
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

コロナ禍の中、第 52 回総会も無

事終わりホッとしているところで

す。総会開催にあたっては、各ク

ラブの理事、代議員の皆さんに大

変なご苦労を掛けました。 

 開催するかどうか、ぎりぎりの

選択でしたが、各クラブの元気な姿

が見えて、本当に良かったなと感想

が寄せられています。来シーズンに

向け、コロナがどのようになってい

るかなど不安はありますが、対策を

とるなど理事会で論議し、行事開催

（中止も含め）など計画していきたいと考えています。 

 8 月 13 日第二回理事会を開催し次期体制が確立しました。

新しい理事も含め各クラブとのキャッチボールを大切にした

理事会運営を行って行く事を確認されました。スノー祭典は

コロナ情勢を考えスタッフ・理事会を中心に祭典実行委員長

には会長をたて、進

めて行く事になり

ました。 

 コロナで「自粛」

を迫られながらの活動ですが、スキー協の活動は、会員皆

さんの知恵をお借りし工夫もしながら、成功させて行く事

が大阪府勤労者のスキー協活動だと思います。ぜひ力をお

貸し下さい。私も皆様と一緒にこの「コロナ禍」を乗り切

る決意です。              

会長 赤木徹郎 
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関西ブロック学習交流会 

日 程 : 9 月 26 日（土） 

12 時 40 分～16 時 30 分 

会 場 : 栗東芸術文化会館さきら 

アクセス : JR 琵琶湖線栗東駅 

下車徒歩 5 分 

参加費:指導員 4,000円 一般 2,000円 

定 員 : 70 名 締切 9/19(土) 

申 込:滋賀スキー協・HP から申込可 
             

「大阪府勤労者スキー協議会」←検索 

＊大阪スキー協の知恵と力を結集しコロナ禍を 

乗り切りスキーシーズン         を迎えましょう!! 
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第 52回定期総会は当初 7月 5日国労会館に

て開催を予定していましたが、新型コロナ感

染拡大の為開催を中止、延期で 8 月 2 日開催

にこぎつける事が出来ました。 

総会参加は、14 クラブ中 9 クラブ参加代議

員 21 名中 12 名、6 クラブ 9 名の代議員は委

任状になりましたが、理事評議員含めて 30

名でコロナ対策もとって無事開催されました。 

議長に北大阪 SC から松本さん、副議長に

エコーSC 森下さん、資格審査、議事運営、選

挙管理、書記の各委員を選出し石垣会長から

は、今年は暖冬でコンディションが悪い所へ

新型コロナ禍による行動自粛により最悪の条件でしたが、組織として活動を進め総意を固める為に総

会を開いたとの挨拶。来賓の新スポ連大阪理事長渡邊氏からは、スポ連各種目が行事や総会が開けな

い時にスキー協総会の開催は意義深い、今、国からスポーツ団体にコロナ禍による支援補助金が出さ

れる事になり、その申請にスポ連が窓口になって作業している。頑張って行きたいとの挨拶がありま

した。祝辞を兵庫スキー協、滋賀スキー協から頂きました。51 回活動報告と決算収支、会計監査報告、

続けて 52 回活動方針(案)収支予算(案)の提案がされました。 

質疑討論では、出席全クラブから現状報告の発言 

島本 SC：6 月末からコロナ対策もとって停滞させる事無く運営委員会、行事を工夫しながら再開して

いる。会費値上げは了承するが島本としては今年度は増額せずに処理して行く。高槻 SSC：行事が行

えない中、3 名が退会、総会では 1 名でも会員を増やすように活動を進めて行く事になった。森の宮

SC：クラブ会費値上げは厳しいがクラブ総会では値上げの確認、行事はスキー2 回、テニス数回で参

加者多数で成功した。やっぱ SC：会員 4 名、今期大阪城公園で総会を開いた。大阪ツァー：多くの

行事を計画したが雪不足とコロナ禍で開けなかった。維持するために努力して行く。黒姫 SC：2 月以

降行事が出来なかった、クラブ会費値上げは月50円upでいいのかの意見も出たがやむなしになった。

此花フアミリーSC：行事はツァーバス利用としているが 2 月以降行事が出来なかった。 

大阪 RC：総会を 10 名で開催、今期オフ行事は中止に、会費値上げはこの額で大丈夫か、会員拡大ど

のくらいで予算的に間に合うのか、スポ連分担金の事は、事前に配布された会費値上げの提案の予備

費と決算予算の予備費が違う、指導員研修数の記載が無い。エコーSC：会費値上げは 1 年前からクラ

ブで検討しエコークラブ会費も値上げを決めた。スポ連等分担金の割合が多い。会員としてのメリッ

トを検討すべきです。 

北大阪 SC：まだ総会を開けていないが、今期

指導員 3 名合格、指導員を増やす事がスキー

協の発展になる。その為にも合同行事を増や

すべき、経過報告で良い点問題点の記載が無

い検討し次年度への参考にできない。 

答弁として：会員拡大に特効薬は無い、コツ

コツとやる事、スポ連の分担金について、大

阪は便利な所に事務所を持ち専従も居る、国

や行政に対する要請や各申請の窓口になっ

ている、単独の種目だけで維持するのは無理、



目に見えるメリットと言う事だけで無く深く考えてみよう。今各種目の行事が出来なくなりスポ連財

政状況が困難になっています。今、共産党国会議員の働き掛けも有り、スポーツ団体に国からの補助

金が出る事になる。スポ連との関係は大切にして行きたい。◎指導員研修状況は別途提示します。◎

大阪スキー協 HP にアクセスして検索順位を上げ会員拡大につなげましょう。◎資料の予備費の額の

違いはまとめた時期の違いによるものです。 

この後休憩を挟み採決に移り全ての議案は賛成多数で採決されました。又理事立候補は全員信任さ

れました。赤木新会長から挨拶と新理事の紹介、退任理事挨拶、八嶋副理事長から閉会の挨拶が有り

無事閉会しました。お疲れ様でした。※質疑応答については書記記録を一部編集しています。 

 

