


千葉県勤労者スキー協議会第５回総会に際して

千葉県勤労者スキー協議会

会長 東山 千恵子

千葉県スキー協も再結成5年を迎える事ができました。

参加３クラブとそのクラブ員全員の協力による者と感謝いたします。

昨年度は初級指導員６名のうち１名（佐々木睦昭さん）が中級指導員に合格し、指導

体制も年々整いつつあります。

全国スキー協、関東ブロック、行事にも参加し、活動は広がりをみせています。

千葉県スポーツ連盟の援助も大きく、スキー協としても連盟の行事に参加協力してい

ます。

今後はさらにスキー協会員が入って良かったと思える組織作りを目指します。

皆様の協力をお願いします。
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千葉県勤労者スキー協議会第５回定期総会開催に際して

新日本スポーツ連盟千葉県連盟

理事長 園 川 峰 紀

千葉県勤労者スキー協議会第５回定期総会おめでとうございます

スキー協議会からは県連盟常任理事会に副理事長として本田さんを事務局次長に佐々

木さんを、さらに理事として東山さんをご選出いただき感謝に堪えないところです。

また、県連盟主催のリレーマラソンなどにもお手伝いいただいております。こうした

協議会の枠を超えた活動、助け合いにこそ新日本スポーツ連盟の真骨頂ではないかと、

貴協議会の刮目いたしております。

さて、スキー人口が減り、各地のスキー場も閉鎖されている今日、貴協議会の活動は

さらに難しさを増していると思います。

スポーツは文化、権利という新日本スポーツ連盟の考え方はスポーツ庁なども認める

ところとなっていますが、現実は「働き方改革」「消費税増税」など働く者のスポーツ

にかけられる時間やお金など厳しい状況はいっこうに改善されていない状況にあります。

平和の問題で言えば、「辺野古基地の強行」「オスプレイの千葉県配置」などより身近

な問題としてスポーツする環境をも圧迫しようとしています。

こうした状況にあって、新日本スポーツ連盟や全国勤労者スキー協議会、貴協議会の

活動はますます重要となっています。

こうした時期に開催される第５回の総会が成功裏に終わる事をお祈りして、ご挨拶と

させていただきます。
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千葉県勤労者スキー協議会

2019年総会次第

司会進行 鳴海副会長

総会次第の説明 （鳴海）

総会役員選出 （児玉）

議 長 （ さん： クラブ）

総会書記 （藤本）

会長挨拶 （東山会長）

議案提案

１ 2018年度シーズン活動経過報告 ・・・・・・佐々木（睦）

２ 2018年度決算報告 ・・・・・・・・・・・・松野

３ 2019年千葉県スキー祭典会計報告 ・・・・・松野

４ 2018年度決算監査報告 ・・・・・・・・・・金坂

（休憩・新指導員紹介 ・・・・・・・・・・・・・本田）

５ 2019年度シーズン活動方針（案） ・・・・・東山

６ 2019年度予算案 ・・・・・・・・・・・・・松野

質疑

採決

2019年度役員選出

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。

３
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議案第1号 2019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４回総会（2018

年6月17日）時におけるクラブ数は３，会員数は４５名でした。

これは前年比４名の減というものでしたが、各クラブの努力により2018年度中に

３名の方に加入いただき、概ね現勢を回復してきました。

素喜人では千葉県スキー祭典（以下「スキー祭典」という）に継続的に参加されて

いた方に声をかけ，２名の加入を実現しました。

華麗の会でもスキー祭典でのつながりをいかし、１名の加入を実現しました。

スノーバレーでは，クラブが母体となって活動していた「船橋スキーを楽しむ会」

に参加していた方１名がクラブにも加入いただける事となりました。

会員拡大が進む一方で，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おり、引き続き，会員拡大に向けた創意工夫あ

