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第４４回定期総会 

 

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 ２０１４年６月２９日（日） 

１３：３０～１６：３０ 

★場所   さいたま市民会館おおみや 
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１３－１４シーズンの活動のまとめ 

はじめに 

今期は、県スキー協会員を増やし、活発なクラブ活動を展開し、魅力ある県スキー協に

しようと努力してきました。 

会員の拡大については、スキー行事やホームページなどを活用し多くのクラブで増やし

てきました。その結果、目標であった１００名の大台を回復することができました。 

スキー祭典を通じて一般からの参加者を呼び込んだり、スキー協 HP を見た人が積極的

に加入したり、知人を誘ったりとクラブの特徴を活かして活動した結果です。 

スキー祭典は実行委員会形式で取り組みを進め、締め切り日前に定員に達するなど各ク

ラブががんばった結果、５０名の規模で成功しました。そのうち一般参加者が１７名と多

くあったことからその後の会員拡大に繋がりました。 

第２０回県スキー競技大会は歴史的な大雪のため交通機関がマヒし、さらにスキー場も

営業できない状況となり中止となりました。 

各クラブ間の交流行事が増えたことも特徴的です。各クラブがクラブ活動を重視し、さ

まざまな取り組みをしてきました。その中で、他県の仲間や他クラブとの合同行事やお互

い参加し合って行事を盛り上げてきました。HP や掲示板では、行事告知や行事報告など

が多く掲載され情報交流が活発でにぎやかになっています。スキー協内外の閲覧数も増え

広がりもできてきている様子です。 

東北復興支援子供スキーの成功のためのカンパは県スキー祭典の中で、また各クラブが

積極的に取り組んだ結果、１２７，７００円集まりました。 

今後もこれらの活動をさらに広げ、魅力あるスキー協活動を継続させましょう。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きましょう！ 

 

第４９回スキー祭典 

第４９回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、

協力・共同して実施した結果、大型バス１台＋車２台の５０名の規模で成功しました。６

年続けて実施した北志賀竜王から白馬五竜に場所を変え、ホテルも初めての施設でありま

したが、下見ツアーをしたり、当日は先発隊が宿泊受け入れの準備を整え実施した結果、

おおむね好評のうちに開催することができました。特徴としては、一般参加者が１７名と

多くあったこと、広大なゲレンデを滑ることができたこと、初めてスキーをする参加者か

ら上級者まで指導員体制が組めたことなどが好評につながったのではないでしょうか。し

かし、宿泊施設については、満足度は低かった点は反省しなければなりません。 

 

第２０回県競技大会 

 2014．2．16 オグナほたかスキー場で予定していた県競技大会は、20 名のエントリー
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がありました。しかし、かつて経験したことのない大雪のため交通機関がマヒし、またス

キー場も営業できない状況のため中止となりました。 

 

各局の活動のまとめ 

組織・事務局活動について 

１ 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

組みをしてきた。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。理

事のでていないクラブの動きも連絡を取る努力をし、活動を把握するよう努めた。 

 

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。 

例 シルフィードの行事に各クラブから参加があった。コブ行事に１Days から、  

    石打丸山に「しろなか」から、 玉原に浦和 SC からなどなど 

    １Days の谷川岳登山に エールから 浦和 SC の岩鞍に１Daｙs から。 

 

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は、各クラブ単位で活

用した。連絡先に各クラブの名称を入れコンパクトに折ったものを持ち歩きス

キー場や街中で配布したクラブもありました。 

②県通信「雪上人」は 1 年間で５回発行された。 

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かなり活発になってきた。 

 

４ 他団体との協力では、3 月末に尾瀬戸倉スキー場で視覚障害児のための雪国教室

「ゆきんこ」の指導員ボランティアの要請に応えて３名が参加した。 

  （野本さん・黒須さん・木村さん）  

 

５ スキーメイトについて 

クラブ名 2013総会時 2014総会時 増 減 

１Ｄays 5 6 +1 0 

浦和 18 19 +1 0 

エール 4 4 0 0 

シルフィード 12 12 0 0 
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・目標６０部に対し、現在は５２部。会員比では５２%です。  

・半額キャンペーン継続中ですが、増減にほとんど変化がない状態です。

各クラブの中でもあまり論議されていない状況です。近年紙面が充実し

てきています。毎回１０部届く見本誌を活用した宣伝が必要です。  

・読者管理は、配布体制は順調です。  

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、未納者が数人いるので引き続き納入の督促等を行い、100%納入

