
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 7 日(日)13：30 よりアネックスパル

法円坂にて、第 51 回大阪府勤労者スキー

協議会定期総会が参加 43名（14全クラブ、

代議員 20 名委任 4 名、理事全 20 名会計

監査全2名評議委1名）で開催されました。

結成して半世紀、新たな峰を目指す総会と

して活発な意見、報告、討議が行われまし

た。開会挨拶の後、議長に塩田浩之氏(北

大阪 SC)、森下学氏(エコーSC)を選出。関

西ブロック各府県スキー協、北海道スキー

からの祝辞。赤木会長の挨拶では 50 期で

の全国スキー協 50周及び大阪スキー協 50

周年の取組、大阪スキー協主催の関西ブロック学習

交流会や第 40 回 Osaka スノー祭典の成功について

と大阪新スポ連総会で連盟費値上げ（一人 20 円）が

決定されたころなど報告。富田理事長からプロジェ

クターを活用し写真やグラフを交えて議案説明がわ

れました。会計報告、会計監査報告では次期繰越金

等、財政

の 逼 迫

に つ い

ても意見がありました。ひきつづき第 51 回活動方針案が説明、第

42 回 Osaka スノー祭典は、2/6～2/9、志賀高原スキー場で予定。

質疑では、代議員全員が発言で会員拡大や要求など「会員一人ひ

とりが主人公」を実感。その後、活動報告活動方針案、決算報告、

予算案、会計監査報告を全会一致で採択、立候補理事の信任投票

が行われて全員信任されました。退任理事と新任理事の紹介、総
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言いたい事を言い、嫌のことも聴く!! 
大阪スキー協 理事長 

      大久保 正二 

会役員の解任後、第１回理事会で新理事長が互選で選ばれ 51 回総会は終了。その後の懇親会も元気な話で盛

り上がり、楽しく交流しました。※全国スキー協会長の黒岩氏の病気お見舞いカンパの訴えがされました。 

（質疑・応答の一部を紹介） 

質疑：北大阪 SC 子供・孫の世代に活動の輪を広げることは大切。裾野を広げるため積極的に宣伝していきた

い。島本 SC 祭典ですが、参加 76人でバス 3台は参加人数から見て無理が多かったのではないか。エコーSC 会

員拡大結成以来目標の 30 名に達した。スキー教程が変わり，指導員養成を大阪独自で取り組んでほしい。私

もチャレンジするつもりです。大阪 RC スノー祭典でのクラス分けをもっときめ細かにしてほしい。体力的、

足腰痛い方が多くいて年齢とともに講習についていけないので自由にして欲しい。黒姫 SC 今期の方針で孫と

滑る企画の件ですが、私事ですが、孫 2人だけで子供が周りにいないので、参加者の中に子供さんがいればい

いので今期の方針はありがたいです。やっぱスキー クラブ行事が行われていない。何とか行事を実施したい。

此花 SC スキーはいろいろと出費がかさむ。何とか安上がりのスキー行事を組んでほしい。北大阪 SC スキーに

参加できる日が限られているので近場，日帰りの行事も視野に入れてほしい。島本 SC クラブのホームページ

を見た方が入会。大阪スキー協ももっと充実したホームページを作って頂きたい。 

応答：①大阪独自の指導員養成に対して質問があったが、開催が大阪主管となって開くという意味で、内容的

には全国の養成と同じで、大阪が勝手に独自の内容で養成をするということではない。②スノー祭典バス 3台

は、夜行バスを実施したい、人数も増やして盛り上げたい、と

の意向で計画され、募集時点では申込みが 90名ほどあったが、

インフルエンザ等でキャンセルが出て最終的に 76 名になった。

次年度バス代は今年度とほぼ同様の見込み，消費税分がアップ

となるだろう。③高齢者のスキー，整地バーンばかりでなくど

こでも滑るスキー、スキーの安全などスキー協内でも十分に論

議を進めていく。 

   

 

先日（7/7）の大阪スキー協定期総会及び理事会において、理事長という大役

を仰せ付かりました大久保（森の宮スキークラブ）と申します。会員の皆さんとは、

大阪スノー祭典の交流会やゲレンデ巡り、関西ブロックのレベルアップスキーなどで

ご一緒させて頂いたかと思います。さて、スキー協定期総会スローガンの第一として

『会員の創意と参加で行事を成功させよう』とありますように、会員第一で行事の成

功を目指し、活動していきたいと思います。また、理事会運営につきましては、私も

理事もお互いに言いたい事を言えるように心掛けたいと思います。更に、理事の皆さ

ん方が各クラブへの橋渡しを担い易い雰囲気となる様、頑張りますので、ご協力宜しくお願い致します。 

 

 

51期から理事に復帰する塩田です。30周年のころ数年、理事をしていたのですが あまり役に立つ仕事は

できなかったと思います。今度は出来るのかと言うとあまり自信はないですが、年

を取った分だけ人の話を聞けるようにはなっていると思います。なので、スキー協

や、各クラブにとって何が必要で、やれること、やれないこと、やらないといけな

いこと、同じに見えて違うとこ、などみんなの意識や方向性を細かく統一できる話

し合いをしたいと思っています。よろしくお願いします。塩田 浩之(北大阪 SC)  

                 

理事に復活しました!! 

