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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 ２０１６年６月２６日（日） 

１３：３０～１６：３０ 

★場所   浦和コミュニティセンター 

         第 13 集会室 
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Ⅰ １５－１６シーズンのまとめ 

 

はじめに 

今期は暖冬？ 降雪量がいつもより少なかったシーズンでした。 

そんな中でも各クラブがいろいろな行事に取り組み、活発な活動をしてきました。 

オフシーズンには山歩き・散策・バーベキュー・芋煮会など。オンシーズンには日帰

り・泊り行事など整地滑りのほかに、WC 観戦・深雪滑り・こぶ特訓など滑りの幅をひ

ろげる取り組みがありました。それらの行事は、県通信の行事計画一覧や掲示板への

書き込み・メールでのやりとりなどで、クラブ会員以外へもひろく呼びかけられまし

た。「行事の告知をしたら、報告もしていこう」という提案に応える形で、県の掲示板

への書き込みもより多くの人がしてくれるようになってきました。 

スキー祭典は、今回も実行委員会の形で取り組みをすすめ、６０名の参加目標に対

して４７名の参加で催行できました。また開催中の呼びかけで、参加者の中から２名

の新会員を迎えることができました。 

第２２回県競技大会は、雪不足のため中止となりました。 

会員増は、スキー祭典への参加呼びかけと参加者への働きかけ、ホームページ等ネ

ットからの問い合わせに対応した結果、２つのクラブで３名の加入がありました。 

復興支援春休み子供スキーへのカンパはスキー祭典での呼びかけ、また各クラブで

のとりくみなどあわせて ９８０５０円集まりました。 

引き続きこれらの取り組みをひろげ、魅力ある活動をしていきましょう。次のシー

ズンに向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に取り組み、スノ

ースポーツを楽しみたい人を広く受け入れ、一緒に楽しむ仲間を増やしていきましょ

う。 

第５１回スキー祭典 

各クラブから実行委員を選出してもらい、実行委員会（計７回）で話し合い準備を

進めて、バス１台＋車２台で４７名の参加で催行できました。参加者の内訳は、会員

３２名・一般１５名でした。 

会場は志賀高原。初めての宿であることとゲレンデが広大なこともあり、１月に下

見スキーを行いました（２名の参加）。例年より少ない雪でしたが天候には恵まれ、ス

ノーボードも含めて１０班での教室運営で広いゲレンデを満喫しました。夜の交流会

では各班の講習内容の紹介と県スキー協を構成するクラブの紹介が和やかに行われま

した。帰りのバスの中では２日間のビデオを上映し盛り上がったのと、春休み子供ス

キーへのカンパ呼びかけ・戦争法廃止署名への呼びかけを行いました。 

カンパ＝４６３５０円 署名＝３５名 

 第２２回県競技大会 

３/２７ オグナほたかスキー場  雪不足のため中止となりました。 
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組織・事務局 

（１）毎月の県理事会の準備と運営、理事会報告など行いました。 

全国スキー協・関越ブロック・他のブロック行事などの取り組みを県理事会にはかり、

対応してきました。 

平和マラソンサポート 7/25-26 

福島から東京までランナーが走る反核平和マラソンの取り組み。２６日に幸手市役

所前で、給水ポイントのボランティア作業を１５分程度行いました。参加ランナーは

１９名。２名程が交代で２キロ弱を走っていました。給水ボランティアとして、県理

事の５名（関口・阿部・木村・宮本豊・平沢）が参加しました。 

（２）スポーツ連盟５０周年記念表彰 

スポーツ連盟５０周年の事業として、設立３０年以上のクラブ（白い仲間・白い翼・

エール）が表彰の対象となりました。１１月７日に５０周年記念レセプションが行わ

れ、そこでクラブと個人（連盟の立ち上げに関わった方）３名が表彰されました。 

（３）各クラブの活動状況は、県理事会の場で報告されました。 

掲示板の活用 クラブ行事を広く告知し、クラブ員以外の参加を呼びかける動きは

定着してきています。クラブ行事以外でも、個人で参加した行事の報告などがされ、

技術向上や人の輪の広がりにも役立っています。 

（４）組織宣伝の媒体  

県スキー協機関紙 「雪上人」 １年間で３回発行されました。 

県のホームページ・掲示板 掲示板への書き込みは、去年よりも広まってきていま

す。ホームページのクラブ紹介から問い合わせをしてきた人がクラブに加入していま

す。 

（５）ボランティア活動 

 震災復興支援春休み子供スキーへの参加 ６名 

    視覚しょうがい児童雪国教室「ゆきんこ」３名 
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（６）スキーメイトについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・目標６０部に対し、現在は５１部。会員比では５０%です。  

・スキー祭典での加入などで３増があったものの、退会等で４減という状

態です。新しい会員が増えない中での拡大は進んでいません。  

新規購読半額キャンペーン継続しています。近年紙面が充実しています。

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ま

す。未納者も数人いますが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  

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

り組みをしていきます。 

 

