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議 案 書  

 

 

 

 

 

 

総会次第 

１．開会     ７．活動方針 

２．議長選出     ８．予算提案 

３．来賓挨拶     ９．質疑 

４．理事長挨拶       １０．行事計画案  

５．活動報告、決算報告      １１．役員選出 

６．質疑    １２．閉会  

 

★日時 ２０１３年６月３０日（日） 

１３：３０～１６：３０ 

★場所   さいたま市民会館おおみや 
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１２－１３シーズンの活動のまとめ 

今期は、県スキー協の立て直しをはかり、各クラブから自覚的な理事を送り出してもら

い、１０名の理事構成で取り組みを進めてきた。 
会員の増減については、スキー祭典を通じて一般からの参加者を呼び込み４名、知人を

誘って１名、の計５名（３クラブで）の加入があった。一方退会は、高齢のため、体調不

良、行事へ参加できない者、家族介護などの理由から４クラブで 名あった。 
クラブ数は、７クラブで変わらず。 
宣伝媒体として作成した県パンフレットの活用は停留気味。全国スキー協組織部作成の

ティッシュ折り込み用小型パンフの活用は、１クラブで積極的に取り組んでいる。会員外

にむけて存在感を示す為、クラブ旗・県スキー協の旗・スキー協作成ののぼりを行事で掲

げるなどの取り組みは、複数のクラブで取り組まれるようになった。県スキー協ホームペ

ージの適宜更新や、画像も投稿できるように掲示板の充実を行い、行事参加のお誘いや参

加感想などの積極的な書き込みを呼びかけた。複数のクラブからの書き込みや他県スキー

協会員からの書き込みなど、掲示板の活用は進んできている。 
スキー祭典は実行委員会形式で取り組みを進め、各クラブから委員が参加し意見を持ち

寄ることで、バス２台で時間差出発という形での行事を成功させることができた。 
3/11 震災支援の取り組みとして県スキー祭典に福島県双葉町の子供たちを招待すること

は、避難所の子供たちが転居したため見送った。東北春休み子供スキーの取り組みには、

スキー指導員ボランティアとして３名の参加があった。 
次のシーズンにむけてすべての会員が知恵と力を出し合いながら楽しく行事を成功させ、

会員増、組織力強化につなげていこう！ 
 

１２－１３シーズン行事報告 

１．第１９回県競技大会 
2013/01/27 オグナ武尊スキー場 
エントリー １８名（ジュニア２名、女子３名のうち１名は群馬、男子１３名） 
実参加 １７名（ジュニア２名、女子３名のうち１名は群馬、男子１２名） 
第１９ 回を迎えた競技会は、前年の武尊牧場スキー場からオグナ武尊スキー場に会場

を変更して実施した。「誰でも参加出来る大会」と位置づけ、緩い斜面で参加しやすい

コース設定とした。初めての方も数名参加している。前日には練習会を開催。ショー

トポールを使い、ゲートに慣れる練習を中心に行った。 
 
２．第４８回スキー祭典 

2013/02/01～03 北志賀竜王スキー場 
参加者数 ５４名 （含指導員） 
今回は参加者数８０名バス２台時間差出発を目標に掲げ、実行委員会形式で企画・運

営・準備を進めた。実行委員会は、１０月初回からまとめ会議をふくめて計５回行っ

た。 
北志賀竜王スキー場での祭典は６回目。 
参加者は、一般からの申し込み２５名とスキー協会員２９名（うち群馬から１名は、

ボード指導員として参加依頼し現地集合日帰り）、あわせて５４名となった。 
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大型バス２台を使用し、出発時間を新都心１７：００と２０：３０の２行程にわけ

