの加入，設立は実現できませんでしたが，２つのクラブが会員拡大を実現し

ました。

素喜人では2018年千葉県スキー祭典（以下「スキー祭典」という）や地域でのつ

ながりを活かし，新たに会員２名の加入を実現しました。また，スノーバレーでは，

県合同行事として位置づけたセントレジャー舞子スキーを取り組む中で，２名の加入

を実現しました。

華麗に滑ろうスキー＆ボードの会は職域のクラブという特徴もあり，会員拡大には

いたりませんでした。

会員拡大が進む一方では，もともと高齢化が進むクラブが多い中，病気，介護など

の理由からクラブを離れるという状況も生まれています。

引き続き，会員拡大に向けた創意工夫ある取組が求められています。

また，クラブを増やす取り組みは事実上行われてきませんでしたが，競技や山スキ

ーなどゲレンデスキー以外の活動を求める声が多かった，全国スキー協のアンケート

結果を活かした取り組みが求められています。

２ 全国スキー協公認資格者を増やし技術向上をはかる取組

2017年度指導員養成研修に３名が参加し，金坂禎祐さんと児玉三枝子さんの２名

が初級指導員に合格しました。

この２名を加えて，千葉県スキー協に結集する指導員は６名（スノーバレー２名，

素喜人２名，華麗の会２名）体制となります。

スキー祭典でのスキー教室では，東京のスキークラブ（てんとおむしスキークラブ）

の指導員に援助いただいていますし，各クラブで取り組まれるスキーツアーでも十分

な技術指導ができていない状況もあり、指導員の養成は急務となっています。

こうした状況にあって，今季スノーバレーに加入された２人のうち１名はスキー協

初級指導員の有資格者であることから，2018年度シーズンは７名の指導員体制で出
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発することができる見込みです。

クラブ員の要求実現のためにも，各クラブでのスキー教室の開催は重要です。各ク

ラブのツアー行事でどのようにスキー教室が取り組まれているのか把握し，不十分な

点について援助していく必要があります。

千葉県スキー協では，指導員養成を経済的にも支援しようと昨年度から指導員合格

者に対し報償費を支給する取り組みを実施し，今年度も合格した２名に対し報償費を

支給しました。

技術向上における指導員が果たすべき役割は大変大きなものがあります。その意味

で，指導員自身の技術的向上は不可欠です。

2017年度シーズンは中央研修会に２名が参加したほか，指導員や指導員受験者が，

スキー協以外の団体が主催した研修会やスキー協関連ではスキーテクニカルテスト，

競技会，レベルアップ講習，教程研修，応用研修など多くの技術向上に努めました。

こうした技術向上の取り組みに対し，競技会については一定の支援を実施してきま

したが，指導員研修などについても経済的な支援の必要があるという意見も出されま

した。

指導員の不足に加え，各クラブ，千葉県スキー協でも技術部が機能していないとい

う実態もあります。

本総会に先だって行われた素喜人の総会においてもクラブの「技術部」が機能して

いないとの声が会員からあがり，機能する「技術部」づくりをめざすことが素喜人総

会で確認されました。また、他の２クラブでも組織としての技術部が確立されていな

いという実態もあります。

技術部がその役割を果たし，会員・クラブ員の技術向上を図っていく事が重要です。

千葉県スキー協においても技術部は設置されていない事から，全国スキー協の技術

部を見直す動きにあわせ、技術部を確立していく必要が確認されました。

３ 行事の計画開催

以下の行事に取り組みました。

①第3回総会

開催日時：2017年5月25日（日）14時～

会 場：船橋市道祖会館
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出 席 者； 2８名（内訳 出席会員13名 委任状15名 欠席21名）