を目指します。  

・今後もクラブの中で宣伝を強め、読者を増やすことが課題である。  

 
指導員・技術部について  

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 

  上尾シルフィード 3名、浦和ＳＣ 1名、白い仲間ＳＣ 1名、エール 1名、１

Ｄａｙｓ1名、夢チャレンジ1名、白い翼 1名を配置した。  

 

具体的な県技術部員の役割は、  

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、その情報は、全国技

術部員が取りまとめ全国へ報告する。春の雪上検証の日程は、 12月のイ

ンストラクターミーティングの時に告知してあったが、残念ながら参加

者が少なく中止となった。全員ではないが書面での報告もあり、全国技

術部員が取りまとめ全国へ報告した。  

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

合わせを実施し、インストラクターミーティングへ積極的に参加する。  

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

を図り、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

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 5 0 -1 

合 計 51 52 +2 -1 
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術部員が活動できる枠を必ず確保する。技術部員が活動出来る枠を各ク

ラブ用意されていたが、実際参加活動された報告はなかった。しかし、

技術部員の技術交流という視点では、1件あった。  

 

1－２．インストラクターミーティング（机上編） 

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（ 11名）で意見交流がされ、方針

の確認ができた。県技術部員は7クラブ中 5クラブ 7名の参加であった。  

 

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「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 10名の参

加であった。県技術部員は7クラブ中４クラブ 5名の参加であった。  

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

加者へ伝えたが、一部報告されたものの指導員全員からの回答は得られな

かった。  
 

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。参加者増の相乗効果を狙った

が、インストラクターミーティングの参加者が多く、宿の収容人数の関係

で合同講習会の参加者を限定せざるをえなかった。また、合同講習会の講

師は自クラブ以外の指導員とあり、インストラクターミーティングと同時

開催であったため、講師の選出に苦労した。合同講習会の参加者は 4名であ

った。  

 

1－５．レベルアップ講習会 

8月中に全指導員に対し、レベルアップ講習会の開催の意思を聞いた。 9

名の指導員から開催したいとの回答があった。呼びかけは、組織・事務局

に依頼した。企画は1件上がったが、参加者が集まらず開催することができ

なかった。  

 

２．指導員名簿、研修状況の把握 

   公認資格者 24名（スキー指導員 23名、スノーボード指導員 1名）、うち
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資格休止4名2014年度（2014/06/01-2015/05/31）まで有効なスキー指導員研

修状況（休止除く）  

理論13名－68.4％ 基礎11名－ 57.9％ 応用 12名－ 63.2％  

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、固定化される傾向にある。  
 

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

うよう議案で呼びかけた。また、組織活性化のために、クラブ内で活用す

るように、具体的な案・呼びかけ・実態把握を組織・事務局に依頼した。

合同講習会とスキー祭典の活用に留まった。  

 

４．全国技術部会 

関根（埼玉枠）、岡田（全国枠）の 2名が秋の全国技術部会へ参加した。

春の技術部会には、岡田が参加した。  

  

５．指導員検定会 

上級指導員に1名受験したが、残念ながら合格に至らなかった。  

 

６．スキーカルチャーゼミナール 

昨年に引き続き、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（ 14名）で盛り上がっ

た。  

 

７．一般会員も対象としたSTT大会を実施 

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」

（ＳＴＣ）に4名参加し、埼玉県は団体優勝であった。  

 

ニュース 

① 通信は、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。そのために

各クラブから通信員を出してくれるよう呼びかけ、いくつかのクラブが応えてくれた。

通信員が発信してくれたことで紙面が充実した。９・１１・１・３・５月の５号を発

行した。苦労して作った号ほど好評だった。 

②最後の通信まで８ページ以上で発行することができた。いずれの号も担当者の努力と

それを周りで支えてくれた結果。 



7 
 

「私とスキーと仲間と」→今期も途絶えることなく各クラブから登場いただいた。 

「スナップショット」 →通信の発行直前に写真を集めるというペースがなかなか改善

されないところもあるが、その時は理事を中心にフォロー体制

が出来てきている。 

「買っちゃいました」→複数の方から原稿が寄せられていて、ストックもある状態だが、

寄せる人が常連であることが課題。 

「My クラブ」→行事の報告をすることでクラブの様子を発信するコーナーにしている。

行事の告知＋報告には県ＨＰの掲示板もタイムリーに利用している。この

コーナーでは特に通信員に拠るところが大きい。 

 ※上下シリーズで競技入門を関口さんに書いてもらったのが「わかりやすい」と、好評

だった。 

③ 宣伝グッズとしての活用は、祭典の報告号がその機能を果たした。 

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

読者数を載せることにしていたが実現できなかった。 

 

