
  
第１２２回 理事会（平成１９年度第８回）議事録 

 
財団法人 神奈川県スキー連盟 

 
 
１．日     時： 平成２０年３月１１日（火）１９：１５～２１：００ 
２．場     所： 神奈川県社会福祉会館２階第１会議室（横浜市神奈川区沢渡４－２） 
３．出 席 理 事： （副 会 長）野地 澄雄、八尾 勉 
           （専務理事）片  忠夫 
           （常務理事）菊地 富士夫、木村 徳善 

           （理  事）徳本 進、荻野 恭宏、金子 理人、吉野 大成、 

国島 みどり、清水 忠、小池 光、 

森本 珠水、斎藤 幸雄、平沢 幸一、 

  書 面 票 決： （会  長）河野 洋平 
  （副 会 長）山田 隆 
（常務理事）三塚 康雄、上田 英之 

     （理  事）川田 光代、藤田 浩介、吉岡 去私、百海 廷、岡本 洋一、 
平賀 淳夫 

４．出 席 監 事： 内海 雄三 

欠 席 監 事： 木村 信吉 
５．議 長 選 出： 片  忠夫 専務理事を指名 
６．議事録署名人選出：徳本 進、金子 理人理事を選出 
７．書     記： 中里 健二広報委員を指名 
８．議     事 

 
開     会  八尾 勉 副会長が開会の挨拶を述べた。 

 
１）競技本部関係  
 （１）報告事項  （配布資料：「第１２２回理事会 競技本部」） 

菊地本部長より、下記の報告があり、了承された。 
① アルペン部 菊地本部長より、下記の報告があり了承された。 
イ）第６３回国民体育大会冬季大会 
期日：200８年２月１９日（火）～２２日（金） 会場：長野県野沢温泉 
入賞者：成年女子Ａ 木田江里乃選手５位 
競技団体として、全体のモチベーションを上げることが課題である。 

ロ）チャレンジカップ第２戦兼クラブ対抗 
期日：200８年２月１５日（金）～１７日（日） 会場：長野県岩岳 
参加者：ＨＣ１４人、オープン２６人、マスターズ４２人、一般１８５人 合計２６７人 
派遣役員：競技本部・ＨＣ １４人 

ハ）神奈川県総合体育大会  
期日：200８年２月２９日（木）～３月２日（日） 会場：長野県五竜 
１位：横浜市、２位相模原市、３位横須賀市  アルペンのレベル高かった 

二）第６６回神奈川県スキー選手権兼ジュニアスキー大会 
期日：200８年3月７日（金）～９日（日） 会場：上越国際 
参加者（延べ人数）：ジュニア選手権 １３０人、選手権２５１人 派遣役員：９名（監事含む）  

② ノルディック部 平沢理事より、下記の報告があり了承された。 



イ）スプリングキャンプ  
期日：200８年３月７日（金）～９日（日） 会場：長野県霧が峰 
参加者：１１名  参加人数が少なく、次年度の開催については検討が必要 