内 容：・2016年度シーズン活動報告

・2016年度会計報告及び会計監査報告

・2017年スキー祭典収支報告

・2017年度予算案

・2017年度シーズン活動方針（案）

・規約改正（第6条運営委員会）

・2017年度役員選考

会 長：東山（華麗の会）

副 会 長：鳴海（スノーバレー）

会 計：松野（素喜人）

事 務 局：佐々木睦（素喜人）

運営委員：児玉・佐々木義（華麗の会）

藤本（スノーバレー）

本田（素喜人）

会計監査：金子（千葉県連盟）

②2018年（第53回）千葉県スキー祭典

開催日時：2018年2月10日（土）～12日（月）

会 場：志賀高原（岩菅ホテル）

出 席 者； 39名（内訳 会員16名 会員外16名 初参加者 ７名）

内 容：・バス1台で開催

・８名が現地参加

・てんとおむしスキークラブ（東京）から３名，みなとシュプールから

１名の指導員を派遣いただき，計８名の指導員が講習

総 括： チラシの公民館等へ郵送，新聞折り込み，知人への声かけ等によりバ

ス１台に見合う参加者が確保されていましたが，インフルエンザなどの

急病，葬祭，介護などにより急なキャンセルがありました。

赤字にはならなかったものの，さらなる参加者増を追求していく必要

があります。
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また，スキー教室も外部講師４名の協力があってできている実態があ

り，千葉県の指導員養成が急務となっています。

現地では，交流会の司会やレクリェーションの運営に現地サポーター

が協力してくださいました。サポーターの皆さんの奮闘もあって全体交

流会の感想では「とても楽しかった」という言葉を頂戴しました。

班ごとの出し物も，初めはなかなか乗れなかった参加者も，だんだん

に盛り上がり，やんやの喝采を挙げていました。

また，昨年度の総会時に出されていた ３つの課題については以下の

とおり取り組みました。

１）「年齢，人数を考慮したグループ編成」について

指導員一人が受け持つ受講生を減らすことで対応しましたが，受講

生からは「こぢんまりとしていて良かった。」と言った言葉もいただ

きました。一方で，班別交流会などでは人数が少なくあまり盛り上が

らなかったという意見も出されました。

しかしながら，クラスにより人数にばらつきがあり，次回への課題

となりました。

２）「参加者への安全教育」について

祭典のしおりに，安全に関するルールを掲載しましたが，読み合わ

せたり，内容の説明まではできませんでした。バスの中で説明するな

どの取り組みが必要だったと考えます。

３）「募集人数の検討」について

参加者が減少傾向にあること，募集にかかる労力やバス料金等の高

騰を受け，金曜朝発と夜発のバス２台を見直し，土曜朝発の１台にし

ました。

しかしながら，「滑る時間が少ない」などの声も多く聴かれました。

募集内容についてさらなる検討が必要です。

喫緊の課題としては，ゲレンデ状況の変化に伴う宿泊先の見直しが

あります。初心者の講習には最適として利用してきたブナ平ゲレンデ

の中腹とゲレンデトップ付近を結ぶリフトが廃止され，最下部まで下

りないとリフトがない状況になってしまいました。さらに，最下部付
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近はつづら折りの急なコースになっており，事故や転倒などの危険性

が高まったことから，運営委員会では講習ゲレンデの見直しが必要と

結論づけました。

③千葉県スキー協合同行事

開催日時：2018年１月21日～23日

会 場：セントレジャー舞子（下幅旅館）

出 席 者； 15名

（内訳 スノーバレー８名 素喜人１名 華麗の会2名 みなとシュプ

ール1名 未加盟３名）

内 容：・スノーバレーのツアーを合同行事として位置づけ、取り組みました。

・鳴海班，喜来班，佐々木班，東山・北川班などで講習を実施

・指導員受検者を中心とした佐々木班ではビデオを活用した指導も

・交流は夜遅くまで，酒あり，歌（労働歌からフォークソングまで）あ

り，ダンスありの楽しい交流会でした。

総 括： スノーバレー以外のクラブからの参加が少なかったが，原因としては

呼びかけ不足＝位置づけの不徹底などが考えられます。

合同行事の持ち方については，各クラブの持ち回りで行うことが確認

されましたが，今後各クラブへの周知と理解を求めていく必要がありま

す。また，スキーツアー以外のオフシーズン企画を位置づけることも，

幅を広げるという意味で検討していくことが必要です。

４ スポーツ連盟・全国スキー協・スキー協関東ブロック等が主催する行事への参加

＜別表参照＞

別表に記載した以外にも，レーシングキャンプや各種レベルアップ講習，さらに

は他県のクラブ主催ツアーなどにも参加し，交流の輪を広げてきました。

行事以外にも，全国スキー協組織局が提起した，会員向けアンケートに取り組み，

39名の回答を提出しました。

アンケート結果＜千葉県分＞はちばスキー協だよりでお知らせしたとおりです。

さらに，50周年記念ウェア頒布のため，広く会員に購入を訴えました。

（9セットを販売）
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現在は記念スキー板の購入を受け付けています。基礎技術の向上を目指す人，山