る取り組み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，クラブ員の要

望に添った競技や山スキーなど、活動の幅を広げる上でも、新たなクラブを展望して

いくことは重要です。

２ 全国スキー協公認資格者を増やし技術向上をはかる活動

2018年度指導員養成研修には昨年を上回る４名（初級受検２名、中級受検２名）

が参加し，スキー教程改訂の年にあたり、厳しい条件の中でしたが佐々木睦昭さんが

中級指導員に合格しました。

中級指導員が２名以上そろえば、千葉県スキー協でも初級指導員の養成・検定も行

えるようになり、受験の機会も広がる事になります。

他の３名の方は、残念ながら合格にまでは至りませんでしたが、新たな受験者も生

まれたことは大きく評価でき、千葉県勤労者スキー協議会の技術的な飛躍を期待させ

るものです。

千葉県の指導員は一時７名となりましたが、１名が東京のクラブに籍を置くことに

なり、昨年同様６名の体制になりました。
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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。

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一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１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。

2018年度シーズンは中央研修会に３名が参加したほか，指導員や指導員受験者が，

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，競技会については参加費を補助するなど一定

の支援を実施してきました。また，2018年度からは指導員研修などについても一定

の支援を行って参りました。

昨年の総会において、スキー協関東ブロック技術部員として本田さんを選任したほ

か、スノーバレーの鳴海さん、華麗に滑ろうスキー&ボードの会の児玉さんを千葉ス

キー協技術部員として選任しました。

その、県連盟技術部が第1回目の取り組みとして、11月17日にスキー教程改訂メ

ンバーでもあった神奈川スキー協の吉越さんを講師に迎え、「スキー教程改訂のポイ

ント」についてお話しいただきました。

内容がスキー教程に特化したため、参加者の一部からは「もう少し一般的な話も聞

きたかった」という感想も寄せられました。

また、次年度に向けては、こうした座学に加え雪上での講義・技術伝達を求める声

も上がりました。

さらに、関東ブロックの指導員養成研修（座学）を千葉で開催できた事も技術部確

立のひとつの成果と考えられます。
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３ 行事の計画開催

以下の行事に取り組みました。

①第４回総会

開催日時：2018年６月17日（日）14時～

会 場：船橋市道祖会館

出 席 者； １３名 （委任状 名）

内 容：・2017年度シーズン活動報告

・2017年度会計報告及び会計監査報告

・2018年スキー祭典収支報告

・2018年度予算（案）

・2018年度シーズン活動方針（案）

・2018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：金坂（スノーバレー）

＊技術部 本田（素喜人）

鳴海（スノーバレー）

児玉（華麗に滑ろうスキー&ボードの会）

全国連盟・関東ブロック関係

技術部員：本 田（素喜人）

競技部員：佐々木（素喜人）
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②技術部学習会

開催日時：2018年11月17日（土）14時30分～

会 場：船橋市道祖会館

出 席 者：１３名

講 師：吉 越 貴 幸 さん（関東ブロック技術部員・中級指導員）

内 容：改訂スキー教程のポイントについて、わかりやすくお話しいただきまし

た。

③2019年（第54回）千葉県スキー祭典

開催日時：2019年2月８日（金）～11日（月）

会 場：志賀高原（ホテルマウント志賀）

出 席 者； 59名（内訳 会員24名 会員外35名 初参加者 ９名）

内 容：・バス1台で開催

・16名が現地参加

・てんとおむしスキークラブ（東京）から２名の指導員を派遣いただき，

計９名の指導員が講習

・本田さんがサポートにまわりました

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台では足りないくらいの参加者が集まりました。

・スキー教室も外部講師２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ますます必要性を増しています。

・交流会では現地サポーターの皆さんが、司会やレクリェーションの運

営に協力、奮闘し、会場を盛り上げてくれました。

「とても楽しかった」という感想をたくさん頂きました。

・班ごとのスキー講習では「少人数で良かった」「丁寧に教えていただ

いた」などの声を寄せていただきましたが、「もう少し自由に滑れる

時間が欲しかった」などの意見も寄せられました。

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）「参加者への安全教育」について
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昨年の反省にもとづき、行きのバスの中で、安全に関するルールの

