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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 ２０１５年６月２８日（日） 

１３：３０～１６：３０ 

★場所   さいたま市民会館うらわ ６０５号室 
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１４－１５シーズンの活動のまとめ 

はじめに 

今期も、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

しようと取り組んできました。 

会員の拡大については、スキー行事やホームページ、個人のつながりなどを活用し３つ

のクラブで加入者がありました。 

スキー祭典を通じて一般からの参加者を呼び込んだり、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、４５名の規模で成功しました。一般参

加者の中から３名の加入がありました。 

第２１回県スキー競技大会は、前日練習会をふくめて延べ２４（１２・１２）名が参加

し、けが人もなく無事開催できました。 

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、９５０００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５０回スキー祭典 
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、計８回実行委員会を開き、

大型バス１台＋車１台の４５名の規模で成功しました。特に今年は５０周年記念というこ

とで、祭典で加入してくれた人には、３大特典を付けた。（参加費１０００円キャッシュバ

ック・クラブ入会金県負担・メイト購読初年度１０００円） 
会場は猪苗代スキー場。新しい試みとして、痛くないショートポールを立てて参加者に

滑ってもらったり、クラスごとにデモ滑走を行いその様子を帰りのバスの中で解説をしな

がら流したりと、おおむね好評のうちに開催することができました。一班５名以下でクラ

ス編成ができ、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、今回は下見を行わず、全体としての運

営イメージが確立しない中、運営にばたつきも見られた点は反省しなければなりません。 
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第２１回県競技大会 

 2015．3．7-8 オグナほたかスキー場で開催した県競技大会は、１２名のエントリーが

ありました。 

前日練習会から参加者全員で設営を行い、みんなの競技会という雰囲気で進めることが

できました。 

 

 

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

る動きは定着してきている。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 ・浦和クラブ ・シルフィード ・１Days などが 企画への参加呼びかけ 

   

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を各クラブにおろした

が、積極的に活用したのは１つのクラブだけだった。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→

１Days。 

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が、まだ書き込みをする

人が限られていて、各クラブ員の多数が活用するまでには至っていないようだ。 

  告知して結果を報告して完結という意識がまだ不十分。もっとやっていこう。 

 

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・黒須・木村 （大久保 ）  
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５ スキーメイトについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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す。  

 

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 2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。  

技術部員は、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とあるが、参加活動された報告はなかった。  

 

1－２．インストラクターミーティング（机上編） 

シーズン前に机上での打ち合わせを実施した。参加者は 10名で意見交流

を行い方針の確認ができた。県技術部員は 7クラブ中 6クラブ 7名の参加であ

った。  

クラブ名 2014総会時 2015総会時 増 減 

１Ｄays 6 6 0 0 

浦和 19 20 1 0 

エール 4 4 0 0 

シルフィード 11 11 0 0 

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 5 5 0 0 

合 計 51 52  １ ０ 
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1－３．インストラクターミーティング（雪上編） 

7名の参加であった。県技術部員は7クラブ中 4クラブ 4名の参加であった。 

シーズンテーマをシーズン中クラブ内外で実践検証し、県指導員技術部

へ報告することを参加者及び参加できなかった指導員へ伝えたが、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．クラブ交流初滑り 

県内の全クラブ員、一般参加者を対象に開催した。昨シーズンの反省か

らインストラクターミーティングとは別日程で行った。配車には苦労した

が、講習は無線機の活用とビデオ撮影を行い、好評であった。指導員１名

参加者は3名であった。  

 

1－５．レベルアップ講習会 

9月中に全指導員にレベルアップ講習会についてアンケートをとった。回

収率は 56.5%。同時にレベルアップ講習会の開催の意思も聞いた。 6名の指

導員から開催したいとの回答があった。今シーズンは指導員技術部でレベ

ルアップ講習会を開催する予定であったが、様々な事情で開催することが

できなかった。  

 

２．指導員名簿、研修状況の把握 

   公認資格者 23名（スキー指導員 22名、スノーボード指導員 1名）、うち

資格休止1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19名－95.0％ 技術19名－ 95.0％ 応用 18名－ 90.0％  