1－1 指導員の活動は 

  シーズン前にインストラクターミーティングを行い、教程技術・シー

ズンテーマを確認することができました。スキーカルテについては、祭

典時に使用する技術カルテに絞り、指導員技術部そして理事会と段階を

踏んで検討したため使いやすいものになりました。  

 

1－２ 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の開催の意思を聞きました。

クラブ名 2015総会時 2016総会時 増 減 

１Ｄays 6 8 2 0 

浦和 20 18 0 2 

エール 4 4 0 0 

シルフィード 11 11 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 5 4 0 1 

合 計 52 51 3 4 
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指導員からレベルアップ講習会を開催したいとの回答があったものの、

開催には至りませんでしたが、コブ講習会などクラブ間交流は盛んに行

われました。  

 

1－３ インストラクターミーティング 

シーズン前に机上での打ち合わせを実施しました。参加者は１２名で

した。ＤＶＤ視聴には１３名が参加し、スキー指導法の交流・スキーカ

ルテ活用に関する協議を行いました。   

 

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）  

うち資格休止５名２０１５年度（ 2015/06/01-2016/05/31）まで有効なスキ

ー指導員研修状況（休止除く）  

理論１９名－105.6％ 技術１９名－ 105.6％ 応用１８名－ 100.0％  

３単位全て１４名－77.8％であり、研修状況は概ね良好でした。  
 

３．指導員検定会 

今年度は、指導員検定会の受験者はいませんでした。  

 

４ 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）に浦

和ＳＣはクラブ行事に位置づけ、埼玉県から７名参加し団体優勝でした。

デモに１名認定され、男子マスターズ部門では１位２位、男子レギュラー

部門では２位でした。  

 

ニュース 

① 年度も２人体制となり、発行作業そのものも困難になるとともに各クラブから通信

員の選出や記事の呼びかけも弱まり、全体として会員全体で通信を作っていくこと

不十分となりました。その結果、１０月、1 月、４月（いづれも８ページ）の４号

の発行にとどまりました。 

② コーナーについて。 

「私とスキーと仲間と」→今期も各クラブから登場していただきました。 

「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、ほぼなくなり

ました。 

「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です。 
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「My クラブ」→今年度は昨年より増えました。 

競技部  

1  第２２回県競技大会 

２０１６年３月２７日、群馬・オグナほたかスキー場で第２２回競技大

会の開催を予定していました。 

しかし、積雪量が少なくポールセットができないためスキー場から貸出

しが無理とのことにより中止となりました。 

２ 第１８回スキー協CUP よませ温泉スキー場 

２０１６年２月１２，１３日に予定していた全国主催のスーパーG大会

は雪不足のため中止となりました。 

３ 第４２回全国競技大会 長野県 戸狩温泉スキー場 

全国主催の第４２回競技大会が開催されました。 

参加者 選手はジュニア２名、男子４名の6名参加。応援３名。 

各年齢別区分で「表彰台成績」など一定の成績を収めました。  

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2/28 参加者 埼玉から７名参加 

②  1/9,10関越B主催片品ポール練習会 埼玉から４名参加。  

③  競技部主催のポール練習会の開催は県大会の前日に予定していました

が大会中止のため開催できませんでした。  

④  他県スキー協のイベントやスキー場の大会やショップのイベントなど

会員に情報提供しました。  
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Ⅱ ２０１６-２０１７シーズンの取り組み 

組織・事務局  

目標 自らがスノースポーツを楽しみそれを広めることで、一緒

に楽しむ 仲間を増やしていこう。 

 

 会員数の推移と目標会員数    

クラブ名 
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 

15.6～16.5 

会員数 

目標会員数 

 

浦和ＳＣ 46 42 43 43 40 42

上尾シルフィード 21 18 19 21 22 23

白い仲間ＳＣ 18 5 11 11 11 12

白い翼 3 3 3 3 3 4

エール 13 13 11 11 11 12

夢ﾁｬﾚﾝｼﾞ 5 4 2 2 2 3

ＬＵＳＨ 3 休止 休止 休止    

1Ｄayｓ 6 9 11 13 14 15

  115 94 100 104 103 111

 

具体的方針  

１． クラブ員がたがいに意見を出し合い行動し、楽しみながらクラブ運営をしていこ

う。各クラブは、全国(競技大会・サマーセミナー 等)、関越ブロック（オフトレセ

ミナー・交流会 等）、県行事（スキー祭典・競技大会・講習会 等）をクラブ員に

知らせ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。会員の増減

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よう。 

 スノースポーツの内容や幅や期間（パウダー・春スキー・コブ・プラスノー・グラン

ジャー、その他など）をひろめて、会員内外に参加を働きかけよう。 

２．スキー祭典は、引き続き「実行委員会形式」で取り組んでいく。県理事以外のクラブ

員にも企画・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おう。

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、クラブ員の方には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をはかるため、引き続き掲示板の活用を呼びかけていき