て運用した。帰りは２台を新都心行きと川越行きに分けて使用し、座席に余裕もあっ

て好評だった。  
実行委員会での意見を取り入れて STT は行わず、滑る時間を多めに設定した。例年

通り教室をメインに組み、９名（初日は１０名）の指導員で９（初日はスノーボード

を２教室として１０教室）教室を開催した。スノーボードは初めての方もいたため、

初日は初心者クラスと滑れるクラスの 2 教室構成とした。全国から配布された幟２本

と県スキー協旗・クラブ旗をゲレンデに立てて目印としながらスキー協の存在をアピ

ールした。 
今回も次年度に生かすため、参加者アンケートをとった。 
宣伝の取り組みとして、各団体への要請行動（ 浦和近辺） や新都心での駅頭宣伝、

各新聞や機関紙への行事日程掲載を依頼した。一般申し込み 25 名の内訳は、新聞記事

からの問い合わせで１名（問い合わせは３名）、友人の勧誘で６名、各所に置いたスキ

ー祭典チラシから 1 名、リピーター１３名とリピーターの家族の方４名。今回もチラ

シを作成したが新聞折り込みは行わず、クラブ会員に配布のほか、店舗や施設に置か

せてもらったり団体への持ち込みなどに使用した。 
祭典への申し込み状況は、県理事会メーリングリストで逐次共有化した。 

目標人員の８０名には及ばなかったが、バス２台での人員配置や指導員体制の確保、

予算計画など必要な準備を実行委員会体制をとって取り組めたことの意味は大きい。

次年度も実行委員会体制で取り組みを進めたい。 
参加者の中から新規会員（今年は４名）も迎えられ、会員拡大につながる県行事と

して２月第一土日で日程を固定化し、来年以降も実施する。 
 
３．県ＳＴＴ大会 

2013/03/16  アサマ２０００スキー場 
参加申し込みが５名（うちジャッジ３名）だったため STT 大会としての開催を見送

り、５名で練習会を行った。 
参加状況は１年目１０名、２年目震災で中止、３年目３名のため中止、４年目５名

のため中止。 
次年度は群馬県の例にならい、全国スキー協主催の「デモ選＆スキーテクニカルコン

ペ」参加へ注力する方向で検討する。（詳細は指導員・技術部提案） 
 
４．その他の活動について 

１．スキー祭典等にて被災地支援カンパに取り組み、４３４００円集まった。 
２．県スポーツ連盟の加入団体として行事等に参加してきた。 

 

組織・事務局活動について 

①各クラブがそれぞれ行事計画をたてて活動し、それを通じて仲間を増やすなど取り

組みをしている。それぞれのクラブの活動状況は、毎月の理事会で報告された。し

かし、理事のでていないクラブの動きはつかめていなかった。前年の反省点で「報

告のなかったクラブの実際の状況や運営で課題となっていることなどこそ、つかむ

努力をすべきであった。」とした部分は、進んでいない。 
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②自クラブ行事を広く告知し、他クラブからの会員が参加できるよう呼びかけをする

クラブが増えてきている。その媒体として、「県通信」「県掲示板」「メール」など活

用されている。その連なりで県域を越えた行事への参加交流も活発化しており、技

術向上や人の輪の広がりとして成果につながっている。 
 

③組織宣伝の媒体 
１．全国スキー協組織部作成のティッシュサイズパンフレットが送られてきたが、

一部のクラブで活用されているほかは、いまひとつ使い方でとまどっている。 
２．県通信「雪上人」 ニュース担当者のもとで計画をたて、発行されている。各

クラブ、県、全国の行事日程表を入れることで、会員の参加・交流の場を広げ

る努力をしている。 
３．県ホームページ・掲示板 更新や書き込みが適宜されていて、訪問者も増えき

ている。掲示板への書き込みは活発になりつつあるが、まだまだ一部の会員だ

けの書き込みであり、これを県会員全体からの参加に持って行くのが課題。 
 

④他団体との協力ということでは、視覚障害児のための雪国教室「ゆきんこ」など、

指導員ボランティアの要請に応えて、シルフィードから参加している。  

⑤スキーメイトについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・目標60部に対し、現在は５０部。会員比では５３%です。  

・額キャンペーン継続中ですが微増となっている。しかし、クラブ脱退な

どで３部減少している。  

・各クラブや県の行事開催時などで宣伝誌を活用している。  

・読者管理は、配布体制は順調。  

集金は、前納制をとり入金者管理を行い、請求事務等体制も整っている。

しかし、未納者が数人いる。引き続き納入の督促等を行い、 100%納入を

目指す。  

クラブ名 2012総会時 2013総会時 増 減 

１Ｄays 4 5 +1 0 

浦和 18 18 0 0 

エール 6 4 0 -2 

シルフィード 12 12 +1 -1 

白い仲間 4 4 0 0 

白い翼 2 2 0 0 

夢チャレンジ 0 0 0 0 

個人 6 6 0 0 

合 計 52 51 +2 -3 
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・今後もクラブの中でメイトの宣伝を強め、読者を増やすことが課題であ