スキーやバックカントリーオフピステに関心のある人に最適な板が格安で頒布して

います。

全国スキー協のもう一つの重要な取り組みである，「スノースポーツにおいて世

界選手権大会、オリンピック・パラリンピック等国際大会への選手派遣の拡大につ

いての請願署名」にも取り組んできましたが，まだまだ，個人レベルでの取り組み

にしかなっていない状況です。組織として大々的に取り組むことが求まられていま

す。 （6/1現在 ５０名分集計）

５ 組織運営の向上

○中断していた「千葉スキー協だより」を発行しました。

No2～ No ６までの５号を発行しました。編集発行が個人に依拠している現状

があるため，今後編集発行の集団体制構築が課題です。

さらに，一人一人の会員の手元に届けられるシステムを検討構築していくこと

も求められています。

○年間を通じて月１回の運営委員会を開催しました。

スキー祭典開催のための打合せに多くの時間を費やしました。

○全国スキー協常任理事として東山さんを送り出し、全国スキー協の活動を支えま

した。

○新日本スポーツ連盟千葉県連盟の副理事長として本田さんを事務局次長に佐々木

さんを理事として東山さんを送り、その活動を支えました。

６ その他

各クラブでの取り組みについては別紙のとおりです



mutsuaki
タイプライターテキスト
－８－

NJSF
テキストボックス



＜経過報告関係資料＞

①2018年千葉県スキー祭典収支報告書

②2017年度シーズン各クラブでの取組み

③2017年度シーズン 関東ブロック等の行事参加状況

④全国スキー協会員向けアンケート結果（千葉県版）

⑤国際大会への選手派遣の拡大についての請願署名

⑥全国スキー協50周年記念スキー板チラシ
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自 至

5月19日 総会 二和病院 10 華麗の会

6月11日 総会 真庭宅 16 素喜人

6月17日 19日 初夏の山行 尾瀬・会津駒 6 華麗の会

6月19日 総会 フェイスビル 9 スノーバレー

7月17日 鋸山ハイキング 鋸山 9 素喜人

7月22日 23日 ＢＢＱ 千倉 8 華麗の会

8月27日 28日
谷川岳登山
利根川ラフティング

群馬水上 9 素喜人

10月13日 14日 秋の山行 日光白根 4 華麗の会

11月4日 7日 台湾ツアー 台湾 8 素喜人

11月6日 筑波山ハイキング 筑波山 11 スノーバレー

12月4日 学習会 道祖会館 9 スノーバレー

12月9日 11日 ルスツ初滑り① 北海道 1 素喜人

12月10日 12日 ルスツ初滑り② 北海道 9 素喜人

12月22日 24日 初滑り かぐら・神立・岩原 13 華麗の会

12月30日 1月2日 越年スキー 菅平 11 素喜人

1月6日 8日 高畑スキー 福島・高畑 11 華麗の会

1月21日 23日 舞子スキーツアー セントレジャー舞子 (15) スノーバレー

1月28日 30日 尾瀬岩鞍スキー 尾瀬・岩鞍 8 素喜人

2月24日 26日 戸狩スキーツアー 長野・戸狩 9 素喜人

3月3日 5日 春スキー企画 キューピッドバレー 8 華麗の会

3月4日 6日 パルコール嬬恋スキー パルコール嬬恋 9 素喜人

3月11日 13日 春スキー 志賀高原 4 素喜人

3月17日 19日 春スキー裏磐梯 猫魔・グランデコ 3 華麗の会

5月6日 7日 滑り納め企画 かぐら 3 華麗の会

2017-2018シーズン  各クラブでの取組み

日程
内容 場所

参加者
　
（人）

クラブ名

－１０－



至

11日（日） 全国勤労者スキー協議会代表者会議

東京スキー協サマーセミナー

5日（火） 全国勤労者スキー協議会中央研修会

17日（日） 関東ブロックスキーテクニカルテスト(STT)

