
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第 54回大阪スキー協定期総会が年 7月 3日(日)

クレオ大阪西で開催されました。 

9 クラブ代議員:20 名 (うち委任状 3 名) 評議

員:1名 理事:14名が集まりました。 

来賓の新スポ連大阪府連渡辺理事長の挨拶に続

き、滋賀スキー協、京都スキー協、神奈川スキー

協からのメッセージの代読。その後、宮田(北大

阪)・ 武井(エコー)が議長に選出されました。 

赤木会長の挨拶の後、総括・決算・方針（案）・ 予

算（案）規約、会計細則改訂を提案、各代議員の

質疑応答と続き、議案に対して賛成満場一致、その後理事選出が行われて信任され無事終了しました。 

(総会質疑応答の赤木会長のまとめから)  

今総会では各代議員から多くの意見が出されました。行事を活発にして行く為にファミリースキー

の取り組みをしてはとの意見が出されました。以前に大阪スキー協で子どもスキー取り組んだ事が有

ります。一気にファミリースキーではなく行事を家族単位の参加を進めるのも案ではと考えます。ス

ノー祭典や行事への取り組みを期待したいとの意見が出されました。次期理事会でも期待に答えられ

るように頑張って行きたい。ファミリー等の行事もスノー祭典につながるような取り組みが必要だと

思います。ボードと山スキー総括が出来ていないのは取り組め

ていない所が問題です。当事者がどうしたいのか、又組織的に

取り組めていない現状、決まったものから始めるのではなく、

我々がどうサポートして行けるか検討したいし、該当クラブの

北大阪や他のクラブからも論議し意見を出して頂きたいと思

います。 

会計年度について全国がなぜ変更した経緯は、6 月に全国代

表者会議を開催、全国の会計報告が間に合わないので 1ヶ月前
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希望、指導員検定のためのガイダンスについて、

リモートでの機会も有り、その内容を YouTube

に配信してもらいたい。山本秀明（島本 SC） 

 

このままでは財政的に問題が出てくる。改善する

事考えているのか、会議、交通費の支出を抑える

為にも会議をリモートにする事が必要ではと思い

ます。        明星嶺彦（大阪 RC） 

 

予定していた行事全て行った。昨年まではコロナ

の影響もあり減少していましたが、今年は過去数年

で一番参加者が多くなり大盛況でした。他クラブか

らも参加、エコーは対策を取りながら行事を進めた。

クラブも活性化し会員も増えた。スキークラブだか

らこそ、止めるのではなく、困難な時でもスキー行

事を進める事が大事。会員拡大について、6月タナベ

スポーツ買い物ツアー取り組んだ時、若い人が大勢

来ていた。一人ぼっちのスキーヤーには声かけてス

キー協への呼びかけをする事が大事では。 

森下 学（エコーSC） 

 

倒しにした。全国代表者会議を 1ヶ月遅らせればと思い疑問な所です。大阪スキー協やクラブの年度

も変えるのかはクラブ代表者会議でも論議したように問題無ければ変更しなくてもの意見も有りま

した。この 1年で論議して決めて行く事にします。 

ホームページからの加入が有った事について、なぜ大阪スキー協に加入されたのか、検索をされた

のか等を検討して、今後の会員拡大に進めて行く事が大阪スキー協前進の第一歩になると確信してい

ます。スキー協が楽しい活動の場になるよう会員の皆様のご協力をよろしくお願いします。 

            

 

 

 

                                       

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員 4名、先日総会開催し今年一年頑張ろ

うと、昨年は他のクラブの行事に参加し、

スキーも出来た。今期もその方向で考えて

行きたい。クラブとして具体的な行事予定

組めていないが集まって計画して行きた

い。紺谷 ヤスエ（やっぱｓｋｉやねん） 

 

 

西大阪 SCの活性化に向けてり取り組みについて。

今年 1 月の西淀川労連ファミリースキーを北大阪

から 3 名の指導員参加。参加者特に子どもから指

導への喜びの感想があった。西大阪 SCを再生して

いきたい。7/13それに向けての話し合いも予定し

ています。   森岡 健治（北大阪 SC） 

 

森の宮に在籍会員も増えて 9 名に。

スキー行事も活発、テニス・ハイキ

ングも行ってる。すべての行事に他

のクラブからも参加。 

曽我健二(森の宮 SC) 

 

登録昨年 7名、高齢や、財政面が原因で今年 4名

になった。クラブ内ではスキー協以外の会員もい

るが、今クラブとして継続できるかどうかが問題

になって来ている。野村耕二(此花ファミリーSC) 

 

スポ連への支出が分担金含めて支出の半分に

なっている。会員の立場からするとスポ連の

役割が分からない、あまりに負担が多くない

かの意見が有る、種目でサッカーなどの団体

種目でチーム単位での分担とスキーは個人種

目で会員数で分担している。理解できない。     

松本努(北大阪 SC) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆新理事紹介・森岡 健治（北大阪 SC） 

西大阪 SC の再建の取り組み先般７/13 に某所事務所にて、赤木会長、石垣、伊東、馬場、矢野、

廣直、森岡が参加西大阪の実情を説明把握し、今後何をどうすれば良いかを話し合い、森岡が

会長、矢野副会長、廣直会計と役員を決めた。近々の課題として会員名簿全員に連絡を取り会

員の意思を確認し、2 名は連絡が取れないが他、７名は連絡が取れ、退会者 4 名、会員 1 名、

即座に決められない 2 名です。これから会員に連絡し一度総会的な会合を持ち意思統一を図り

たいと思っています。私の理事の件ですが、何もわからないですが、スキーが安全に楽しく、

滑る仲間を増やせるようにしたいと思います。 

 