る。  

 

指導員・技術部について  

（2012-2013活動報告） 

１．各クラブに技術部員を配置 

方針では、各クラブから１～２名、県技術部員を選出してもらい、スキー

技術を通じて「クラブと県」「各クラブ間」のパイプ役としての役割を持

って積極的に活動することになっていた。  

具体的な活動としては、２つ。  

①教程技術、シーズンテーマのクラブ内外への伝達を通じて、成果や課題

などを春に雪上検証する場を設け意見交流を行い、その情報を全国技術部

員が取りまとめ全国へ報告することになっていたが、各クラブに配置した

県技術部員との日程が合わず県技術部員全員にシーズンテーマを伝達する

ことができなかった。  

また、春の雪上検証は県技術部員の参加者が少なく、多くの意見交流が持

てなかったため、後日 一般会員に検証する機会を作りシーズンテーマの

伝達をし、検証した結果を増やした。  

雪上検証に参加出来なかった県技術部員へ書面ででも報告していただくよ

うにアプローチすべきであった。  

11月のインストラクターミーティング机上編で、伝達する日を 12月中旬の

インストラクターミーティングと設定したが、県技術部員全員へきちんと

伝達することができなかった。また、取りまとめの日は、 12月中に 3月 3日

と決めていたが、参加者が少なかった。  

②シーズン中１回以上、自分が所属するクラブ以外の行事へ参加し技術交

流を図ることにしていた。また、それが実現できるよう、各クラブは行事

計画を立てる際、県技術部員が活動できる枠を必ず確保するようにお願い

していた。  

各クラブとも、行事の中に県技術部員が参加できる枠を設けていただけた

が、実際には他のクラブへの参加は一部の県技術部員の参加だけに終わっ

てしまった。  

しかしこの企画は、技術の温度差が出ないようにする意味や指導員同士の

技術確認の為にも続けて行く必要がある。  
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２．インストラクターミーティング 

県技術部の取り組みと目標を理解するため、シーズン前に机上での打ち合

わせを実施した。県内指導員へ事前に告知していたことと、カルチャーゼ

ミと同日開催だったため多くの参加者で意見交流がされ、方針の確認が出

来た。  

12月に実施した「雪上編」は、従来と同じく「本来の趣旨である県所属指

導員の技術交流・意見交換の場」をテーマに「原点回帰、企画自体を抜本

的に見直す」ということで企画したが７名の参加にとどまった。  

また、方針では受講した内容をシーズン中クラブ内外で実践検証し、春の

全国技術部会までに県指導員技術部へレポートとして報告することを参加

者へ伝えることになっていたが、連絡不徹底のため実現できなかった。  

 

３．クラブ合同講習会 

県内の全クラブ員、一般参加者を対象とした講習会を 12月に実施した。  

しかし、書面やメーリングリストで告知し参加者を募っていたが、 10名の

参加に終わった。  

初の企画ということで、各クラブや会員に浸透していなかったことも理由

の一つに挙げられる。  

次回は、インストラクターミーティングと同時開催するなど参加しやすい

工夫が必要。  
 

４．全国技術部会 

関根（埼玉枠）、岡田（全国枠）の2名が秋と春の全国技術部会へ参加した。  
 

５．指導員検定会 

中級指導員に 1名、上級指導員に 1名が受験。関越Bで中級指導員 1名が認定

された。指導員規程改定によって更に 1年単位合格の延長を行う。残念なが

ら合格に至らなかった上級指導員受験者は、来シーズンに期待したい。  
 

６．埼玉県レベルアップ講習会 

今年も週末とは限定せず、平日も含めて実施することをシーズン前に決め、

指導員の行事達成  力量UPのために活用することを確認し進めた。  

２シーズン目となるが、指導歴の浅い指導員を中心として活躍できるよう

に、先輩指導員のレベルアップにアシスタント参加する機会を設けたが利

用者は居なかった。  

担当者からシーズンに入る前に文書での声がけを行っているが、ここ数年
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の傾向として決まった講師しか企画できずにいる。  