4日（日） 東京スキー協競技会

4日（日） 全国スキー競技大会

理論研修会（横浜）2名参加

17日（日） 養成実技（一の瀬）3名参加

14日（日） 指導員検定レベルアップ講座（舞子）3名参加

18日（日） 神奈川スキー協主催指導員検定（栄村）1名合格

11日（日） 指導員検定（志賀一の瀬）1名合格

　志賀高原横手山スキー場，熊ノ湯スキー場を会場に指導員研修会が開催され，千葉
から2名が参加し，基本的な滑走技術の研鑽に努めてきました。

2017年6月10日（土）

自

　延べ２名が参加しました。
５０周年記念行事等を中心に議論しました。また，記念ウェア，記念スキー板等につ
いての論議も行いました。
　「スノースポーツにおいて世界選手権大会、オリンピック・パラリンピック等国際
大会への選手派遣の拡大についての請願署名」の取り組みに加え，会員向けのアン
ケートついても論議しました。

日時
行事名

2017-2018シーズン　関東ブロック等の行事参加状況

2017年12月15日（金）

2018年1月13日（土）

2018年3月９日（金）

2018年2月17日（土）

2018年2月3日（土）

セントレジャー舞子スキー場を会場に開催されました。
大回転（ＧＳ）2本で2日に渡って競われました。
千葉からは，2名が参加しましたが，残念ながら入賞は逃しました。

2018年3月3日（土）

戸狩スキー場を会場に開催されました。
初日大回転（ＧＳ）2本，2日目回転（ＳＬ）で競われました。
千葉からは，2名が参加し，ＧＳ，ＳＬともに東山会長が入賞しました。

指導員養成関係

2017年10月15日（日）

2017年９月30日（土）

　１．指導員の役割・権利・義務、指導とは、スキーの安全について
　２．教程カリキュラム改定案の特徴と理由
　３．「私のスキー人生」　舞子スノースクール 阿部 孝さん
などのお話を伺いました。
　千葉から４人が参加

2017年12月15日（金）

志賀一の瀬スキー場を会場に開催されました。
SAJのバッジテストとは違い，その時その時点の技術判定です。毎年白紙で受検で
す。
千葉からは，指導員受検者3名と指導員3名の6名が参加し，白バッジを4人，青バッ
ジを1人取得しました。総合トップに佐々木さんが選考されました。
　また，指導員受検者は規定点（65点以上）以上を獲得し，検定時の応用種目3種目
の試験が免除になりました。

2017年12月3日（日）

－１１－
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勤労者スキー協議会会員アンケート（千葉編） ～ちばスキー協だよりから抜粋～