説明を行いました。

２）「募集人数の検討」について

昨年の反省に出ていた，「滑る時間が少ない」状況を改善するため

に、出発時間を夕方に早めたところ、多くの参加が得られました。

３）「会場（ゲレンデ・宿）の検討」について

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

れたことにより、初心者が滑る事が難しくなった事から、宿泊先の見

直しを検討していましたが、初心者から上級者まで楽しめる一の瀬ス

キー場エリア内にあるホテルマウント志賀に宿泊先を変更しました。

参加者には概ね好評でした。

④千葉県スキー協合同行事

開催日時：2019年１月11日（夜）～14日（月・祝）

会 場：会津高原高畑スキー場（駒口・桧枝岐温泉）

参 加 者：1６名

（内訳 素喜人５名 華麗の会９名 未加盟2名）

内 容：・昨年から実施してきた千葉県の合同行事として、華麗に滑ろうスキー&

スノーボードの会の行事（会津高原高畑スキー場）を位置づけました。

・初心者を佐藤さん、東山さんが担当し、ある程度滑れる方については

児玉さんが担当しました。佐々木さんが指導員受験者の指導を行いま

した。

・一柳さんと佐々木さんがビデオ撮影を行いましたが、「自分の欠点が

よくわかった」など、比較的好評でした。（見たくなかったという意

見もありましたが・・・）

・交流は夜遅くまで，酒あり，酒あり、酒ありで盛り上がりました。

総 括： スノーバレーからの参加がありませんでしたが，足（車の手配）と宿

の定員が大きな要因と考えられます。

合同行事として位置づけるには、交通手段が車に限定されることなく、

一定のキャパシティのある宿を確保する必要があります。

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
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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，昨年の総括でスキーツアー以外のオフシーズン企画を位置づけ

ることを検討するとしていましたが、検討する事はできませんでした。

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＞

競技関係の成績では、東京スキー協のスキー競技大会女子３部に参加した東山さ

んが３位、女子２部に参加した児玉さんが６位に入賞しました。また、全国競技会

でも女子４部で東山さんが６位に女子３部で児玉さんが３位に入賞しました。

別表に記載した以外にも，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。

特に、全国スキー協５０周年ウィークでは、競技大会の点呼係など運営に直接関

わったのをはじめ、デュアルレース、チーム対抗シンクロ・パフォーマンス大会、

たいまつ滑走など多くのイベントに参加し、盛り上げてきました。

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が、特筆すべき取り組みとして、新日本スポーツ連盟

千葉県連盟主催・ランニングクラブ主管の「リレーマラソン」の会場で東山会長を

先頭に署名に取り組むことができ、当日だけで40筆を集めることができました。

会場では、鈴木スポーツ庁長官の同級生だったという方にも署名を頂く事ができ

ました。

署名は北京冬季オリンピック・パラリンピックまで継続的に取り組む方針が出さ

れています。今後、組織として大々的に取り組むことが求められています。

会員一人あたり１０名を目標に約５００筆を目指しましょう。

（6/1現在 １８８名分集計）
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５ 組織運営の向上

○情報交換のツールとして「千葉スキー協だより」を発行しました。

No ７～ No ９までの３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ようメール配信も行いましたが、

アドレスの把握などの問題もあり、なかなか一人一人の手元に届く状況は作れま

せんでした。

今後、各クラブの事務局の協力を得ながらクラブ経由で配布する方法も検討し

ます。

○年間を通じて月１回以上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。

また、技術部に本田さんを、競技部に佐々木さんを送り出しました。

○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。

○今年4月1日に新日本スポーツ連盟千葉県連盟のホームページがリニューアルされ

た事から、千葉スキー協のホームページを新たに作成しました。

会員を含めた多くの方にアクセスいただき、認知度を高めていく事が求められて

います。

URL http://njsf-chiba.perma.jp/skitop.html

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



　　　　　　　　2018.6.1～2019.5.31

収入の部 項　　目 2018年度予算 2018年度決算 摘　　要

前年度繰り越し金 461,613 461,613

2018年度分会費 110,000 105,000 2500円×42名

事業収入 50,000 239,622 スキー祭典主管

その他 1,000 7,005 利子・学習会参加費

合計 622,613 813,240

支出の部 項　　目 摘　　要

会場費 5,000 4,000 総会・学習会

会議費 20,000 10,170 全国・関東会議分担金・教程本

交通費 10,000 1,730 全国・関東会議交通費

印刷費 6,000 6,687 インクカートリッジ代(松野)