企画数が少ないから参加者が居ないのか、そもそも県内で何を求められて

いるのか再度考える必要がある。  
 

７．全国デモ選 

スキーテクニカルコンペ＆デモ選に、デモ選 2名、テクニカルコンペ 2名が

参加した。  

テクニカルコンペ男子レギュラー部門で北村さん（ 1Days）、ミドルクラス

で瀬戸さん（浦和SC）が共に三位になった。デモ選では岡田（上尾シルフ

ィード）が再認定された。  

 

８．スキーカルテ 

スキー祭典やレベルアップ講習会だけではなく、各クラブ行事で必ず使う

よう議案で呼びかけた。  

スキー祭典では活用され参加者から好評を博したが、クラブ行事などで使

ったという声は聞こえて来なかった。  

昨シーズンと同じく指導員にはカルテを記入する意義をインストラクター

ミーティング内での模擬記入を通じて説明し訴えてきているが、書き手で

ある指導員が負担になることから一向に改善されない。  
 

９．スキーカルチャーゼミナール 

今回はストレッチポールを使った体幹トレーニングを行った。  

インストラクターミーティング机上編が終わった流れで行ったことや、一

般会員も興味が持てる内容だったため多くの参加者で盛り上がった。  
 

１０．指導員の活動状況 

・クラブ内での活動状況の共有化  

各クラブに配置した県技術部員を中心として、自クラブの行事を開催する

前後に、掲示板へ簡単な告知や報告を掲載することをお願いしていたが、

一部の県技術部員による掲示板への告知は見られたが、全体的に意識が低

いため更に積極的に告知し県全体として盛り上げてもらいたい。  

・指導員の研修状況を正確に把握し、県内指導員全員へフィードバックした  

・各行事の参加目標数は決めていなかったが、シーズンに入る前に、座学・

雪上研修の日程を全指導員に案内し参加を呼びかけた。  
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１１．指導員名簿、研修状況の把握 

公認資格者26名（スキー指導員 25名、スノーボード指導員 1名）、うち資格休止5名  

2013年度（ 2013/06/01-2014/05/31）まで有効なスキー指導員研修状況（休止除く）  

 理論17名－85% 基礎17名－85% 応用 18名－ 90%。  

指導員の義務として二年度内に 3単位受講しなければいけない研修を受け

る人と受けない人が、きっちり固定化される傾向にあるが、研修受講率は

全国で一番良い。  
 

１２．一般会員も対象としたSTT大会を実施 

全国のテクニカルコンペの前週に予定していた。  

しかし、積極的に県やクラブで告知できなかったこともあり、今年も参加

者が少なかったため、大会ではなく講習会として実施した。  

埼玉県独自に開催を予定しても毎回参加者が集まらない状況が続いている

ため群馬県のように全国のスキーテクニカルコンペへ注力する方向で検討

したい。  
 

１３．指導員・技術部費の利用用途 

①指導員合格時、認定料＋ネームプレート代（山スキーリーダーとセッタ

ーは無いので除く）を補助した。（中級合格者なので認定料のみ）  

②カルチャーゼミで外部講師を呼ぶ際に使う（謝礼や交通費など）  

この点で、経費を執行した。  
 

１４．県技術部の強化 

理事会内で構成している県技術部員３名と、各クラブから推薦してもらっ

た県技術部員は、任務の理解不足と連絡不徹底などにより今年度の方針に

沿った活動がほとんど出来ず機能不全状態で終わった。次年度は再度意義

について理解しその上で同じ方向に向かって組織活性化・拡大に寄与でき

るよう進めたい。  
 

ニュース  

①通信は、県スキー協活動を会員に伝え、会員の活動参加を呼びかける機関誌である。

全会員が積極的に関わることで、通信は内容が充実し、身近になる。通信の内容の

充実を追求するとともに１号でも多く発行する。  

総会の開催が９月にずれ込んだため、例年より１号すくない１０月、１２月、３月、

５月の発行となった。 

②クラブの活動を積極的に掲載することで、クラブ間の交流を図る。できるだけ多く

のクラブに登場してもらい、クラブの宣伝にもつなげる。 
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→新コーナー「Ｍｙクラブ！」で各クラブの活動を発信した。 