競技部  

1 第２０回県競技大会 

２０１４年２月１６日、群馬・オグナ武尊スキー場で予定していた第２０

回競技大会は20名のエントリがありましたが未曽有の降雪により、スキー

場も閉鎖されやむなく中止となりました。 

２ 第１６回スキー協CUP よませ温泉スキー場 

２０１４年２月１５～１６日 

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。 

スピード系の大会が少ない中、全国が継続して実施している大会は貴重で

す。滑走スピードが上がるすべりは競技力向上のために必要です。 

３ 第４０回全国競技大会 長野県 戸狩温泉スキー場 

全国主催の競技大会は、東北から長野に場所を移して開催されました。 

参加者 男子３名 女子１名 応援３名 

競技スキーの普及、競技力アップのため、また全国各地のスキー協会員と

の交流の場です。多くの会員に知らせ、参加者を増やしましょう。 

 

４ その他の競技部の取り組み 

①  群馬池田杯 参加者 ３ 名 

② １月の関越B主催片品練習会 ４名参加。  

③  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スケジ

ュール表を作成、情報提供し会員の参加を促した。  

④ 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ます。  
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２０１４-１５年度の活動方針（案） 
 

組織・事務局  

目標 スキーの楽しさを広げていこう 

 

４ 会員数の推移と目標会員数    

クラブ名 
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 

13.6～14.5 

会員数 

目標会員数 

（案分比例） 

浦和ＳＣ 45 45 46 42 43 45

上尾シルフィード 22 22 21 18 19 20

白い仲間ＳＣ 22 18 18 5 11 12

白い翼 3 3 3 3 3 4

エール 11 13 13 13 11 12

夢ﾁｬﾚﾝｼﾞ 4 8 5 4 2 3

ＬＵＳＨ 4 3 3    

1Ｄayｓ  5 6 9 11 12

  111 117 115 94 100 108

 

具体的方針  

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）をクラブの行

事日程に組み入れて積極的に取り組み、交流の輪をひろげて会員拡大して行こう。新

入会員があったら、報告を県に出そう。 

 スキー仲間を増やすために、オフシーズンも含めてクラブ間の交流を進める。 

 スキーの内容、スキーをする期間（春スキー・コブ・プラスノー・グランジャーなど）

を延ばし、会員に参加を働きかける。 

２．スキー祭典は「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。 

  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・受け入れを積極的に行おう。 

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。全国ボード部の日程を考慮し、参加を呼びかけていく。 

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 10％増の５７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
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購読者を増やすよう働きかけをしていく。 

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。 

 

指導員・技術部  

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。  

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。  

 

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
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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実施する。  

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。  

各クラブは、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 
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・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。 

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。  

 

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。  

11月上旬実施予定。内容は検討中。  

 

６．一般会員も対象としたSTCに積極的に参加 
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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」

へ参加を促す。去年は団体優勝であった。引き続き県やクラブ行事として

積極的に取り組む。  

 

ニュース 

今期もニュースは、各クラブ・会員みんなで作っていきたい。 

① 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。 

② 引き続き各クラブから通信員を出してもらい、発信してもらう。 

③ 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。 

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号でも多く発行したい。 

「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」 →携帯電話を使って、気軽に人や風景を撮ってメールで投稿

しよう。個人でおもしろい・すごい・知らせたいと思った

ものを、アップしよう。 

「買っちゃいました」→誰が何を買ったかはニュース担当だけではつかみきれない。

通信員にも協力してもらい、各クラブから選出する。自慢で

もいいです。 

「My クラブ」→クラブの宣伝にし、クラブの交流＆刺激剤にする。同時に県のＨＰの

掲示板にも告知→報告で行事は完結、という意識をみんなで持ちたい。 

         その他、新企画へのチャレンジなど会員の関心にこたえられる通信を

作っていく。 

④ 引き続き、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。 

 

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 ２０１５年 ３月８日（日）予定 

場所 オグナほたかスキー場 

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、
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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。 

 

３ 大会日程 

○池田杯（群馬） 

日程 ２０１５年２月２２日（日）予定 

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 ２０１５年２月１４日（土）－１５日（日） 

場所 よませスキー場（長野） 

○第４１回全国競技大会 

日程 ２０１５年２月２８日（土）－３月１日（日） 

場所 戸狩温泉スキー場（長野） 

 

 