通信費 12,000 6,187 送料

消耗品費 7,000 4,990 総会葉書

褒章費 20,000 10,000 佐々木睦（中級）

食料費 20,000 36,540 総会・学習会懇親会補助

新スポ県連盟費 52,800 50,400 1200円×42名

全国スキー協会費 40,560 38,720 920円×42名+送料80円

全国スキー協指導員研修会 35,000 15,000 2018.12.1～2　本田・佐々木睦・児玉

全国スキー協競技会参加者
エントリー費用援助 20,000 36,000

2019.3.2～3　ＧＳ・ＳＬの2種目
本田・佐々木睦・児玉・東山

関東ブロック運営費 0 5,000 立ち上げ時費用

関東ブロックスキー協渉外費 0 0

予備費 374,253 0

合計 622,613 225,424

収支の差 0 587,816

繰越金内訳 ・現金             46,296 円

・スキー協通帳預金残高    541,520 円

・スキー協振込口座残高　 　　　　　　　　 0 円

合計 ・次年度繰り越し金 587,816 円

　　　　　　　　　　　　　　以上報告します。　　2019年5月25日

会計担当　　　松野喜久男

2018年度　　千葉県勤労者スキー協議会予算・決算書



＜監査報告＞

当日配布
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＜経過報告関係資料＞



収入の部

科　　目 摘　　　要 小　　計 備　　　考

参　加　費 一　　般 1,260,000 31名

会　　員 622,000 15名

コーチ 233,800 10名

運営委員 77,400 3名

キャンセル 事務手数料・キャンセル料 0 益子清三送料込で返金

そ　の　他 カンパ 0

合　　計 2,193,200

支出の部

科　　目 摘　　　要 小　　計 備　　　考

交通費 往復バス・高速代 298,000 1台分+チップ+宿代

会場費 宿　泊　代 1,261,142 59名+土産+手数料+下見調査

コーチ コーチ昼食・リフト代 126,600 9名×3日分1名２日分

コーチ 東京コーチ・交通費 3,000 2名2000+1000円

コーチ 千葉コーチ・交通費 5,000 1名×5000円

割引き 千葉スキー協会員 15,000 1000円×15名

食糧費 交　流　会 28,044 飲み物・つまみ・駐車料金

資料作成・送料写真代・資料作成・送料 32,716 発送25573+6143・配達1000円

印刷費 チラシ・資料作製 28,360 ２万枚28360円

交通費 会議交通費 56,000 8名×7000円／年

通信費 事務通信費 40,000 8名×5000円／年

保険医療費 保険料・振込手数料 29,716

会場費 事務所分担金 30,000

雑費 雑　　費 0

合　　計 1,953,578

収支の差 239,622

　　　　　　　　　　　　　　以上報告します。　　2019年5月21日
会計担当　　　松野喜久男

2019年　　第54回千葉県スキー祭典収支報告書
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自 至