③宣伝グッズとしても活用してゆく。スキー協を理解してもらいやすい紙面を心がけ

る。 

→担当者の中で、原稿依頼、版作成、印刷などを分担してすすめたが、幾度か計画

通りに進まない場面があった。 

原稿依頼にあたってはテーマと字数を示した。会員からは、字数の範囲で原稿を作

成するなど協力が得られた。 

写真の掲載を心がけ親しみやすい紙面を目指した。 

④課題は「私買っちゃいました」コーナーで紹介するグッズが行き詰ってきた。 

⑤その他 通信は関越Ｂを中心に全国へ発信している。また、各県ブロックの通信も

送付されてきていて、大いに刺激を受けた。 

 

競技部  

1 第19回県競技大会 

２０１３年１月２７日 群馬・オグナ武尊スキー場 

・「だれでも参加できる大会」と位置づけ、緩斜面のコースでポール初心・初級

レベルでも怖くない大会と位置付けた。 

・ 前日に練習会を開催した。ショートポールなど使いゲートになれる練習を中

心に行った。 

・ 他県からの参加者や、各クラブから初めての参加者もいたが参加人数は伸び

ていない。 

・ 夜の交流会時にセットの模型を使い競技ルールや技術的な学習も行った。 

・ 参加者数 ジュニア２名 女子３名 男子１３名 計１８名 

２ 第15回スキー協CUP よませ温泉スキー場 

全国主催のスーパーG大会の取り組み 参加者はありませんでした。 

３ 第39回全国競技大会 岩手県下倉スキー場 

全国主催の競技大会は、今年は東北支援というスポーツ祭典の一環として岩手県

で開催された。 

参加者 男子３名  応援３名 

４ その他の競技部の取り組み 

・群馬池田杯 

参加者 ジュニア1名 男子２名 女子３名  計６名 

・その他に、関越B主催練習会、スキー場の大会やショップのイベントなど

競技力向上のために情報を提供し会員の参加を促した。  

競技人口を増やすためには、もっと競技に触れる機会を持つことが必要

です。自前で競技会を増やすのは困難なので気軽に参加できる大会や練習

できる機会を見つけ、誘い合って参加するようにしていきたい。  



10 
 

１３－１４シーズンの取り組み【方針】 

組織・事務局  

目標 スキーの楽しさを広げていこう 

１．会員をふやしていくこと。 

２．スキー仲間を増やすために、祭典・競技会のほかに県行事でより多くの人が参加してくれる企

画をたちあげる。 

 

会員数の推移と目標会員数    

クラブ名 
08.6～09.5 

会員数 

09.6～10.5

会員数 

10.6～11.5

会員数 

11.6～12.5

会員数 

12.6～13.5 

会員数 

目標会員数 

（案分比例） 

浦和ＳＣ 45 45 45 46 42 45

上尾シルフィード 23 22 22 21 18 20

白い仲間ＳＣ 22 22 18 18 5 6

白い翼 4 3 3 3 3 4

エール 10 11 13 13 13 14

夢ﾁｬﾚﾝｼﾞ 3 4 8 5 4 5

ＬＵＳＨ   4 3 3    

1Ｄayｓ  5 6 9 10

  107 111 117 115 94 104

 

