
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8 月 8 日（日）、大阪市北区の国労会館において、大阪

府勤労者スキー協議会・第 53回定期総会が開催されまし

た。コロナ禍でいろんな行事において判断をしなくては

いけないという厳しい中で、大阪スキー協 12 クラブ 20

代議員中、10クラブから代議員 13名、委任状 7名で無事

開催することができました。 

総会各代議員からは、行事を中止するか、何か方法は

ないのかなど情報をいろんなところからもらい対応した

ことや、クラブ行事は中止し感染対策を考えながら、有

志でスキーを楽しんだ。クラブ行事は全部実施した。ま

たクラブとしての行事は全部中止した。スキークラブが

スキーをしなくては繋がりがなくなるなどコロナ禍の運営と対応の厳しさが報告されました。理事会

に対しても動きがわかるような活動とクラブとの連携をとることが求められる発言もありました。 

またクラブ解散や組織活動の話の中では、他の団体から加入された会員が、スキー協の仲間的なつ

ながりに感心した報告もありました。オフシーズンも行事を企画し会員拡大に力を注ぐべきなど参加

された代議員全員が発言され次期の方針が補強されました。 

緊急事態宣言の発出により総会延長、事態が変わらない中、開催するかどうかの判断を役員会で論

議し、大阪市の公共会議室が解放されていること。国労会館も利用でき、広い会議室での対応（消毒・

換気・3密を避ける）などを考え、委任状と参加者の対応で開催することを決定しました。 

なかなか先の見通しが見えない中、withコロナとなった今、みんなが知恵を出し合い、会員との繋

がりをなくさないようメリハリある活動が必要という立場に立ち、今シーズン大阪スキー協のクラブ

が「コロナに負けない」繋がりある活動をできるよう大阪スキー協からもいろんな元気の出るメッセ

ージを発信していきたいと思います。みんなで考え、ともに頑張りましょう。総会参加の皆さん、お

疲れ様でした。ありがとうございました。 

   

                    赤木 徹郎 (大阪スキー協会長) 
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「大阪府勤労者スキー協議会」←検索 

第 53 回定期総会開催される 
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スキーに行くまでは、期待と不安が

半々。家族からも本当に行くの？

と。行くとスキー場の方が安全で

は、スキーを継続していく事が大事

と思った。 

藤田 一博（北大阪 SC） 

 

昨シーズン、クラブ行

事はゼロ。有志スキーを

数回実施したが会員の 3

割ぐらいしか参加でき

ていない。残りの 7 割を

どうするか？いろんな

要望にどう応えていく

のか？など総会に向け

て話した。 

宮田 昌純（北大阪 SC） 

 

予定した行事は、すべて行い

ました。最初の参加は少なか

ったが行事のたびに参加者

が徐々に増え、みんなスキー

したかったのだ‼ 解散した

2 つのクラブの会員さんに

スキー協行事にお誘いし繋

がりを持つが大事。 

森下 学（エコーSC） 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪スキー協は１０年後に消滅する!？ いきなりショッキングな

タイトルで始まりましたが、今のままではこの通りになるかも？ク

ラブ員の高齢化、コロナによる行事中止、収入減少によるスキー人

口減少、、挙げればきりがないマイナス要因。さあ！大阪スキー協

の精鋭陣よ！この事態にどう立ち向かうのだ？というわけで、スキ

ー協拡大、いやスキー協存続を本気で考えようと、各クラブから

色々な意見が交わされた総会でありました。前年度と今年度、立て

続けにクラブが消滅しました。「次はうちのクラブかも？」そんな

弱気な発言も飛び出し、会議は暗ーい感じに、、そんな中でも、わ

ずかに光明のある意見もありました。他のクラブ員との交流禁止、

果ては会話しただけでも注意されるというような組織を辞めて、スキー協に入会された方がいます。「皆さ

ん同じクラブ員ですか？いろんなクラブの方が和気あいあいと話したり、一緒に滑ったりするなんてありえ

ない！」まるで他国からの亡命者のような世界観（笑）「今後は多くのスキー協仲間とスキーライフを楽し

みたい」とのことでした。「一人ぼっちのスキーヤーをなくそう！」この活動が少しずつですが実りを実感

した瞬間でした。山火事が起き、木々が全焼しても翌年になれば新しい新芽が芽生えます。しっかり根っこ

をはって、活動を続けスキーをたのしみましょう！                       曽我 健二(森の宮ＳＣ) 

 

