
ようやく梅雨らしい天気になった６月２５日、

に千葉県勤労者スキー協議会第３回総会を、船

橋市道祖会館で開催いたしました。

総会は、３クラブから ２７名（委任状含む）

の参加があり、議長に素喜人の佐々木さんを選

出した後、来賓としておいでいただいた新日本

スポーツ連盟千葉県連盟事務局長の金子さんか

ら、「共謀罪」

を 巡 る 動 き や

「スポーツと戦

争は共存できな

い」ことなどに

ついて、激励と

連帯の挨拶を頂

戴しました。

東山会長から「スキー祭典の問題点と課題」、

「指導員養成と誕生」、「全国･関東ブロック

行事への参加」、などについて２０１６年度の

活動報告があり、行事の開催等に伴う決算につ

いて会計の松野さんから報告がありました。

また、各クラブからも２０１６年度の活動内

容について報告がありました。

（以下主な発言）

金坂さん・東条さん・藤本さん：スノーバレー

・毎月１回市の助成も利用しながらボウリン

グを楽しんでいる。

・東京スキー協の指導員を招き座学の講習を
行った。

・船橋スキーを楽しむ会をクラブの活動とし
て位置づけた。

児玉さん・佐藤さん：華麗の会

・オフシーズン企画として千倉の会員宅でバー

ベキューを行い、盛り上がった。

・全国スキー協議会にはずっと以前参加して

いた。再び参加者できて良かった。

・他県も含めいろいろな企画に参加させても

らい楽しかった。

一柳さん・本田さん：素喜人

・高齢者が多く、現役が参加しづらい日程が

多かったので、個人的なツアーを組んだ。

・一年を通して活動している、オフシーズン
のイベントが多い。

・他団体やクラブのツアーにも積極的に参加
してきた。

東山会長が活動方針案を松野会計から予算案

の提案を受け討議し、満場一致で可決されまし

た。

提案内容の主旨と主な発言は以下のとおりで

す。

１ 会員拡大とクラブ増を目指して

役：クラブのツアーに指導員を派遣するなど

してクラブを支援していく。

２ 全国スキー協の公認資格者を増やし、技術

向上の取り組みを

役：養成研修などへの参加を呼びかける
：合格者に対する報奨を予算化した

３ 主催行事の開催

役：スキー祭典の開催、クラブ合同行事の開

催

：祭典現地参加の拡大とバスの台数見直し

：祭典の赤字リスクを予算化
参：財政的には厳しいかもしれないが、２台

出した方が参加者を増やしやすい

：スキーができる人を中心に据えるのか。
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第３回総会が開催されました

２０１６年度活動・会計報告

１７年度活動方針・会計予算案



（前ページから続く）

参：初めて板をはく人から対象にしていくの

か、祭典の位置づけをもう少し検討した

方が良い。

：祭典の初めは誰でもスキーの楽しさを味

わえるように、費用も技術も提供できる

よう考えていた。

：クラブ員拡大のチャンスでもあるので、

参加者の門戸は広い方が良い。

４ 連盟･全国スキー協・関東ブロックなどの

行事にも積極的に参加する

役：テクニカルフェスタやサマーセミナー、

全国競技会などへ積極適任参加する。

：全国競技会エントリーの費用を少し補助

できるように予算化した。

参：来年の競技会には参加してみたい。

５ 組織運営の向上を図ります

役：運営委員会の定期的な開催、機関紙の発

行を目指す。

参：ＳＮＳの利用なども考えた方が良いので
はないか。

規約改正（下記対照表参照）の提案についても

満場一致で承認されました。
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規 約 改 正



総会で承認された１７年度の役員体制は以下

のとおりです。（敬称略）

会 長：東山千恵子（華麗に滑ろうｽｷｰの会）

副会長：鳴海定光（スノーバレー）

会 計：松野喜久男（素喜人）

事務局：佐々木睦昭

会計監査：金子泰夫

なお、各クラブから選出された運営委員は次

のとおりです。

スノーバレー：藤本久代

華麗に滑ろう会：児玉三枝子、佐々木義子

素喜人：本田満

（運営委員１名のクラブは後日補充予定）

千葉スキー協の定期総会を前に、「華麗に滑

ろうスキー＆ボードの会」、「スノーバレー」、

「素喜人」の各クラブでも総会が開催されまし

た。

ここの議題については、折に触れてお知らせ

したいと思いますが、それぞれの総会で決定し

た新年度の役員体制についてお知らせします。

（敬称略）

会 長：新貝

副会長：東、本道、児玉

会 計：脇村

会計監査：人見

技術部：東山、本田

事務局：佐藤、本道

祭典実行委員：児玉、佐々木

相談役：伊藤

会 長：松野

副会長：飯島、真庭、竹山

会 計：吉永

事務局長：園畑

事務局員：真庭

オフシーズン企画担当

：一柳、飯島

再建当時からご尽力いただきました、真庭京

子さん（前事務局長）につきましては、本総会

をもって退任されることとなりました。

一番厳しい時期に役員を務められた真庭さん

に感謝の拍手をお送りします。

お疲れ様でした。

第１回の運営委員会

は、７月２日（日）午

後２時から新日本スポー

ツ連盟千葉県連盟事務

所（千葉市稲毛区穴川）

で開催します。

役員、運営委員以外の方でもお手伝いいただ

ける方は大歓迎です。

会 長：鳴海

副会長：東條

会 計：脇村

事務局：藤本

スキー協運営委員：藤本
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２０１７年度役員体制

華麗に滑ろうｽｷｰ＆ﾎﾞｰﾄﾞの会

素 喜 人

スノーバレー

素喜人の総会風景

伊藤顧問の発声
で乾杯

手作りのご
馳走がテーブル

に並びます



千葉スキー協では，会員の皆さんの協力を得

ながら，全国スキー協（組織部）が提起したア

ンケートを取り組んできました。

集計結果を２号にわたってお知らせすると共

に，浮かび上がった課題に対する運営委員会の

見解を示したいと思います。

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

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。
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クラブ通信大募集

各クラブでも、様々な通信（機関紙）
を発行されていると思いますが、「千葉スキー

協だより」では、そうした皆さんの活動や声

を会員の皆さんに広くお知らせしたいと考え

ています。

各クラブで作られている、通信や機関紙を

千葉スキー協運営委員会にお送りください。

また、２０１７シーズン前には各クラブの

ツアー計画を大告知したいと考えています。

所属しているクラブのツアーだけではなく、

他のクラブのツアーにも積極的に参加しましょ

う。

また、クラブ員拡大のアイテム

として、ＳＮＳの活用を検討して

います。

皆さんの知恵を

貸してください。

アンケートから見えた課題
全国スキー協アンケートより

回収率

組織の現状

しばらく 顔を見ていない
会員や会友にこの「スキー協

だより」を届け，近況を聞いたり，話
をしたり，，

「スキー協だより」を再結集のツール・
アイテムとして活用してくだ

さい。