方針  

１．各クラブは、県行事（クラブ合同講習会・競技会、スキー祭典 等）を自クラブ行事と位置づけ積

極的に取り組み、交流の輪をひろげて会員拡大して行こう。 

２．スキー祭典は各クラブから委員を選出し、「実行委員会形式」にて取り組み、より多くのクラブ員

参加や一般からの参加者を取り込んでいく。 

３．各クラブの活動状況の共有化と活性化をはかるため、掲示板の活用を促進していく。クラブ行事の

前後には必ず書き込みを行うよう、各クラブに働きかけていく。 

  指導員・県理事（に限らずですが）は自クラブ以外のクラブ（特に県へ理事など派遣していないク

ラブへ）行事へも積極的に参加し、つながりをつくっていこう。 

４．技術交流を図るため、各クラブは県技術部員が活躍できる受け入れ枠を必ず行事の中に確保する。

また、各クラブは技術部員の送り出しを積極的に行おう。 

５．会員内外からのスノーボード要求に応えるため、スノーボード指導員も増やしていこう。そのため

の準備に取りくむ。 

６．スキーメイトはスキー協会員の機関誌。より多くの会員が購読することを目指します。当面６０

部を目標に、見本誌の送付と声かけなど、各クラブでメイト購読者を増やすよう働きかけをして

いく。集金・配布体制などの読者管理は、引き続き組織・事務局で行う。 

７．スキーの安全対策に努めます。けが防止対策や保険加入について取り組みます。スキー協の「事

故傷害報告書」提出の取り組みを進める。 

８．県スポーツ連盟の活動に参加します。 
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指導員・技術部  
（2014年取り組み） 

※方針で決めたことは、必ず行動に移しましょう！ 

そうしないと「絵に描いた餅」になってしまいます。 

 

1．県スキー協の活動の原動力として指導員が力を発揮できるよう様々な取り

組みをしていく。 

 

1－1．各クラブに技術部員を配置 

前年度から各クラブから1～２名程度、県技術部員を選出してもらうことを始

めたが、1名だとその人が動けなくなるとそのクラブとのパイプが無くなって

しまう弱さがあるため複数人推薦していただきたい。  

具体的な役割は、以下の３つ。  

①教程技術、シーズンテーマのクラブ内外への伝達を通じて、成果や課題な

どを春に雪上検証する場を設け意見交流を行う。その情報は、全国技術部員

が取りまとめ全国へ報告する。  

②県技術部の取り組みと目標を理解するため、シーズン前に机上での打ち合

わせを実施。またインストラクターミーティングへ積極的に参加してもらう。 

③シーズン中1回以上、自分が所属するクラブ以外の行事へ参加し技術交流を

図る。それが実現できるよう、各クラブは行事計画を立てる際、県技術部員

が活動できる枠を必ず確保するようにお願いしたい。  

技術交流とは単に他のクラブに出向いて講習をすると言う事だけではなく、

クラブの垣根を越えた指導員同士の技術確認や技術向上も目的である。  

趣旨を理解した上で、他のクラブの行事へ積極的に参加してもらいたい。  

 

これらを実現させるため、理事会メンバーで構成している指導員技術部担当

者は旗振り役としての目的を遂行する。  

 
 

1－２．インストラクターミーティング（机上編） 

シーズン前の秋に指導員だけを集め、今年度の方針に沿って県の目指してい

る方向性、そのための施策などについて確認する。  

指導員として県やクラブに対する要求について話し合い、情報を共有する場

としたい。  

シーズンのはじめに行うことによって、県内指導員が同じ方向を向いて活動

するために実施する。  
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1－３．インストラクターミーティング（雪上編） 