全国勤労者スキー協議会が昨年取り組んだ会員向けアンケートの結果は以下のとおり

です。

千葉県での回収数は３３人分で，回収率は約８割弱でした。

性別 女性１５名，男性１６名，未記入２名

男性と女性の比率ほぼ同数でバランスは良いと考えています。

年齢分布

８０代以上 １名

７０代 ６名

６０代 １７名

５０代 ３名

４０代 ２名

３０代 ０名

２０代 １名

未記入 ３名

一目瞭然ですが，いわゆる現役を退いた世代が圧倒的多数です。

しかし，今後のクラブやスキー協議会の発展を考えるなら，なんとしても，若い世代

の加入が重要ではないかと考えています。

短期的には，こうした高齢者（？）を対象とした講習体系の構築も求められています。

在籍年数

１年未満 ２人

１年から５年 １０人

５年から１０年 １３人

１０年から１５年 ３人

２０年から２５年 ３人

３０年以上 １人

未記入 １人

年齢は高めですが，入会５年未満の方が１２人もいることは，年齢に関係なく入会い

ただける展望もあることを示しているのではないかと考えています。

取組んでいる滑り，取組みたい滑り

基礎スキー ２０名
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深雪 ５名

ネイチャースキー ５名

こぶ ４名

山スキー ４名

基礎スキーに取り組んだりやろうとしている方がダントツで多いようです。

しかし，それ以外の種目となると，多くても５人で多岐にわたっていることがうかが

われます。

クラブやスキー協としてこうした要望に如何に応えていくかが，今後の発展の鍵にな

ると思います。

技術レベル

スキー初級 ４人

中級 １７人

上級 １０人

スノボ初級 ２人

中級 ２人

それなりの経験を積まれた会員が多いということもあり、中上級の方が多いようです。

しかし、基礎スキーを取り組みたいという結果から見ると、ゲレンデを自由に滑ると

いうことと、基礎がきちんとできていることの間には、ずれもあるので、スキーテクニ

カルテストや他団体のバッジテストなどで、自己チェックすることも必要ではないでし

ょうか。

加入の理由

スキー･スノボの上達 １７人

友人･仲間がほしかった ４人

スキー協の理念に共感 ３人

スポーツをしたかった ８人

職場学校の先輩等の勧め ８人

その他 ９人

中・上級になっても、まだまだ上達したいという、上昇志向が強く見られます。

一方その要望に応えるための千葉県の指導員体制は質的にも量的にもまだまだ不十分

です。

今後の指導員の養成や中級上級に向けて、指導員の育成が重要なのではないでしょう

か。
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「加入の理由」として、おおよそ３５％の方がスキースノボーの上達をあげていました。

しかしながら、「加入しているクラブの良いところは？」という問いには、「スキースノ

ボーが上達できる」と答えた方は、７％にも満たない人数となっています。

上達志向で加入された方の要望に応えていない傾向があるのではないでしょうか。

加入しているクラブの良いところ

例会後の交流会 １９人

上下関係なく民主的な運営 １６人

行事内容が豊富 １０人

同年代の会員が多い ８人

会費が安い ７人

スキースノボーが上達できる ５人

他クラブ･他県との交流 ３人

平和原発･社会問題に取り組む １人

その他 ３人

千葉県勤労者スキー協議会は再建間もない協議会で、指導員の人数もまだまだ不足し

ています。

そのため、新しい技術（スキー教程）の理解も全体としてはまだまだの状況にありま

す。

一方、会員の多くは古くからスキーに親しみ、自分なりの技術とスピード（「我流」

とも呼ばれますが・・）でゲレンデを滑っています。

二つが相まって、上達が阻害されているケースも見受けられます。

新指導員の養成や研修・競技の機会を積極的に利用して技術向上にお役立てください。



スポーツ庁長官 鈴木 大地 様 

 

スノースポーツにおいて世界選手権大会、オリンピック・パラリンピック等 

国際大会への選手派遣の拡大についての請願署名 
 

 

日本は世界でも数少ない良質な雪に恵まれた国です。日本各地にスキー場があり、沢山の愛好者・国民がスノー

スポーツを楽しんでいます。その中から世界選手権やオリンピック・パラリンピック出場を目指す有望な選手も生まれ

つつあります。 

日本では現在、世界選手権やオリンピック・パラリンピックといった国際大会に出場するためには、アルペン種目

でいえば全日本スキー連盟の競技本部では「メダルの獲得または入賞の可能性があると競技本部が認める個人種

目の選手をＪＯＣに推薦する」となっており、世界レベルの評価対象競技会にて①８位以内の成績を１回以上もしくは

②２０位以内の成績を２回以上（２シーズン合計）と、厳しい条件をクリアしなくてはいけません。 

２０１８年平昌冬季オリンピック・パラリンピックでは条件が緩和されていますが、出場できる種目は「大回転」と「回

転」だけです。本来、国枠での出場権があるのにもかかわらず、選手が出場しない種目が多数存在しています。 

 今後の日本スノースポーツ界を見据え後継者を育て、世界で活躍できる選手を増やすためには豊富な経験が必

要です。 その為には経済的な支援と共に、国際大会に出場する機会を増やすことが大切だと考えます。 

 