 

 

 

 

抱負又は感想は現在のところ有りません。具体的に何をすれば良いのかが判

りません。 

当面は指示された事を誠実に実行するだけです。今後内容が判ってくればした

い事も出てくるかもしれません。皆様のご指導のほどよろしくお願いします。 

                                                   末國 輝義(大阪 RC) 

 

今は何をしていいのかわからない状況ですが、理事会で学びながら理事とし

て活動して行きたいと思います。コロナ禍に影響されないスキー協の行事活動

を進めて行けたらと思います。 よろしくお願いします。 

                                  濱田辰巳(黒姫 SC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 52回体制 … 

会長：赤木徹郎  副会長：石垣康夫・明星栄子  事務局長：富田英弘  理事長：大久保正二  

副理事長：玉井はるみ・八嶋勝  理事：池垣憲二・上原ちか子・神倉充子・小原四郎・斎藤真人 

塩田浩之・嶋正義・末國輝義・武井健一・竹中美根子・馬場忠雄・濱田辰巳・藤原英士・房本実 

会計監査：林容子・森下学 

＜分担＞ 

技術教育局長：明星  

技術部長：明星  副部長：池垣  部員:塩田・藤原  指導員部長：赤木  副部長：房本 部員：塩田  

競技部長：石垣  副部長：赤木  部員：塩田・藤原 

事務組織局長：富田  

組織部長：富田  副部長:大久保  部員：上原・神倉・末國・武井・竹中・濱田  

広報機関紙部長：小原  副部長:八嶋  部員：上原・竹中・玉井・馬場・濱田  書籍部長：上原  

山スキー部長：嶋  スノーボード部：斎藤・石垣・富田 

財政部長：玉井  副部長：武井  部員：末國 (敬称略)  ＊よろしくお願いします。 

 

新理事紹介!! 



△今期会費納入について 
第 52 回総会（8 月 2 日開催）にて大阪スキー協会費値上げ提案（4,200 円➡4,800 円）、（１ヶ月

350 円➡400 円）が承認されました。会員 1 人あたりの年会費が 4,800 円（１ヶ月 400 円）になり

ました。家族会員は年間 1,500 円で変更がありません。  

各クラブ宛に「52期の会費納入のお願い」と「指導員年次登録について」を送付しています。 

いずれも期日は 9 月 18 日(金)です。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

8 月 23 日(日)残暑厳しい中、関西大学近くのフタバボウル

にて黒姫 SC のボウリング大会が行われました。 昨年に

続き、大会に誘って頂き参加。久しぶりのボウリングで思

うようなところにボールが転がらないと、赤木・石垣両ス

キー指導員からの指導で何とか感覚が戻りゲームを楽しむ

事ができました。ゲレンデと同様、指導員の熱意は凄いで

す。ストライクが出るとエアータッチで喜び合う姿は今年

ならではの風景。昨年より参加者は減り 6 名の参加でした

が、コロナ対策が徹底された施設で、いつものように盛上

ることができました。スポーツの後の生ビールと餃子も最

高‼でした。                                                玉井はるみ(森の宮 SC)                       

 

 

 

毎年恒例の国民平和大行進市内コース 7 月 4 日(土)はコロナ禍で様

変わり、シュプレヒコールは無し、参加規模も少なくなりの中ですが、

参加 6 名＋1 名京橋から、当日天気は梅雨末期で大荒れ模様に、そん

な中でもスキー協ののぼり旗は高く掲げてアピール!!お疲れ様でした。

写真は毎年恒例府内通し行進の馬場さんと。 

≪ 各クラブオフ行事紹介 ≫ 

島本 SC…竹林ハイク 8月 29日(土) 

エコーSC…秋上高地散策 10月 14日(水)～16日(金)2泊 3 日 

森の宮 SC…新会員歓迎ハイク 11月 3 日(火・祝)場所未定 

◇◆理事会からのお知らせ◆◇ 

 コロナ禍の先が見えない中で大阪スキー協は会議や行事の進め方は対策を立てながら安全安心を

優先して対応して行きます。三密は避けながらも連絡は今こそ密にして行きましょう!! 

〇会議の回数は少なくして会議の会場は対策の取られた所を選択して開催します。 

 尚会場は予約の関係でその都度変更になります。 

〇理事会等の会議時間は概ね 1 時間半程度とします。〇ZOOM会議の取り組みも進めます。 

＊会議・行事予定 

〇クラブ代表者会議 10 月開催予定 

〇指導員会議 11月 8日(日) 

〇第 43回 Osaka スノー祭典 2021 年 2 月 11 日(木・祝)～14日(日) 

 

 
＊大阪スキー協通信は当分の間新型コロナ感染拡大により、印刷での発行部数は従来より少な

くして基本メール添付とホームページ掲載とします。よろしくお願いします。 