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 

9月中に全指導員にスキーカルテについてアンケートをとった。回収率は

52.2%。なかなか活用されない理由に、書くのが大変で時間がかかるという

意見があった。項目をいくつか示してほしいという意見もあったが、全て

の人に該当する項目を絞るのが難しい。  

クラブ交流初滑りとスキー祭典の活用に留まった。  
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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 

初級指導員に1名受験し、関越Ｂで認定された。今後の活躍を大いに期待

したい。  

 

６．スキーカルチャーゼミナール 

モビバンを使ったスキーに役立つエクササイズを行った。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STC大会に参加 

全国スキー協で行っている「スキーテクニカルコンペ」（ＳＴＣ）に 6名

参加し、埼玉県は団体準優勝であった。  

ニュース 

① 今年度は体制も 3人から 2人となり、各クラブから通信員の選出や記事の呼びかけ

なども弱まり、全体として会員全体で通信を作っていくことへの意識化が不十分と

なった。それでも９月（４P）・１１月（６P）・１月（８P）・３月（８P）・６月

（８Ｐ）の５号を発行した。 

② 各コーナーについて。 

「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」 →日常的に写真を集めるということができず、1ページが埋

まらないことが多々あった。 

「買っちゃいました」→情報が少なく、寄せる人が常連であることが課題。 

「My クラブ」→今年度は報告があるクラブが限られている。もっと、クラブ行事の

充実と合わせ情報の共有化が必要。そのためにも通信員の組織化と日常的な連絡が大

切となっている。 

③ 全会員が組織を意識するようにと、トップページに現在の会員数・増減・メイトの

購読者数を載せた。 

 

競技部  

1 第２１回県競技大会 

２０１５年３月８日、群馬・オグナほたかスキー場で第２１回競技大会が

開催され１２名が参加。ジュニア３人の参加あったが全体の参加人数は増

えていません。 

なお、前日同場所で練習会開催し、群馬の参加者もあり。１２名 
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２ 第１７回スキー協CUP よませ温泉スキー場 

２０１５年２月１４～１５日 

全国主催のスーパーG大会の取り組みは参加者は１名でした。 

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滑りは競技力向上のために必要です。 

 

３ 第４１回全国競技大会 長野県 戸狩温泉スキー場 

全国主催の第４１回競技大会が開催されました。 

参加者 ジュニア１名 男子４名 女子１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。参加者が増えていないことが課題です。 

 

４ その他の競技部の取り組み 

①  群馬池田杯 参加者４名 

②  １月の関越B主催片品練習会 ６名参加。  

③  スキー場の常設ポールを利用したポール練習会を２回開催。  

2/15は天候不良でポール練習不可。 3/21は５人参加。  

④  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。  
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【方針】 

組織・事務局  

目標 スノースポーツの楽しさを広め、一緒に楽しむ仲間を増やしていこう 

 

４ 会員数の推移と目標会員数    

クラブ名 
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 

14.6～15.5 

会員数 

目標会員数 

（案分比例） 

浦和ＳＣ 45 46 42 43 43 45

上尾シルフィード 22 21 18 19 21 22

白い仲間ＳＣ 18 18 5 11 11 12

白い翼 3 3 3 3 3 4

エール 13 13 13 11 11 12

夢ﾁｬﾚﾝｼﾞ 8 5 4 2 2 3

ＬＵＳＨ 3 3    

1Ｄayｓ 5 6 9 11 13 14

  117 115 94 100 104 112

 

具体的方針  

１．各クラブは、全国、関越ブロック、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仲間を

増やして行こう。新入会員があったら、報告を県に出そう。 

 スノースポーツ仲間を増やすために、オフシーズン行事（ハイキング・バーベキュー・

芋煮会、その他）も含めてクラブ間の交流を進める。 

 スノースポーツの内容、期間（春スキー・コブ・プラスノー・グランジャー、その他

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、県理事以外のクラブ員に企画・運営

に係わってもらい、「自分たちの行事」という意識を持ってもらう。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。スキー協をアピールできる場でもあるの