 

【請願項目】 

１、スノースポーツにおいて世界選手権大会、オリンピック・パラリンピック等 

国際大会への出場条件を緩和し国枠での出場権を最大限活用して、より多くの選手を

派遣できるように関係機関への指導を強めて下さい。 

２、その為のスポーツ予算を拡充してください。 

 

氏   名 住         所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊スポーツ庁に請願をするための署名ですので、住所は番地まで記入して下さい。請願署名以外の目的に個人情報を利用されることは一切ありません。 

取り扱い団体 新日本スポーツ連盟・全国勤労者スキー協議会 
       東京都豊島区東池袋 2-39-2大住ビル 402 Tel:03-3971-4145 fax:03-3986-5403 

       http://www.mmjp.or.jp/wsaj/ 

Tel:03-3971-4145
mutsuaki
タイプライターテキスト
　　　－１５－



★下記注文書に記入して、FAX または郵送にてお申込み下さい。申込みされ次第、メーカーに発注します。
申込先：〒 170-0013 豊島区東池袋 2-39-2 大住ビル４F　全国勤労者スキー協議会　事業部

電話　03-3971-4145　FAX03-3986-5403
郵便振替口座番号：00180-7-82138　口座名・全国勤労者スキー協議会（必ず通信欄に「50 周年記念スキー」と記入して下さい。）

申し込み書
申込者氏名 記念プリント 要　　　不要

住　　　所
〒

連絡先電話

申込み記念スキー

いずれかをまるで囲んでください

申込み締切り

７月
10 日

3

3

OGASAKA記念スキー

OGASAKA記念スキー

BLUE MORIS記念スキー（限定７本　７本になり次第締切り）

ビンディング装着必要事項
年　齢 歳 身　長 ㎝ 体　重 ㎏
技術レベル □上級　　　□中級　　　□初級
靴シェルサイズ ㎝

きりとり

mutsuaki
タイプライターテキスト
－１６－
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第3号議案 2018年度シーズン 活動方針（案）

１ 会員拡大とクラブ増を目標に活動します

・会員拡大のため、スキー協の行事に参加していただいた方に加入を呼びかけて

いきます。

・ＨＰを利用し、スキー協や各クラブの活動内容を広く知らせていきます。

２ 全国スキー協公認資格者を増やし、技術向上に取り組みます

技術の上達はスキーの楽しみの１つであり、行事の成功やクラブ活性化のため

の大きな要因ですが、そのためには、指導員の力が重要です。

2017年度に２名の指導員が誕生し、６名となりましたが、県スキー協行事に

はまだまだ不足しています。

・指導員養成に各クラブから積極的な参加を求めます。

・全国スキー協技術部の改変に伴い、県スキー協に新たに技術部を立ち上げ、指

導員の技術向上に取り組みます。

・指導員合格者に対する報償制度を継続します。

３ 行事を計画し開催します

スキー祭典 2019年２月８日（金）～11日（月）

志賀高原一ノ瀬スキー場

一ノ瀬ハイランドホテル

スキー祭典のためのサポーターを募集し、協力を要請します。

３つの宣伝ポイントをアピールして誘いましょう

① バスをホテル横付け（荷物運びが軽減）

② ゲレンデまで歩いて1分（目の前が一の瀬ﾌｧﾐﾘｰ）

③ ｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾞﾙﾒでも取り上げられるオムライス
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加盟クラブ合同行事 2019年１月５日（土）～７日（月）