会長:石垣 康夫 副会長:八嶋 勝 事務局長:富田 英弘 理事長:大久保 正二  

＊各理事任務分担は次号にて掲載します。 



レベルアップに理事活動に一生懸命努めます!! 私がエコースキークラブに入会して 4 年が経ち

ました。クラブの上部団体に大阪スキー協、全国

勤労者スキー協議会があり、全国的な組織である事が大分わかってきた状態です。私

のシーズンでの滑走日数はおおよそ 10日～14日程度。他のメンバーから比べると少

ない方だと思いますが、現職ではこの日数が精いっぱいです。今年は夏もクラブのメ

ンバーと一緒に神鍋のプラスノスキーでレベルアップしています。スキーをめぐる環

境は暗いニユースばかりで時間もお金も掛かり、加えて雪不足や事故怪我の事もあり、

社会生活そのものも苦しくスキー人口も年々減って衰退していくのではと心配です。

私は理事に選ばれましたが今何もわからない状態です。ご迷惑をおかけするかもしれ

ませんが、一生懸命努めたいと思います。よろしくお願いします。      藤原 英士 (エコーSC) 

 

 

7 月 14 日(日)13 時～16 時アネックスパル法円坂にて、スキー協から富

田スポ連理事と代議員 3 名で参加、各種目毎の代議員、理事含めて計 25

名の参加でした。事務局から 2018年度の活動報告と決算、監査報告、2019

年度の活動方針と予算、規約附規改正の提案が行われて、質疑と各種目か

らの活動報告がありました。スキー協は冒頭から「連盟費の値上げについ

て、臨時総会と言う方法でなく時間をかけて値上げだけの選択肢でなく、

その他の選択肢、事務所移転や専従体制等支出全般を含めて、各種目が公

平に話せる場、総会とか理事会でなく専門的に財政検討委員会的なものを立ち上げて進めて行くべき」「団体

競技(チーム競技)と個人競技の別がいつから始まったのか、その差は?」「種目分担金と事務所分担金いずれも

値上げになるのか、この区別も分かりにくくて連盟費や会議室等の値上げから『値上げ・値上げ』になる。ス

キー協やクラブの負担が増え大変だ」スポーツ連盟の一員として担って行く立場を基本に発言していきました。

理事側からはスポ連財政が主に行事収入の大幅減と会員減により困難な

状況になり苦渋の決断により 1 月に臨時総会を開催した事、各種目 10％

の会員拡大と、行事収入増への取り組みを進めて行きたい。又財政につい

ては検討委員会的なもの作っていくのは良い提案、理事会で前向きに検討

したいと答弁が有りました。短い時間でしたがスキー協全員発言で、総会

にアピールできたのではと思います。新役員選出ではスキー協から小谷博

彦さんが新任され閉会、後懇親会が行われました。   八嶋 勝                   

 

 

4 日(木)大阪市内コース天王寺公園からスキー協 3 名参加でスター

ト、途中四天王寺から上本町まで下校途中の女子高生達も参加して

華やかに、賑やかに、警備のおまわりさんの注目度も up!!今年は雨

にも合わずに暑さも少し凌ぎやすくて、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今までの最高

の 11 名になりました。終わって京橋で懇親会も盛り上がりお疲れ様

でした。今年も大阪スキー協の馬場さんが大阪府内通し行進者とし

て 8 日間歩きました。  

                   八嶋 勝(エコーSC)                     

新日本スポーツ連盟大阪府連盟第 54回定期総会に参加して!! 



＊島本 SC２０１９サマーツアーへ 

≪ 各クラブオフ行事紹介 ≫ 

○やっぱスキーやねんスキークラブ 

 ・夏旅行…８月４日（日）～５日（月）白馬八方池・岩岳テラス・ 

  栂池自然園     

○黒姫スキークラブ 

 ・ボウリング大会…8 月 18 日(日)吹田・フタバボウル 

 ・収穫祭…10 月 20 日(日)丹波篠山 

○此花ファミリースキークラブ ・ビア会…８月２４日（土） 

○北大阪スキークラブ＆森の宮スキークラブ共催 

 ・テニスキャンプ…９月１５日（日）～ 

１６日（月・祝）兵庫県青垣 

○北大阪スキークラブ 

 ・夏スキー講習…９月２２日（日）～２３日（月・祝）福井県六呂師高原 

○高槻スキー・スノボードクラブ 

・ボウリングと懇親会…８月３１日（土）１５時から 

        ・ブドウ狩…９月１４日（土）大阪柏原 

○島本スキークラブ 

・納涼ボウリング大会と懇親会…8 月３１日（土） 

ラウンドワン河原町店 14：40 集合 15:00 開始 

 里山ハイキング＆バーベキュー…10 月 26 日(土) 

 スキーヤーの集い…11 月 23 日（土）島本町 桜井公会堂 

○エコースキークラブ  

・夏山立山散策…8 月 28 日(水)朝発～30 日(金)夜帰阪  

立山みくりが池山荘 2 泊 

・夏スキー…8 月 31 日(土)日帰り ウイングヒルズ白鳥 

7月 27日（土）～28日(日) 島

本スキークラブ恒例の夏行事、

香住三田浜で海遊びと糸井渓

谷森林浴、温泉の旅を行いまし

た。参加者 16名 AM8:00集合し

車 3台で兵庫県香住三田浜へ、台風は三

重県南部上陸し天気に多少不安があり

車で行く途中にも雨はフロントガラスを濡らしていました。しかし国民宿舎に着

くと晴れとなり一安心、昼食を済ませて三田浜に向かいました。海水浴場ではカ

ヌーグループ、ハイクグループ、素潜りグループと別れて海をたのしみました。

夜は夕食の後交流会、ビールに日本酒、ワイン何でもあり

のアルコールづくしで楽しい 1 日目が過ぎ。28 日は糸井

渓谷で森林浴、山道を登り滝でマイナスイオンを浴びて気

分最高。この後糸井の大カツラに行き、記念撮影、人があ

まり来ないところで島本メンバー以外みませんでした。土

産を買い、清酒を買い、温泉に入って帰阪しました。 

                  小原 四郎       