「本来の趣旨である県所属指導員の技術交流・意見交換の場」をテーマに前

年度は「原点回帰、企画自体を抜本的に見直す」ということで企画した。  

事前の開催案内に実施する内容と方向性を説明し、参加・不参加に問わず必

ず提出を求めることを継続する。  

一昨年に引き続き、去年も実現できなかった、インストラクターミーティン

グに参加し受講した内容をシーズン中クラブ内外で実践検証し、春の全国技

術部会までに県指導員技術部へレポートとして報告することを参加者へ徹底

する。  
 

1－４．クラブ合同講習会 

県内の全クラブ員、一般参加者を対象とした講習会をインストラクターミー

ティングと同じ日程と場所で開催したい。  

これによって、参加者増の相乗効果を狙う。  

講習会を通じて、クラブを越えた人材交流と、比較的指導経験の浅い指導員

の活躍の場として実施したい。  

去年は初の試みということで各クラブに周知徹底されていなかったが、今年

はクラブ行事の1つとして必ず取り組んでもらえるよう、各クラブとも計画に

組み込んでもらいたい。  
 

1－５．レベルアップ講習会 

・指導員の行事達成 力量UPを第 1の課題とする。  

指導員は企画立案から集客、催行、報告まで責任を持つことで、指導員と

しても力量を高める。  

・企画する行事によっては、1人体制に固執することなく、複数の講師体制で

の実施も柔軟に行うことができることとする。  

・すべての指導員が自信を持って指導できるように内容の検討等サポート体

制をとる。 レベルアップ講習会を初めて受け持つ指導員に限って、経験者

が担当するレベルアップ講習会へ、アシスタント参加することを認め自身

が企画する行事催行の参考にしてもらう。  

・参加対象を県スキー協会員だけにとどめず新たな会員拡大につながる行事

として取り組む。  

・宣伝方法や担当講師の役割についても再度徹底を図り参加者を増やす。  

・スノーボード講習についても積極的に実施していきたい。  

・受験対策も引き続き実施する。埼玉県だけではなく他県からも参加しても
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らえるようにする。  

また、組織理論に絡めてレベルアップの主旨を伝え合格後  積極的にレベル

アップ企画を実施してもらえるよう促す。  
 

２．指導員名簿、研修状況の把握 

・クラブ内での活動状況の共有化  

県内の動きを可視化（見える化）し活発にするため、各クラブに配置する

県技術部員を中心として、自クラブの行事を開催する前後に、掲示板へ簡

単な告知や報告を掲載することを徹底したい。  

・指導員の研修状況を正確に把握し、県内指導員全員へフィードバックする  

・各行事の参加目標を決めて、座学・雪上研修の日程を全指導員に案内し参

加を呼びかける (電話かけなど ) 

・指導員は、スキー協主催の研修にとどまることなく、積極的に他の組織の

研修にも参加し技術の向上に努める  
 

３．スキーカルテ 

スキー祭典やレベルアップ講習会だけではなく、各クラブ行事で必ず使う

よう徹底していただきたい。去年もクラブ行事では活用されていなかった。 

県の行事だけではなく、クラブ員や一般の方々が講習を受けたことについ

て喜び、再び受けたくなるようなものにしていくのがカルテの目的。  

また、指導員として受け手（貰い手）が理解でき励みになる文章で伝える

力量（表現力）を向上させていくことによって、雪上講習時にもそれが活

かされてくると確信している。  
 

４．各指導員の検定合格、特に上級・中級指導員の受験に向けて指導員は 

積極的に挑戦する。 

先シーズン、埼玉県では１名の中級指導員を輩出した。今シーズンは、昨

シーズン合格できなかった受験者の再チャレンジのバックアップと、上位

の指導員資格取得を更に促進すべく積極的に取り組む。検定会に向けた受

験者のための強化練習を引き続き実施する。  

サポートの一環として、特に中級上級指導員受験者には指導員としての指

導力量を高めてもらうために積極的に行事運営に携わってもらう。  

また初級指導員を積極的に増やすために、その前提となる新しい会員の拡

大に全指導員は意識を持って積極的に取り組む。  

特に初級指導員受験者には座学から検定会までの県としてのサポートとク

ラブとしてのサポートを促す。  
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５．スキーカルチャーゼミナール 