高畑スキー場

華麗の会のクラブ行事に他のクラブ員の参加を呼びかけます。

学習会を計画します 11月中旬～下旬に技術向上・安全滑走等の学習会を計画し実

施します。

４ スポーツ連盟・全国スキー協・スキー協関東ブロック等の主催する行事に積極的に

参加します。

別紙参照

５ 組織運営の向上をはかります

・「ちばスキー協だより」を年間6号を目標に発行します。

個人の負担を少なくするため、各クラブからの行事報告、外部行事参加報告等、

運営委員を中心に原稿の分担をしていきます。

・たよりの配布について

各クラブに必要数を配布し，個人個人の手元に届くようクラブの協力を要請しま

す。

メール配信も検討します。

・定期的に（月1回）運営委員会を開催します。

必要に応じ会議を設定します。



mutsuaki
タイプライターテキスト
－19－



＜方針案関係資料＞

①2018年度シーズン各クラブ行事予定

②2018年度（2018/6～2019/5末）関東ブロック行事日程

③50周年ウィークスケジュール（案）・・・・（別添）



自 至

5月13日 総会 真庭宅 素喜人

5月19日 総会 二和病院 華麗の会

5月27日 ハイキング 鎌倉ｱﾙﾌﾟｽ or 筑波山 素喜人

6月10日 散策 水郷佐原 素喜人

6月24日 26日 夏の山行 尾瀬・檜枝岐方面 華麗の会

6月25日 総会 フェイスビル スノーバレー

7月27日 29日 夏登山 鳥海山 華麗の会

8月26日 27日 ラフティング・登山 群馬・高原千葉村 素喜人

9月21日 24日 秋の山行 栗駒山 華麗の会

10月20日 21日 散策 塩原渓谷 素喜人

11月6日 ハイキング スノーバレー

11月11日 散策 奥多摩むかし道 素喜人

12月3日 スキー学習会 道祖会館 スノーバレー

12月9日 11日 初滑りツアー 北海道 素喜人

12月21日 24日 初滑り会 湯沢近辺 華麗の会

12月30日 1月2日 越年スキー ？？？ 素喜人

1月5日 7日 高畑スキー 福島・高畑 華麗の会

1月20日 22日 舞子スキーツアー セントレジャー舞子 スノーバレー

1月20日 22日 尾瀬岩鞍スキー 尾瀬・岩鞍 素喜人

1月27日 29日 富士見パノラマスキー 長野・富士見パノラマ 素喜人

3月3日 5日 春スキー 志賀高原 素喜人

3月21日 24日 春スキー ？？？ 華麗の会

5月5日 6日 滑り納め企画 かぐらスキー場 華麗の会

2018-2019シーズン　　各クラブ行事予定

日程
内容 場所 クラブ名

－20－
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2018年度（2018/6～2019/5末）関東ブロック行事日程

(1) 「４つの講座」中身を改善する？

(2) 基礎技術研修３回に？

今年度日程（案） 実施項目 【参考】昨年度日程

2018/8/25（土） 関東ブロック技術部会 2017/8/26（土）
14:00～ at：池袋事務所 14:00～16:45
9/13（木） 指導員受験説明会 9/14（木）
夜 at：池袋事務所 夜
10/14（日） 指導員養成理論（指導員理論研修併設） 10/15（日）
終日 at 千葉？（20名程度の部屋 9-17時） 終日
11/18（日） 指導員合格をめざす受験生に贈る「４つのレベルアップ講座」～教程の本 11/19（日）
13:30～ 質理解講座（座学） 13:30～

at：池袋事務所
12/8（土）～9（日） 養成実技 12/9（土）～10（日）

at 志賀一の瀬（Hむつみ）
12/15（金）～17（日） 指導員合格をめざす受験生に贈る「４つのレベルアップ講座」～教程の本 12/15（金）～17（日）

質理解講座（雪上）
at 志賀一の瀬（H ジャパン志賀）予約済み

12/14（金）～16（日） 初級/中級第1回指導員研修会（応用、基礎） 12/15（金）～17（日）
金曜：応用 土日：基礎
at 志賀一の瀬（H ジャパン志賀）予約済み

2018/1/19（土）～20 指導員合格をめざす受験生に贈る「４つのレベルアップ講座」～ショートタ 2018/1/13（土）～14（日）
（日） ーン克服講座～

at 舞子（源氏荘）
2019/1/19（土）～20 初級/中級第2回指導員研修会（応用、基礎） 2018/1/13（土）～14（日）
（日） at 舞子（源氏荘）
1/23（水）夜 指導員合格をめざす受験生に贈る「４つのレベルアップ講座」～指導法実技直前講座～ 1/24（水）夜

at：池袋事務所
3/16（土）～17（日） 関東B初級／中級指導員検定会 3/10（土）～11（日）
（50周年ウイークのため1週 at 志賀一の瀬（H山楽）予約済み
間後ろ倒し） 金曜日の事前講習はなしにして、土曜日の午前中を事前講習とする。
3/16（土）～17（日） 初級/中級第3回指導員研修会（基礎）