5月13日 総会 真庭宅 19 素喜人

5月19日 総会 二和病院 10 華麗の会

5月27日 筑波山ハイキング 筑波山 8 素喜人

6月10日 水郷佐原ハイキング 佐原 素喜人

6月24日 26日 春の山行 尾瀬・田代山 3 華麗の会

6月25日 総会 船橋・フェイスビル 10 スノーバレー

7月21日 22日 ＢＢＱ・ブルーベリー狩り 千倉 17 華麗の会

8月24日 9月1日 氷河スキー オーストリア 5 華麗の会

8月26日 27日 高原千葉村 ハイキング・ラフティング 素喜人

10月12日 14日 秋の山行 栗駒山と猊鼻渓 4 華麗の会

11月5日 8日 韓国済州島ツアー 韓国 13 素喜人

11月6日 日帰りの旅 荒崎海岸・三浦半島 9 スノーバレー

11月7日 新教程学習会 船橋道祖会館 13 県合同行事

11月11日 ハイキング 奥多摩むかし道 7（１） 素喜人

11月23日 25日 滑りはじめ 軽井沢・あさま2000 5 華麗の会

12月9日 11日 北海道スキー ルスツ 8 素喜人

12月22日 24日 初滑り かぐら・石打 11 華麗の会

12月30日 1月2日 越年スキーツアー 志賀高原 12 素喜人

1月11日 14日 高畑スキーツアー 会津高原高畑スキー場 16 県合同行事

1月20日 22日 尾瀬岩鞍スキー whiteワールド尾瀬岩鞍 7 素喜人

1月20日 22日 舞子ツアー セントレジャー舞子 13 スノーバレー

1月27日 28日 富士見スキーツアー 富士見パノラマリゾート 5 素喜人

2月8日 11日 千葉県スキー祭典 志賀高原一の瀬 59 県合同行事

2月24日 26日 尾瀬岩鞍スキー whiteワールド尾瀬岩鞍 6 素喜人

3月3日 5日 春スキー 妙高杉の原 6 素喜人

3月8日 10日 全国スキー協５０周年ウィーク キューピットバレースキー場 7 華麗の会

3月22日 24日 春スキー グランデコ・猫魔・裏磐梯 13 華麗の会

5月5日 6日 滑り納め かぐら 6 華麗の会

クラブ名

2018-19シーズン　各クラブでの取り組み

内容 場所 参加者数
日程
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至

10日（日） 第31回全国勤労者スキー協議会定期総会

9日（日） 全国スキー協サマーセミナー

東京スキー協サマーセミナー・50周年記念レセプション

2日（日） 全国勤労者スキー協議会中央研修会

16日（日） 関東ブロックスキーテクニカルテスト(STT)

3日（日） 東京スキー協競技会

10日（日） 全国スキー協50周年記念ウィーク（全国競技大会）

2018年９月８日（土）

　3名が参加しました。
　キューピットバレースキー場（新潟）で開催されました。
　１．デナリ大滑降の佐々木大輔さんの講演
　２．「山岳スキーに内在する危険性と安全の確保」について、佐々木さんと全国ス
　　キー安全対策協議会 理事 有元崇浩の対談
　３．群馬県代表・国体選手の青木由和さんによるトレーニング
　等の企画がありました。

2018年９月30日（土）

　4名が参加しました。
　１．全国スキー協教育技術局長福島さんの講演
　２．教程カリキュラム改訂について野瀬デモから講義
　３．レセプション（交流が中心）
　など勉強と交流をしてきました。

2018年12月14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，初級指導員受検者２名と指導員４名（中級受験者2名含む）の6名が参加
し，５人が白バッジを、1人が翠バッジを取得しました。
　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。

2018年12月１日（土）

　志賀高原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３名が参加
し，改訂教程について技術伝達を受けてきました。

2019年2月2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，３名が参加し，女子3部で東山さんが3位に、女子2部で児玉さんが6位
に入賞しました。

2019年3月1日（金）

新潟県「キューピットバレイスキー場」を舞台に、フランスからのお客様も迎え50周
年記念ウィークが開催されました。
競技大会は初日大回転（ＧＳ）2本，2日目回転（ＳＬ）で競われ、都道府県対抗で千
葉は埼玉に次いで12位の成績でした。
個人では、ＧＳの女子4部で東山さんが 6位に、女子3部で児玉さんが2位に、ＳＬの
女子3部で児玉さんが3位に入賞しました。