メインは外部講師によるスキーに役立つ講習内容とする。  

ストレッチポールを使った体幹トレーニングなどを検討中。  

11月上旬実施予定。 

６．一般会員も対象としたSTT大会を実施 

県の３大行事として定着させ、会員の技術力向上の一助とするべく、企画

し続けてきたが、  

「STT」：点数を付けられてしまう怖さ、「大会」：競い合う  

というイメージからか、指導員であっても参加しない状況が続いている。  

これを克服する手段を検討するのではなく、全国スキー協で行っている「デ

モの講習付きスキーテクニカルコンペ」へ参加し、去年四位だった団体順

位を１つでも上げられるように県やクラブとして積極的に取り組む。  
 

ニュース  
ニュース担当だけでつくるものではない。各クラブ・会員みんなでつくるものという

意識をもってもらう。 

私はこんな所に行った、やった、出来る、持ってる、これって面白くない？、だか

ら一緒に行こう、やろう、など発表して呼びかけてお誘いなどできるものとして通信

は位置づけていく。 

①通信は、県スキー協活動を会員に伝え、会員の活動参加を呼びかける機関誌である。

全会員が積極的に関わることで、通信は内容が充実し、身近になる。通信の内容の

充実を追求するとともに１号でも多く発行する。 

「私とスキーと仲間と」 

各クラブで人選してもらい、クラブから責任をもって原稿を提供してもらう。 

「スナップショット」 

掲示板の写真コーナーにとにかく行事の写真をアップする癖をつける。個人でおもし

ろい・すごい・知らせたいとか思ったものを、アップしよう。スナップショット希望

とコメントつけたものを引っ張ってくる状況にしたい。 

「買っちゃいました」 

誰が何を持ってるかはニュース担当だけではつかみきれない。各クラブから選出する

方向で。自慢でもいいし、あれ良さそうでもいいし 

②クラブの活動を積極的に掲載することで、クラブ間の交流を図る。できるだけ多く

のクラブに登場してもらい、クラブの宣伝にもつなげる。 

「My クラブ」 

クラブの宣伝になる。「うちのクラブがどれだけ活発ですごいのかを見せつけてやる

ぜ！」くらいの勢いで。行事をやったら掲示板に書き込む。県通信に原稿を出して載

ったところで行事は完結、という意識を全クラブでもとう。 

③宣伝グッズとしても活用してゆく。スキー協を理解してもらいやすい紙面を心がけ

る。 
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④全会員が 組織を意識するように、トップページに現在の会員数・増減・メイトの

購読者数を載せる。 

 

競技  
1 競技スキーの普及 

競技スキーに接する機会を増やし、その楽しさを多くのスキーヤーに広げ

る。 

①初歩的なポール練習会を設け、競技スキーに慣れる。 

また、近県スキー協の練習会など利用し練習をする機会を増やす。 

② �  競技会の仕組みやルールを学習する機会を設ける。 

③競技大会を開催し競技の楽しさを広げる。 

日程 ２０1４年 ２月１６日（日） 

場所 オグナほたかスキー場（予定） 

２ 競技力の向上 

競技力を高めるため、会員のレベルにあった練習会に参加する。また、各

種競技大会に参加する。 

①関越ブロックや全国が主催する練習会などを会員に紹介し参加する。ま

た、各種レーシングキャンプ等を案内する。 

②関越ブロックの競技会や全国大会、スキー協CUPなどスキー協の大会に積

極的に参加する。 

③スキー場主催の大会、ショップやメーカー主催の競技大会なども紹介し

参加する機会を増やす。 

○池田杯（群馬）予定 

日程 ２０１４年２月２３日（日） 

場所 オグナほたかスキー場（群馬） 

○スキー協CUPスーパーG大会 

日程 ２０1４年２月1５（土）－1６日（日） 

場所 よませスキー場（長野） 

○第４０回全国競技大会 

日程 ２０1４年３月１（土）－２日（日） 

場所 戸狩温泉スキー場（長野） 
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役員体制（案） 

２０1２－２０１３年度 １３－1４年度案 

会 長  阿部恭三  組織・事務局、競技   

理事長  関口誠一  組織・事務局、競技   

事務局長  木村 博  組織・事務局、ニュース   

岡田章男  指導員・技術、組織・事務局   

関根江里子  財政、指導員・技術   

瀬戸由則  ニュース   

平沢千里  ニュース   

宮本貞之  競技   

宮本 豊  組織・事務局   

吉和邦明  指導員・技術   

   

   

   

   

理 事  

   

会計監査  相馬勝美    

 

全国役員（1２－1４年度）   

理事長  石川正三    

理 事  木村 博    

常任理事  阿部恭三、岡田章男、平沢千里   

会計監査  関根江里子    

専門部員（1２－1４年度）   

技術部員  関根江里子    

競技部員  宮本貞之    

ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ

部員  

   

関越ブロック会計  関口誠一   

新日本スポーツ連盟  

埼玉県連盟 理事  

関口誠一   

新日本スポーツ連盟  

埼玉県連盟 監査  

小泉 弘   

 