大阪スキー協機関紙が行事

報告ばかりになっている。理

事会報告などスキー協の活

動を会員にも知らせてほし

い。このままでは、あと 10

年経てばスキー協はなくな

るかも。みんなで頑張らない

といけない⁉ 

藤田 静志（大阪ＲＣ） 

 

会員 4 名。今シーズンは秋のハイ

キングだけ。7 月に総会を行い、今

年はスキーできたらいいねと、企画

したい。また、他のクラブと合同で

の行事を検討。 

紺谷 ヤスエ（やっぱｓｋｉやねん） 

 

 

行事をやめるのは簡単。しかし、こ

のような中でも行こうと誘って頂

き励まされた。コロナに勝つ、負け

ない気持ちを持てて良かった。 

森岡 健治（北大阪 SC） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 18 日(日)13 時 10 分から西九条「クレオ大阪西部館」に

て指導員会議を開催し 17 名が参加。中級指導員合格された伊

東さんの紹介と本人あいさつ。全国公認資格者の研修・養成・

検定に関する救済処置についての説明、20～21シーズンでの事

故報告がされました。 

コロナ禍ということもあり参加は少なく、アンケート回収の人

数は半数にも達していませんで

したが、意見が多く寄せられた内

容をまとめ・報告と大変な作業を塩田指導員に担って頂きました。指導

する中での悩みや教程・リーダーステキストで思う事になど、全員発言

での活発な会議となりました。 

来シーズン、メリハリのある活動を皆さんと企画し、スキーの楽しみ

を広げることができることを期待します。 

赤木 徹郎(指導員部長) 

 

第 53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・伊東利紀(新)・上原ちか子 

・小原四郎・斎藤真人・塩田浩之・嶋正義 

・末國輝義・竹中美根子・馬場忠雄・濱田辰巳 

・藤原英士・房本実 

会計監査：神倉充子・武井健一 

 

 

指導員会議・21〜22スノーシーズンに向けてレべルアップ!! 

栗岩会長の後新しく全国スキー協会長に就任された 

和田利夫さん(兵庫スキー協)から「関西から元気を発信

していきましょう」と来賓あいさつ!!記念撮影も一緒に↓ 



                           

 

 

熱い中、2 年続きのコロナ禍の中 2021 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(日)大阪市内コース天王寺公園からスキ

ー協 3名の参加でスタート内 1名は毎年府内通し行進参加の馬場さん

(西大阪 SC)、今年もシュプレヒコール無しの静かな行進になりました。

雨にも合わずに暑さも少し凌ぎやすくて、お newのポールにはスキー

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。途中大阪城公園はじめ各所での参加が有って最終旭区に着い

た時は 5名になりました。お疲れ様でした。   八嶋 勝(エコーSC) 

 

『第４４回 Osakaスノー祭典、実行委員選出のお願い』 

8 月 8 日の大阪スキー協総会の方針にありました

第 44回Osakaスノー祭典を 2022年 2月 10日（木）

出発～13 日（日）帰阪で開催します。前回はコロ

ナ感染拡大のため中止となり、有志での取り組みと

なりました。 

スノースポーツの楽しさを伝える。クラブ間の交流

を深める。会員を増やす。などの目的を軸に取組ん

でいきたいと思います。 

つきましては、クラブから実行委員を選出して 

   頂き、みんなの力で祭典を成功させましょう。 

よろしくお願い致します。 

第 1 回実行委員会の日程・場所が決まり次第、連絡させて頂きます。 

 

 

新日本スポーツ連盟大阪府連盟とともに大阪府勤労者スキー協議会事務所も移転しました。 

移転先 〒537-0024 大阪市東成区東
ひがし

小橋
お ば せ

1-7-15、栄ビル 2F 

電話番号 ０６-６７５３-７１２１ 

FAX 番号 ０６-６７５３-７１２８ 

JR 環状線玉造駅改札口(北口)出て徒歩 5 分 

【業務開始日】   ８月１７日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新日本スポーツ連盟大阪府連盟事務所移転および電話番号等変更のお知らせ 
 

２０２１国民平和大行進でスキー協アピール !! 

53 期全期（2021 年 6 月～2022 年 5 月）の会費納入について…第 53 回大阪スキー協総会（8/8）にて第 53 期の

予算（案）が可決されました。出来る限り全期分一括納入で、9月 17日（金）までに振込をお願いします。       

 ※全国勤労者スキー協議会技術教育局より、指導員年次登録料の送金が 9月 30日にあたり、『会費の納入が前提』

となります併せてよろしくお願いします。                         財政部 

 

 

8/13引っ越しで大活躍の
スキー協メンバー、懐か
しの森ノ宮から玉造へ!! 