ます。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きま

す（告知と報告でセット）。掲示板を見て・書き込みして・そこに反応がある、とい
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うことの連鎖が、活発な活動を促していきます。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きます。 

４．指導員は、リーダーとしての自覚と誇りをもって、スノースポーツのすばらしさ楽し

さをより多くの愛好者に広める活動をしていこう。 

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

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きます。 

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５６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きます。 

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ます。 

８．県スポーツ連盟の組織の一員として、呼びかけに応じて活動に参加します。 

 

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

をしていきます。 

1－1 指導員の活動は 

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します。 

②  県技術部は、シーズン前にインストラクターミーティングを開催します。 

③  シーズン中 1回以上、自分が所属するクラブや他のクラブ、スキー協以

外の行事や研修へ参加し、技術交流と技術向上を図ります。  

④  祭典時には、技術カルテを活用します。  

 

１－２レベルアップ講習会  

指導員は、レベルアップ講習会を開催し、会員の技術向上と指導員の行

事催行の力量を高めます。  

  

1－３ インストラクターミーティング  

１１月の第１日曜日に指導員が集まり、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します。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、情報を共有します。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に向いて活動するため

に実施します。（今年度は、１１月６日（日）午後）  
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２ 指導員技術部は、指導員名簿を作成し、研修状況を把握します。 

 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

ます。指導員は、スキー協主催の研修以外にも、積極的に他の組織の講習

にも参加し技術の向上に努めます。  

 

３ 指導員検定に積極的に挑戦します。現在指導員は、より上位の指導員に挑

戦します。 

教程技術の普及やスキーヤーの安全のために、初級指導員を増やすと共

に、上位の指導員に挑戦します。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します。  

 

４ ＳＴＴやＳＴＣに積極的に参加します。 

ＳＴＴや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

を促します。県やクラブ行事に位置づけていきます。  

 

ニュース  

２名体制では、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ます。 

① 年度は年４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

うに意識化を図ります。 

② これまでの基本的企画「私とスキーと仲間と」「買っちゃいました」「My クラブ」な

どは継続し、「スナップショット」の検討と同時に新企画や連載ものなどについても

検討します。 

③ 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 

通信に反映せさます。 

 

競技部  

1 競技スキーの普及と競技力向上 

初心者ポール練習会など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。競技スキーの普及は競技人口を増やすこ

と、競技に触れる機会を持つことが必要です。  

また、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。 

①  自前の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。 



9 
 

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  県主催の競技大会を開催します。 

④  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。 

⑤  近県の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。 

⑥  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。 

２ 大会日程 

 ○県スキー協競技大会 

日程 ２０１７年 月 日（日） オグナほたかスキー場 予定 

※池田杯（群馬） 

日程 ２０１７年２月26日（日）予定 オグナほたかスキー場（群馬） 

16-17スケジュール表 

２０１６年７月８～１０日全国サマーレーシングキャンプｉｎ乗鞍 

       ７月２４日上尾シルフィード総会ｉｎ上尾コミセン 

       ７月３０日１Ｄａｙｓ日帰り登山 

       ８月２１日上尾シルフィードＢＢＱｉｎ桶川城山公園 
    ８月２８～２９日サマーセミナー ｉｎ長良川スポーツセンター 

              浦和ＳＣ瀬戸亭テニス＆インライン＆ＢＢＱ 

      ９月９～１０日関越Ｂ交流会 in長岡グランジャー 

     ９月１８～１９日１Ｄａｙｓ雲取山登山 

       １０月２３日初中級指導員養成・研修座学ｉｎ前橋 

       １０月２９日浦和ＳＣ総会ｉｎみかわや 

      １２月３～４日中央研修会 

２０１７年１月１４～１５日初中級指導員養成・研修会 

       ２月３～５日第５２回スキー祭典 

         ４～５日初中級指導員検定会 

２月１１～１２日スキー協CUPスーパーG大会ｉｎよませスキー場予定 

３月４～５日第４３回全国競技大会ｉｎ戸狩温泉スキー場 

     ３月１８～１９日ＳＴＣ＆デモ選 ｉｎ志賀高原 

     ４月１５～１６日セッター研修会ｉｎ野沢温泉スキー場 
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役員体制（案） 

２０１５－２０１６年度 １６－1７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  関根江里子  

関根江里子  指導員・技術  茂木 勇  

瀬戸由則  ニュース  宮本貞之  

茂木 勇  指導員・技術  宮本 豊  

宮本貞之  競技  北村純一  

宮本 豊  財政  横山淳一  

北村純一  指導員・技術  佐藤秋夫  

   

   

会計監査  横山淳一   阿部恭三  

 

全国役員（1４－1６年度）  （１６―１８年度）  

理事長     

理 事  木村 博   木村 博  

常任理事  阿部恭三、岡田章男、関根江里子  岡田章男、横山淳一  

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   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   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  

 
 