でクラブ員の方に宣伝パンフを携帯して活用してもらおう。 

３．各クラブの活動状況の共有化と活性化をはかるため、掲示板の活用を呼びかける。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（告知と報

告でセット）。 

  自クラブ以外のクラブ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・受け入れに積極的に取り組もう。 

５．会員内外からのスノーボード指導要求に応えるため、スノーボード指導員も増やして
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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

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について広く会員に知らせ、加

入について取り組みます。スキー協の「事故傷害報告書」の取り組みを会員に告知

し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な取り組み

をしていく。 

1－1 指導員は 

①  教程技術、シーズンテーマをクラブ内外へ伝達をし、成果や課題など県

理事へ伝え、その内容を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

流を図る。  

④  スキーカルテを活用する。  

１－２レベルアップ  

①  指導員が行事を催行することで力量ＵＰを第１の課題とする。  

②  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の  

リーダーとしての力量を高める。  

  

1－３ 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。 

シーズンの始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。  

 

２ 指導員名簿、研修状況の把握 

①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、各クラブの県理事を
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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。  

②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。  

③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 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。  

 

４ 一般会員も対象としたSTCに積極的に参加 

全国スキー協で行っている「スキーテクニカルコンペ」へ参加を促す。

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 2 名の体制では、通信を依頼したり集めることに不十分さが生まれた。体制を強化と

併せて、各クラブの通信員担当者の配置し、通信を出してもらうようにするために

日常的な情報の交流と共有を強める。 

② 今年度も８ページだて年５回の発行をめざす。そのために、全会員が気軽に積極的

に通信に関わるように意識化を図る。 

③ これまでの基本的企画「私とスキーと仲間と」「スナップショット」「買っちゃい

ました」「My クラブ」などは継続し、同時に新企画や連載ものなどについても検討

する。 

④ 県のＨＰの掲示板をより活用し、クラブや個人の行事の告知、報告などの情報も積

極に通信に反映せさせる。 

⑤ 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。 
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競技部 

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

ます。 

①  競技スキーに慣れるため、初歩的なポール練習会を設けます。 

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 します。 

②  競技会の仕組みやルールを学習する機会を設けます。 

③  競技大会を開催し競技の楽しさを広げます。 

日程 ２０１６年３月１３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や各種競技大会への参

加を促します。 

(ア) 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 

 加します。また、各種レーシングキャンプ等を案内します。 

(イ) 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を促します。 

(ウ) 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します。 

 

３ 大会日程 

○池田杯（群馬） 

日程 ２０１６年２月２８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 ２０１６年２月１３日（土）－１４日（日） 

場所 よませスキー場（長野） 

○第４１回全国競技大会 

日程 ２０１６年３月５日（土）－６日（日） 

場所 戸狩温泉スキー場（長野） 

 

 

 

 

 

 



12 
 

役員体制（案） 

２０１４－２０１５年度 １５－1６年度案 

会 長  関口誠一  組織・事務局、競技  関口 誠一  

理事長  木村 博  組織・事務局  木村 博  

事務局長  平沢千里  組織・事務局  平沢 千里  

理 事  阿部恭三  ニュース  阿部 恭三  

関根江里子  指導員・技術 部長  関根 江里子  

瀬戸由則  ニュース 部長  瀬戸 由則  

茂木勇  指導員・技術  茂木 勇  

宮本貞之  競技 部長  宮本 貞之  

宮本 豊  会計  宮本 豊  

吉和邦明  指導員・技術  （退任 神奈川へ）  

  北村純一  

   

   

   

   

会計監査  横山淳一  相馬勝美  横山 淳一  

 

全国役員（1４－1６年度）   

技術部長  岡田章男    

理 事  木村 博    

常任理事  阿部恭三、岡田章男、関根江里子   

会計監査     

専門部員（1４－1６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  

北 薫    

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   

 


