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第１４３回 臨時理事会（平成２１年度第５回）議事録 

 
財団法人 神奈川県スキー連盟 

 
 
１．日     時： 平成２１年１０月１４日（水）１９：００～２１：００ 
２．場     所： 神奈川県社会福祉会館２階第２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、佐藤 嘉彦 

（専務理事） 片 忠夫  

（常務理事） 三塚 康雄、上田 英之、木村 徳善、菊地 富士夫  

（理  事）  徳本 進、金子 理人、荻野 恭宏、国島 みどり、安藤 努、 

百海 廷、清水 忠、小池 光、吉岡 去私 

欠  席  理  事： （会  長） 河野 洋平 

（副 会 長） 山田 隆 

（理  事） 吉野 大成、岡本 洋一、岡田 良平、平賀 淳夫、斎藤 幸雄、 

大澤 康之 

４．出  席  監  事： 木村 信吉、内海 雄三  

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 進理事、吉岡 去私理事を選出 
７．書     記： 小田原 恭一 広報委員を指名 
８．議     事 

 
開  会   佐藤副会長より開会の挨拶があった 

  
１）教育本部（資料：第143 会理事会 教育本部） 

 （１）報告事項 
木村本部長から、次の通り報告があり、（１－２）①項を審議事項⑦に移し替えるよう議長指示が出た

ほか、了承された。 

①教育部会会議 

日時：9 月26 日（土）場所：県連事務所 

出席：片専務、木村本部長、清水・岡田・岡本・小池各理事、木村検定委員長、 

竹腰副委員長、中田副委員長 

議題：準指導員単位の有効期間について他 

   ②教育部会会議 

日時：10 月9 日（金）場所：県連事務所、 

出席：木村本部長、清水理事、岡本理事、百海理事、 

議題：養成講習会状況確認他 

③ 教育本部拡大会議 

日時：9 月26 日（土）場所：県社会福祉会館 

出席：山田副会長、野地副会長、佐藤副会長、片専務、木村本部長、上田本部長、 

   教育本部各理事、専門委員５６名、 

特別講師：ＳＡＪ教育本部企画部研修委員長 市野聖治先生 

議題：本年度の行事、他 

④ 安全対策講習会 

日時：10 月4 日（日） 場所：逗子ホームせせらぎ 
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出席：岡田理事、上杉副委員長、深沢副委員長、山川専門委員 

参加者：１０名 

⑤ 強化委員会、検定委員会 

日時：10 月3 日（土）場所：県民センター９Ｆ 

出席：木村本部長、岡田理事、岡本理事、各専門委員 

⑥ オフトレーニングの中止 

日時：10 月10 日(土) 場所：岩岳スキー場は参加者少ない為中止とする。 

行事中止については審議事項へ 

⑦ SAJ 改定に関する連絡会 

日時：10 月17 日（土）１０：００～１１：００説明会 

⑧ 戸隠行事／尾瀬岩鞍行事の本部宿舎決定 

戸隠本部宿舎：シャレー戸隠 ＴＥＬ：026-254-2099 

尾瀬岩鞍本部宿舎：ロッジかぶらぎ ＴＥＬ：0278-58-7788 

⑨ 今後の予定 

イ）ＳＡＫ行事予定 

・10／17(土)、10／24(土)指導員養成講習会理論(市従会館) 

・10／17(土)SAJ 改定にかんする連絡会(市従会館) 

・11／18(日)オフトレーニング(狭山スキー場) 

・11／14(日)検定員クリニック理論、指導員研修会理論 

ロ）ＳＡＪ行事予定 

・10／18(日)SAJ 教育本部会議 

・10／25(日)南関東ブロック研修会理論 

 
 （２）審議事項 

①スキー認定指導員検定について 

木村本部長より、スキー認定指導員検定について教育部会では、実施する方向で提案がなされ、 

承認された。 

②スキー準指導員検定の申込み締切り日変更について 

木村本部長より、スキー準指導員検定の申込み締切り日変更について、１０月２０日を１０月 

３０日にすることの提案がなされ、承認された。 

③ SAK の準指導員検定の単位制の有効期間について 

木村本部長より、SAK の準指導員検定の単位制の有効期間を「2009 年3 月から起算して３ケ

年とし」を削除することの提案がなされ、承認された。 

④ 養成理論１の特別講師について 

  木村本部長より、養成理論１の特別講師に「園原健弘氏」を依頼したことの提案がなされ、承認

された。 

⑤ SAJ デモンストレーター(スキー)推薦選出規定（案）について 

木村本部長より、SAJ デモンストレーター(スキー)推薦選出規定(案)の提案がなされ、片専務か

ら趣意は結構だが、規約・規定としての体裁が不備であり、総務本部で、体裁を整えた上再提案す

ることになった。 

⑥ 2009 年11 月14 日 研修会特別講師について 

  木村本部長より、１１月１４日の研修会理論特別講師として、市野聖治先生に依頼していること

の提案がなされ、承認された。 

⑦ オフトレーニング10 月10 日(土)の中止について 

 木村本部長より、オフトレーニング 10 月 10 日(土)長野県岩岳スキー場を参加者少ない為中止

することの提案がなされ、承認された。 
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２）競技本部（資料：なし） 
 （１）報告事項  