2018年6月9日（土）

自

　延べ２名が参加しました。
組織拡大について、各都道府県での取り組みについて意見の交換が行われ、理事会か
らは待ったなしの状況にある旨の報告がありました。
　千葉からは「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」の取り組みについて，目
標と期限を明らかにすべきという意見を出しました。

日時
行事名
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理論研修会（千葉）５名参加

教程本質理解講座４名参加

９日（日） 養成実技（一の瀬）４名参加

20日（日） 指導員検定レベルアップ講座（舞子）４名参加

17日（日） 関越ブロック検定会（片品）1名参加

24日（日） 北海道ブロック検定会

17日（日） 関東ブロック検定会（志賀）2名受検（4名参加）

７日（日） 関西ブロック検定会（志賀）1名合格（3名受検）

2018年11月18日（日）

2018年12月８日（土）

2019年1月19日（土）

2019年４月６日（土）

2019年２月16日（土）

指導員養成・研修関係

2018年10月14日（日）

2019年３月16日（土）

2019年２月23日（土）
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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


- 17 -

2019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

スキーの楽しみを多くの人と分かち合えるように会員とクラブを増やしていきま

しょう。

昨年は２クラブがそれぞれ１名、１クラブが２名の新しい会員が増えました。

今年も各クラブ１名の会員拡大を目標にスキー仲間や知り合いに声をかけていき

ましょう。

また、ホームページができましたので、ＨＰを見て会員になりたいと思えるよう

に楽しい情報を伝えられるようにしていきましょう。

２ 全国スキー協公認資格者を増やし、新しいスキー協の教程をもとに技術向上に取り

組みます

・２０１９年４月中級指導員が誕生しました。

・技術部が中心になり、指導員が新しい教程を理解し身につけてクラブ会員に指

導できるよう研修会を計画します。

・指導員養成に参加することは個々の技術が向上することにつながります。多く

の方に参加を呼びかけます。

・指導員受験者への援助を行います。

３ 行事を計画し開催します

・2020年２月８日から１１日にかけて第５５回のスキー祭典を実施します。楽

しい祭典にするため，できるだけ多くの方の協力を呼びかけます。

・クラブ間の交流のために合同行事を計画すると共に各クラブのツアー情報を共

有し、お互いに参加できるようにしていきます。

・シーズン前の学習会を行います。

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。

・千葉独自の行事はまだ少なく、他組織の行事に参加することで、技術向上・新
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しい楽しみを見つける事につながります。

・全国スキー協の署名活動に協力し、多くの署名を集めましょう。競技スキーで

は世界に出て頑張っている若い人たちが多くいます。少しでも応援していきた

いものです。

５ 組織運営の向上をはかります。

・定期的に運営委員会 を開催し情報共有につとめます。

・活動がマンネリに陥ることなく、各クラブからの運営委員を中心に新しい意見

を大切にしていきます。

・スキー協だよりの発刊を続けます。個人の力に頼っている現状を改善するため、

各クラブの協力を呼びかけます。



　　　　　　　　2019.6.1～2020.5.31

収入の部 項　　目 2018年度予算 2019年度予算 摘　　要

前年度繰り越し金 461,613 587,816

2018年度分会費 110,000 105,000 2500円×42名

事業収入 50,000 50,000 スキー祭典主管

雑収入 1,000 1,000 カンパ・利子

合計 622,613 743,816

支　出　の　部 項　　目 摘　　要

会場費 5,000 5,000 総会・学習会

会議費 20,000 20,000 全国・関東会議分担金

交通費 10,000 10,000 全国・関東会議交通費

印刷費 6,000 7,000 インクカートリッジ

通信費 12,000 12,000 送料・

消耗品費 7,000 7,000 総会葉書

褒章費 20,000 30,000

食料費 20,000 60,000 総会・学習会懇親会補助

渉外費 0 20,000 全国・神奈川50周年レセプション

新スポ県連盟費 52,800 50,400 1200円×42名

全国スキー協会費 40,560 38,790 920円×42名+送料150円

全国スキー協指導員研修会 35,000 30,000

全国スキー協競技会参加者
エントリー費用援助 20,000 50,000

関東ブロック運営費 0 5,000

予備費 374,253 398,626

合計 622,613 743,816

収支の差 0 0

2019年度　　千葉県勤労者スキー協議会予算案
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＜方針関係資料＞