埼玉県スキー協 ２０１４－１５ シーズン計画 

    2014/06/07 現在

日時 行事名 場所 主催 参加対象 

20１4/07/12-13(土-日） サマーレーシングキャンプ 乗鞍高原 全国 一般 

20１4/07/19(土） 
１Ｄａｙｓ行事＆総会＆新会員歓迎

会 
谷根千 

１Ｄａ

ｙｓ 
会員＆一般

20１4/08/30-31(土－日） スキーセミナーｉｎ福島 福島 全国 一般 

20１4/08/30-31(土－日） スポーツ連盟関越Ｂ交流会 箱根 

スポ

ーツ

連盟

一般 

2014-09-13（土） ブロック学習交流会 守門岳登山 守門岳 
関越

B 
一般 

20１4/09/14-15(日－月） ブロック学習交流会 グランジャー 新潟・栃尾 
関越

B 
一般 

20１4/10/11(土） 上級指導員座学 未定 全国 一般 

20１4/11/08-09(土-日） 第４回全国理事会 未定 全国 全国理事 

20１4/11/22-23(土-日） 全国技術部会 
志賀高原熊の湯スキー

場 
全国

全国技術部

員 
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20１4/12/06-07(土-日） 中央研修会 
志賀高原熊の湯スキー

場 
全国 指導員 

20１4/12/06-07(土-日） クラブ交流初すべり（定員１０名） 湯の丸高原スキー場 県 一般 

20１4/12/20-21(土-日） スノーボード中央研修会 御岳スキー場 全国 指導員 

20１5/1/24-25(土-日） スノーボードフェスタ① 栂池スキー場 全国 一般 

2015/01/30-02/01        （金夜-

日） 予定 
第５０回スキー祭典 未定 県 一般 

20１5/2/07-08(土-日） 上級指導員検定会 アサマ 2000 パーク 全国 指導員 

2015/02/14-15（土-日） 予定 スキー協ＣＵＰスーパーＧ大会 よませ温泉スキー場 県 一般 

20１5/2/21-22(土-日） スノーボードフェスタ② 五竜スキー場 全国 一般 

20１5/2/21(土） 池田杯競技大会事前練習会 オグナほたか 群馬 一般 

20１5/2/22(日） 第２０回池田杯競技大会 オグナほたか 群馬 一般 

2015/02/28-03/01 （土-日） 第４１回全国競技大会 戸狩温泉スキー場 全国 一般 

20１5/03/07-08(土-日） スノーボード指導員検定会 湯の丸スキー場 全国 一般 

2015/03/08（日） 県競技大会 オグナほたか（予定） 県 一般 

20１5/03/14-15(土-日） セッター研修会 野沢温泉スキー場 全国 一般 

20１5/03/21-22(土-日） テクニカルコンペ＆全国デモ選 アサマ 2000 パーク 全国 一般 

20１5/04/11-12(土-日） 全国技術部会 
志賀高原熊の湯スキー

場 
全国

全国技術部

員 

20１5/04/18-19(土-日） ２９期第３回全国理事会 未定 全国 全国理事 

20１5/06/13-14(土-日） ２９期代表者会議 未定 全国 全国理事 

※ 現在予定されている行事の一覧です。今後、各クラブ行事や県行事の「レベルアップ」などが追加されます。 

※ 参加対象欄に「一般」と書かれている行事はどなたでも参加できます。 
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役員体制（案） 

２０１３－２０１４年度 １４－1５年度案 

会 長  阿部恭三  組織・事務局、競技  関口誠一  

理事長  関口誠一  組織・事務局、競技  木村 博  

事務局長  木村 博  組織・事務局  平沢千里  

理 事  岡田章男  指導員・技術、組織・事務局 関根江里子  

関根江里子  財政、指導員・技術  瀬戸由則  

瀬戸由則  ニュース 組織・事務局  宮本貞之  

平沢千里  ニュース  宮本 豊  

宮本貞之  競技  吉和邦明  

宮本 豊  組織・事務局 ニュース  阿部恭三  

吉和邦明  指導員・技術  茂木 勇  

   

   

   

   

   

会計監査  相馬勝美   相馬勝美  

 

全国役員（1２－1４年度）  （１４ -１６年度）  

理事長  石川正三    

理 事  木村 博   木村 博  

常任理事  阿部恭三、岡田章男、平沢千里  阿部恭三、岡田章男、  

関根江里子  

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   関根 江里子  

競技部員  宮本貞之   宮本 貞之  

ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ

部員  

  北 薫  

関越ブロック会計  関口誠一  関口誠一  

新日本スポーツ連盟  

埼玉県連盟 理事  

関口誠一  関口誠一  

新日本スポーツ連盟  

埼玉県連盟 監査  

小泉 弘  小泉 弘  