 
（２）審議事項 
①ユニホームの作成企業拡大について 

菊地本部長より、財源確保のためにユニホームの協賛企業拡大の提案がなされ、昨年の理事会でも

提案されたが具体的な検討が進んでいないことから、総務本部にて早急に対応策を検討することで承

認された。 
② フロンティアカップについて 

菊地本部長より、先日フロンティアスポーツ社長である菊地専門委員が亡くなったことから、今年

のフロンティアカップの協賛金については請求せずに、冠は付けたまま開催したいとの提案がなされ、

承認された。 
③ スキーフェスティバルについて 

菊地本部長より、スキーフェスティバルでの協賛について、大会開催までに協賛企業があれば受け

ることとしたいとの提案がなされ、協賛があった場合には大会収入として処理することで承認された。 
 

２）教育本部関係 （配布資料：「第１２２回理事会(平成１９年度８回) 教育本部」） 
 （１）報告事項 
   木村本部長より下記報告があり、了承された。 

① 五竜Ⅱ行事  期日：2008年２月１５日（金）～１７日（日） 
参加者：養成講習会73名、研修会・クリニック（コラボ含む）71名 

役員：山田副会長、上田総務本部長、岡本理事、専門委員14名 

② 石打行事（ＳＢ） 期日：2008年２月１６日(土) ～１７日（日） 
    参加者：６５名 

役員：小池理事、専門委員5名、外部役員5名（新潟県2名、埼玉県、長野県、千葉県各1名） 

③ 強化行事（スキー苗場）2008年２月１６日(土) ～１８日（月）  
役員：加賀委員長、園部副委員長、柳橋ＳＡＪ専門委員 
④ 車山Ⅲ行事    期日：200８年２月２９日（金）～3月2日（日） 
参加者：3日コース ３０名、2日コース ７４名 

役員：片専務理事、木村教育本部長、清水理事、百海理事、森本理事 
⑤ 石打強化行事（ＳＢ） 200８年３月１日（土）～２日（日）  
参加者：１５名 

役員：小池理事、専門委員2名    
⑥ 車山Ⅳ行事    期日：200８年３月８日（土）～９日（日） 

        参加者：128 名（準指導員受検者120 名、合格者３９名、Ｂ級検定員・Ｃ級検定員 申込者 23

名受検者２０名、合格者14名、ＳＢ準指導員受検者11名、合格者９名） 

役員：野地副会長、片専務理事、木村教育本部長、清水理事、百海理事、森本理事、小池理事、 

内海監事 

⑦ 強化行事（スキー苗場） 期日：200８年３月９日（日）～１１日（火） 
参加者：17名、役員：加賀委員長、園部副委員長、柳橋ＳＡＪ専門委員、清水理事 

⑧ 指導員検定会   期日：2008年2月15日（金）～17日（日） 受検者 30名 
⑨ Ａ級検定員検定会 期日：2008年2月15日（金）～17日（日） 合格者 3名 
⑩ 第1回スキーテクニカルコンテスト  期日：2008年2月29日（金）～3月2日（日） 
参加者 男子15名、女子11名  

⑪パトロール検定会  期日：2008年3月7日（金）～9日（日） 合格者 2名 

 



⑫第6 回全日本スノーボード技術選手権大会兼第3 回ＳＡＪスノーボードデモンストレーター選考会  

期日：2008年3月6日（木）～9日（日） 

会場：石内丸山 大会役員：山田副会長、金子ＳＡＫスノーボード専門委員 

ＳＡＫ役員：小池理事、専門委員3名 ＳＡＫ代表選手 25名 

 

（２）審議事項  
   ①車山行事Ⅳ 準指導員検定会 検定員、ＢＣ級検定員変更事後承認について 
    木村本部長より、車山行事Ⅳ準指導員検定会の検定員変更の提案がなされ、承認された。 

検定員：大嶋ブロック技術員 → 望月ブロック技術員 
     ＳＢ検定員：山本ＳＢ専門委員 → 久保田ＳＢ専門委員 
   ②スノーボード指導者規定第13条、第25条、特別合格による指導者資格推薦について 
    木村本部長より、スノーボード指導者規定第13条、第25条、特別合格による指導者資格推薦の提案

がなされ、承認された。 
ＳＢ指導員  鈴木正樹 川崎スノーボードクラブ 

     ＳＢ準指導員 三木紀子 川崎スノーボードクラブ 
   ③第6回全日本スノーボード技術選手権大会 兼 第3回ＳＡＪスノーボードデモンストレーター選考

会推薦・派遣事後承認について 
  木村本部長より、第6回全日本スノーボード技術選手権大会 兼 第3回ＳＡＪスノーボードデモン

ストレーター選考会に推薦・派遣する選手の提案がなされ、承認された。 
アルペン男子：高橋礼之、渡部亮、近藤孝晴、安田智史、大橋健一、松岡孝明 
アルペン女子：小谷玲愛、中野美代子、塚本和泉 
フリースタイル男子：藤原秀隆、篠原淳、油原正弥、臼井裕二、鈴木正樹、柳澤治樹、土田修一 
フリースタイル女子：廣瀬智子、奥野明美、圓岡めぐみ、篠原源子、土田聡子、柳澤由理、三木紀