「8名限定」とかにする？
8名1班体制で行い、最少催行人数を設けて赤字を避けるようにする。

5/18（土） 関東ブロック技術部会 5/19（土）
14:00～ at：池袋事務所 14:00～
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2018－2019 シーズン役員体制 （案）

千葉県勤労者スキー協議会

会 長：（1名）

副 会 長：（若干名）

会 計：（1名）

事 務 局：（1名）

運営委員：各クラブより選出

華麗の会 ＝＝＝

スノーバレー＝＝

素喜人 ＝＝＝＝

会計監査：（1名）

全国勤労者スキー協議会関係

常任理事 東 山（華麗の会）

理 事 本 田（素喜人）

技術部員 本 田（素喜人）

競技部員 佐々木（素喜人）

新日本スポーツ連盟千葉県連盟関係

副理事長 本 田（素喜人）

事務局次長 佐々木（素喜人）

理 事 東 山（華麗の会）
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新日本スポーツ連盟

千葉県勤労者スキー協議会規約
第１条 名 称

この会は「千葉県勤労者スキー協議会（略称千葉スキー協）」と呼び、事務局を新

日本スポーツ連盟千葉県連盟におきます。

第２条 目 的

この会は、新日本スポーツ連盟の目的・活動の主旨に基き、全国勤労者スキー協議

会に加入し、スキーを通じて会員の健康増進・技術の向上・会員相互の親睦を深め、

スキーの普及と発展を図ることを目的とします。

第３条 活 動

この会は、前条の目的を達成するために次の活動を行います。

１．千葉県スキー祭典の開催。

２．スキー講習会・親睦会・指導員研修会の開催。

３．全国スキー協議会の活動への参加。

４．その他この会の目的達成に必要な活動。

第４条 構 成

この会は、千葉県内のスキークラブで構成します。但し、クラブに所属できない個

人でも加入することができます。

第５条 総 会

総会は、この会の最高決議機関であり、毎年1回第4条の構成員が参加して開催され、

次の事項を討議し、決定します。総会は、その構成員の出席をもって成立とし、出席

者の過半数をもって議決とします。

１．活動方針の討議決定。

２．予算の決定、及び決算の承認。

３．役員の選出。

４．規約の改訂

５．その他重要事項についての決定。

第６条 運営委員会

この会に、運営委員会をおき、会長がこれを招集します。

運営委員会は、総会の決 定に基づいて役員と共に会の運営に関わります。

運営委員は各クラブより選出します。

第７条 役 員

この会に役員として、会長１名・副会長若干名・会計１名・事務局１名・会計監査
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１名をおきます。

第８条 専門部

この会の目的を達成するために、専門部をおきます。

専門部の構成・役割分担については役員会で決定します。

第９条 役員の任務

１．会長は、この会を代表し、この会の活動全般を統括します。

２．副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代行します。

３．事務局は、日常活動全般に必要な事務を統括します。

４．会計は、この会の財政の収入と支出を管理します。

５．会計監査は、この会の財政を監査します。

第１０条 役員と運営委員の任期

役員と運営委員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げないことにします。

第１１条 収 入

この会の経費は、次の各号の収入をもってこれに充てます。

１．会費

２．事業収入

３．寄付金

４．その他

第１２条 会 費

この会の年会費は、1名あたり次の通りとします。

全国スキー協会費 920円

県スポーツ連盟会費 1200円

県スキー協会費 380円 合計で2500円です。

第１３条 会計年度

この会の会計年度は、6月1日から翌年の5月31日までとします。

第１４条規約改訂

１．この規約の改訂は、総会において出席者の3分の2以上の承認を必要とします。

２．この規約は、2015年 5月 10日から適用します。

付記

1. 1980年5月31日 制定

2. 2015年5月10日 全面改訂

3. 2017年6月25 日 一部改訂