菊地本部長から以下の報告があり、了承された 

①１１月８日の競技本部セミナー開催を県社会福祉会館にて開催する。 
 
 （２）審議事項 

①体協環境フォーラム発表（１０／３１）について 

菊地本部長より、体協環境フォーラム発表担当を、当初佐藤副会長に依頼したが、発表日程変 

更があり副会長のご都合と整合しなくなるので、斎藤理事に変更したい旨の提案がなされ、承認 

された。 

片専務理事から当初佐藤副会長に依頼して日程変更があり、調整なしでの発表変更を避けるよう

事前調整（コミュニケーション）を取ることの要望があった。また、懇親会には、片専務理事と

理事数名が参加します。 

 
３）総務本部（資料：第143 回理事会 総務本部） 

 （１）報告事項 
 上田本部長および各担当理事から、以下の報告があり、了承された 

①慶弔関係 なし 

②資金運用状況（金子理事） 

9 月末の残高は15,754,759 円で、昨年度より約１７０万円少ない。 

③登録状況（荻原理事） 

９月末の登録人員は４０６９名で昨年より９００名程登録が遅い状況である。 

④ 各種委員会 

イ）電子申込委員会（徳本理事） 

 ＳＡＫ主催行事の電子申込みを１１月より公開予定 

ロ）普及振興委員会（吉野理事） なし 

ハ）協賛会員拡大委員会（荻野理事） なし 

二）個人情報保護委員会 なし 

ホ）HC 委員会（国島理事） 

 ・セミナーⅠを１１月８日（日）開催、場所：三ツ沢スポーツ会館 

ヘ）北海道委員会（吉野理事）  

・北海道行事のＰＲを養成講習会のⅡ、理論研修会で実施予定。 

⑤広報委員会（安藤理事） 

・雪上取材行事名を別紙にて連絡及び取材協力を依頼した。 

⑥財務委員会（金子理事） なし 

⑦７０周年実行委員会（吉野理事） 

イ）当日の式典・懇親会の反省、参加者の感想（吉野理事）  

  行事報告書の歌唱も「思ったほど悪くなかった」を「思ったより良かった」にする。 

ロ）７０周年記念誌（安藤理事） 

記念式典等の記事を追加し制作中（１１月初旬までに） 

    ⑧大会保険（国島理事） 

・各本部毎の事業一覧表へ記入を各本部長に依頼 

⑧ 奈川県体育功労者推薦について（徳本事務局長） 

・県教育委員会に推薦者の書類提出済み 
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⑩今年度財政の見込みについて（上田本部長） 

・厳しい状態であり、対策が必要。緊急対策として審議事項⑦で検討する 

 
（２）審議事項 

上田本部長および各担当理事から、次の提案があり承認された 

① 各事業の役員参加について（添付一覧表参照） 

  上田本部長より、各事業の役員参加一覧表を作成した旨の提案がなされ、承認された。 

② 70 周年事業会計報告について 

  上田本部長より、配布一覧表基き報告提案がなされ、資料の支出の部項目付番、４庶務経費を５

とし以下付番を順送りする訂正があるが、承認された。 

③ ＳＡＪスキー功労指導員推薦について（配布資料参照） 

徳本事務局長より、ＳＡＪスキー功労指導員及びドクターパトロールの申請を９月末に提出しま 

した。書類等に不備は無く、推薦者の提案がなされ、承認された。 

④ 研修会費用免除願いについて（24 名） 

荻野理事より、研修会費用免除願いの提案がなされ、承認された。 

内訳：海外出張（12）、育児（9）,その他(3) 

  その他の詳細は高齢・体力不足・体調不良、臓器不全手術、心筋梗塞のバイパス手術 

⑤ 有資格者辞退届（15 名）について 

荻野理事より、有資格者辞退届（15 名）が申請されたので、口頭で報告提案がなされ、承認さ

れた。 

⑥ 平成20 年度消費税について 

  金子理事より、平成20 年度消費税が￥232,600（予算より￥92,000 超）であり、 

 支払いする旨の提案がなされ、承認された。 

⑦ 財政緊急対策について 

  上田本部長より、県連財政緊急対策について、行事毎に収支の見通しを立て、行事派遣役員の減

員、日当削減などの対策をとることの提案がなされ、対策案を11/11 理事会に提案し、年内に決

めることで承認された。 

 

   閉  会  野地副会長より、閉会の挨拶があった。 
 
 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２１年１０月２８日 
 
 
                    議    長                 印 
 
   

                  議事録署名人                 印 
 
 
                    議事録署名人                 印 