自 至

5月12日 総会 真庭宅 素喜人

6月1日 総会 二和病院 華麗の会

6月9日 入笠山ハイキング 入笠山 素喜人

6月16日 総会 船橋・道祖会館 県スキー協

6月24日 総会 船橋Faceビル スノーバレー

6月30日 湯の丸高原ハイキング 湯の丸高原

6月30日 7月1日 同上（宿泊version） 同上

7月20日 7月22日 夏の山行 苗場山 華麗の会

8月4日 5 日 ハイキングとラフティング 水上 素喜人

9月7日 8 日

9月8日 9 日

10月6日 9 日 海外ツアー

10月21日 24 日 上記とどちらかの日程で

未定 秋の山行 未定 華麗の会

11月8日 11 日 しまなみ海道自転車ツアー 瀬戸内しまなみ海道 華麗の会

11月5日 ハイキング 未定 スノーバレー

11月16日 学習会 船橋・道祖会館 県スキー協

11月23日 房総ハイキング 東大試験林 素喜人

12月8日 10 日 北海道初滑り 北海道 素喜人

12月14日 16日 北海道ツアー 北海道 華麗の会

12月21日 23日 初滑り 未定 華麗の会

12月30日 1月2日 越年スキー 志賀高原

1月11日 13日 会津高畑スキーツアー 民宿駒口 華麗の会

1月17日 19 日 尾瀬岩鞍スキーツアー 群馬県・尾瀬岩鞍 素喜人

1月19日 21 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 下旬 カナダスキーツアー カナダ 華麗の会

2月2日 4 日 妙高杉の原スキーツアー 新潟県妙高高原 素喜人

2月8日 11 日 千葉県スキー祭典 長野県・志賀高原 県スキー協

3月6日 8 日 県合同行事・春スキー 志賀高原 素喜人

3月21日 23日 春スキーツアー 華麗の会

2019-20シーズン　各クラブでの取組み予定

常磐ハワイアンセンター 素喜人福島県

バリ島・ベトナム・
マレーシア・シンガ
ポール等から

素喜人

日程
内容 場所 クラブ名

素喜人
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自 至

8月31日 関東ブロック技術部会 池袋（スキー協事務所）

9月12日 指導員受験説明会 池袋（スキー協事務所）

10月12日 指導員養成理論 東京協議会で確保する

11月17日
指導員合格を目指す受験生に贈る「４つのレベ
ルアップ講座」～教程の本質理解講座～（座
学）

池袋（スキー協事務所）

12月14日 15 日 養成実技 志賀高原（Ｈ山楽）

指導員合格を目指す受験生に贈る「４つのレベ
ルアップ講座」～教程の本質理解講座～（雪
上）

初級／中級指導員研修会（応用、基礎）

指導員合格を目指す受験生に贈る「４つのレベ
ルアップ講座」～ショートターン克服講座～
（雪上）

初級／中級第2回指導員研修会（応用、基礎）

1月22日
指導員合格を目指す受験生に贈る「４つのレベ
ルアップ講座」～指導法実技直前講座～

池袋（スキー協事務所）

2月1日 2 日 東京スキー競技大会 舞子

2月29日 3月1日 第46回全国スキー競技会 未定

3月14日 15 日 関東ブロック初級／中級指導員検定会 志賀高原（Ｈ山楽）

5月18日 関東ブロック技術部会 池袋（スキー協事務所）

12月20日 22 日 志賀高原（Ｈ山楽）

1月18日 19 日 舞子

全国・関東B　行事予定　　2019-20シーズン

日程
内容 場所

NJSF
タイプライターテキスト
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