☆新理事紹介・ 紺谷ヤスエ(やっぱＳｋｉやねん SC) 

この度スキー協の理事になりました、エコーSC とのダブル会員です。 今、日本も

世界も本当に大変です。スキー協も会員が段々減って、厳しい状況です。コロナが又増

えて来て、不安な状態になりそうな感じもします。しかし来シーズンに向けて少しでも

各クラブでも、又クラブ間でも交流をして少しでも元気で大きなスキー協になっていけ

ればいい、少しでもちからになれればと思っています。よろしくお願いします。         

 

昨年スノー祭典の実行委になり

頑張ったが、最後に中止になり残念

だった。有志スキーとして参加しま

したが、来年は今回の事のようにな

らないように。他に 12 月や 4 月に

スキー協として行事を計画して欲

しい。豊田雅孝（黒姫 SC） 

 

40年前からスキーショップにパンフレ

ット置いている。プロスキーとの行事

も取り組んでいるが、年々年齢も高く

なり移動の問題とかで参加者減になっ

ている。(山スキー遭難の場合携帯で不

可能の場合の捜索の機器についての説

明がありました。)  

 菅彌(大阪ツァースキー) 

 

曽我健二(森の宮 SC) 

 

スノー祭典はクラブ以外の行事としてここ数

年かかわった。今後も期待して行きたい。指

導員としてではなく他クラブの行事にも参加

して行きたい。子どもスキーとかボードをス

ノー祭典とは違うカラーの行事として企画す

る事が発展して行く事ではと思います。 

会計年度変更をする目的は、今クラブは 6 月

総会なのでクラブとしての対応はどうすれば

いいのか。松本佳子(島本 SC) 

 

会員 300名目標に賛成する立場で発言、組織部のボー

ド、山スキーにどうかかわったのかが見えない、組織

部方針で、ファミリーとか子ども、山スキーはクラブ

行事と重なっても進めるべきでたと思います。指導員

の指導の場を増やして行く事にもなるので検討してほ

しい。西大阪再建は北大阪としても進めて行きたい。 

北口美弥子(北大阪 SC) 

 

会員拡大方針出ているが具体的な部分が無い、今

「スポーツのひろば」内容記事面白い具体的で楽

しい、ぜひ購読をお勧めします。理事会報告をス

キー協通信に掲載してほしい。スノー祭典の一般

参加者多いので積極的に会員拡大を訴えよう。最

近 HP からの加入問い合わせが多い、積極的に HP

を活用しょう。 松岡苟(北大阪 SC) 

 



 

☆新シリーズ～ 私は◎◎が魅力で入会しました!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

3年続きのコロナ禍の中2022平和大行進大阪

市内コースでスキー協をアピール!!7 月 4 日

(月)大阪市内コース天王寺公園からまず 4 名

でスタートし、昼まで小雨模様で暑さも少し

凌ぎやすくて、途中昼の大阪城公園で 1 名合

流、都島区役所でも 1 名合流、流れ解散も有

り、スキー協の「のぼり旗」高く掲げて平和

へのアピール!!無事旭区まで歩き通しました。最終旭区に着いた時は 6 名になりま

した。お疲れ様でした。                八嶋 勝(エコーSC) 

 

 

～技術教育局からのお知らせ～ 

『指導員検定のためのガイダンス』  
 

日 程：８月２７日（土） 

スキーに備えて体力つくり＆教程・検定会ってどんなもの？ 

わかりやく解説。スキー技能をアップしたい、もっと上を 

めざしたい‼ 方、是非、参加を‼ 

【第１部】 スキーの動きができる身体つくりトレーニング 

16時～17時 30分 扇町公園（関テレ扇町スクエア入口前付近） 

※軽い運動ができる服装・運動靴・タオル・着替え・飲物 

 （更衣室はありません） 

【第２部】 検定概要と取組み方のガイダンス（座学） 

18時～20時 国労大阪会館（JR環状線・天満駅） 

※第１部・第２部どちらかだけの参加も可能です。 

お問合せ・申込み （担当）伊東。  

メール：chuo-keiei@a.email.ne.jp     TEL：090-9113-7794 

 

森の宮 SC：毛利 美奈子この冬、森ノ宮 SCに入会しました。それまでは家族で、年 1回のスキーを楽

しんでいました。去年、畑仲間の堀野さんが、スキーをしているのを知り、クラブの

スキー行事のお誘いを受けました。今まで家族で年一回しか行っていなかったスキー

ですが、私はもっとスキーに行きたかった⁉そして参加して、教えてもらえたのがとて

も嬉しかった‼自分でも後傾なのはわかっていましたが、それを私は腰を曲げて前傾に

なろうとしていました。股関節‼️そうやったんか股関節か‼ 

家族以外でスキーに行くのも楽しかった‼教えてもらえたのが嬉しかった‼ 

皆さん上手くてビックリした‼私も上手くなりたい‼初めて参加したブランシュたかやまとても楽しかっ

たんです。これからもスキーをいっぱい楽しみたいと思い入会しました。 

 

 

 

22国民平和大行進でスキー協アピール !! 
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