子、行方洋子、小林めぐみ 
   ④ＳＡＪデモンストレータ選考会推薦者事後承認について 
    木村本部長より、ＳＡＪデモンストレータ選考会にＳＡＫから佐藤拓也、荒井拓磨を推薦する提案が 
   なされ、推薦者については、教育本部の方針に沿って活動するよう自覚を促すことで承認された。 

⑤第２３回全日本パトロール技術競技大会の派遣選手について 
  木村本部長より、別紙パトロール技術競技大会参加選手選出規定（案）にて、第２３回全日本パトロ

ール技術競技大会に別紙選手団名簿のとおり男子２チーム、女子１チームを派遣する提案がなされ、選

出規定（案）を正式規程にすることで承認された。 
 

３）総務本部関係（配布資料；「第１２２回理事会(平成１９年度８回) 総務本部」） 
（１）報告事項 
 次の各理事からの報告があり、了承された。 
   ①慶弔関係（徳本事務局長） 
    藤田理事 ご母堂 ２月１４日死去 （事後報告）香典 
    徳本理事 ご尊父 ２月１９日死去 生花、弔電、香典 
    押川泰夫顧問 ご本人 ３月１日死去 生花、弔電、香典 

②資金運用状況（徳本事務局長） 
２月末現預金残高は、昨年より４，００３，３５１円増の１７，４５４，５３２円 
③登録状況（荻野理事） 

１９年度２月末の登録手続き状況 総数が６千人を切って５，７５６人となった。 

④各種委員会 
  イ）電子申込委員会 特になし 
  ロ）普及振興委員会 （吉野理事） 

２月ＪｒＡ行事 参加者４３名、役員・講師１０名、広報１名 



ハ）協賛会員拡大委員会 特になし 
ニ）個人情報保護委員会 特になし 
ホ）ＨＣ委員会 （国島理事） 
岩岳チャレンジカップ  期日：２月１５日（金）～１７日（日） 
参加者：ＳＬ IDクラス２名、LWクラス４名、ＧＳ IDクラス４名、LWクラス４名 
役員：理事１名、委員３名 
車山Ⅳ行事  期日：３月７日（金）準指導員開会式に現地手話通訳派遣 

３月８日（土）～９日（日）ＨＣ委員町田さんを手話通訳として派遣 
へ）広報委員会 （金子理事） 
  ３月１２日より「ＳＡＫだより５５号」の編集開始、５月初旬発行予定、取材協力をお願いしたい。 
ト）北海道委員会 特になし 
チ）財務委員会 特になし 
⑤役員候補選出委員会の開催について 
徳本事務局長より、第１回役員候補選出委員会を２月２７日に開催した。第２回を４月１６日（水） 
に開催予定であり、各ブロックへ次期役員候補の選出依頼済で提出締切りは３月３１日（月）であると 
の報告があり、了承された。 
⑥春季評議員会資料作成について 
徳本事務局長より、次回理事会で春季評議員会資料作成スケジュールの提示をすることの報告があり、 

   了承された。 
⑦ 来期の会議場所の確保について 
徳本事務局長より、次回春季評議員会は５月３１日（土）、夏季評議員会は７月２６日（土）に開催 

   することの報告があり、了承された。 
 

（２） 審議事項 
①  ＳＡＪ評議員候補者の推挙について 
徳本事務局長より、ＳＡＪ評議員の推挙について提案がなされ、専務理事と常務理事を推挙すること

で承認された。 
 
４）その他 
（１）プレ監査実施について 

内海監事より、プレ監査を３月１９日（水）に実施することの報告があり、了承された。 
 
 
 閉   会   野地副会長が閉会の挨拶を述べた。 

 
 
 以上、この議事録が正確であることを証明するため、議事録署名人、下記により署名する。 
 
   平成２０年 ３月２６日 
 
                    議    長                 印 
 
 
                  議事録署名人                 印 

 
 
                    議事録署名人                 印 


