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1．平成29年度役員・顧問

会　　長　　　加藤　国夫

副会長　　　田代　光弘

小谷　誠

理事長　　　池田　一紀

副理事長　　　徳元　修一

理　　事　　　古谷　省吾

恩塚　安幾

今村　武夫

三浦　秀也

秋丸　幸治

冨田　和樹

塚本　良太

赤羽根　亮子

′ト島　正彦

後明　正廣

櫻井　俊輔

吉田　俊史

柴田　音告治

会　　計　　　米倉　孝則

監　　事　　　高橋　哲夫

顧　　問　　　山本　豊

田中　栄

志賀　弘

水島　三千夫

田村　鴬右

増田　義昭

熊沢　一二

岡田　幸一

（かまくらスキークラブ）

（三菱プレシジョン）

（ジョビアルスキークラブ）

（かまくらスキークラブ）

（ジョビアルスキークラブ）

（JR大船工場スキー部）

（三菱電機鎌倉スキークラブ）

（ザ・スキーヤーズ）

（昌運スキークラブ）

（三菱プレジションスキークラブ）

（かまくらスキークラブ）

（三菱電機大船スキークラブ）

（ジョビアルスキークラブ）

（東レ鎌倉スキークラブ）

（SKI TEAM CAMELLIA）

（チーム鉢の木）

（SKI TEAM CAMELLIA）

（三菱電機大船スキークラブ）

（ザ・スキーヤーズ）

（JR大船工場スキー部）

（かまくらスキークラブ）

（三菱電機鎌倉スキークラブ）

（三菱プレジションスキークラブ）

（かまくらスキークラブ）

（かまくらスキ…クラブ）

（ジョビアルスキークラブ）

（かまくらスキークラブ）

（ジョビアルスキークラブ）



2．鎌倉スキー協会会員登録状況
平成29年4月1日 �現在 

クラブ名 �会員 �指導員 �準指導員 �公認パト �SB指導員 �藩定指導員 

R東大船工場 �8 �1 �3 �2 �0 � 

三菱電機鎌倉 �14 �0 �3 �0 �0 � 

ザ・スキーヤーズ �12 �0 �1 �1 �0 � 

昌運 �7 �0 �2 �0 �4 � 

三菱プレシジョン �7 �2 �1 �1 �0 � 

かまくら �28 �4 �9 �0 �0 �1 

三菱電機大船 �9 �2 �0 �0 �0 � 

ジョビアル �26 �3 �12 �1 �0 � 

東レ鎌倉 �7 �0 �3 �0 �0 � 

CAMELLIA �13 �2 �1 �2 �0 � 

チーム鉢の木 �5 �0 �0 �0 �0 � 

口会員　t指導員　8準指導員　口公認パト　ロSB指導員　萄認定指導員
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3．協会会員登録者数の経年変化
平成29年4月1日現在
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4．平成29年度理事会開催報告

（1）第1回理事会　H289．14　武道館

・役員名簿確認

・平成29年度行事日程と担当理事の確認

・スキー功労指導員、名誉検定員、功労パトロール、ドクターパトロール等の推薦　等

（2）第2担I理事会　H28．10．5　鳥恵

・鎌倉スキー大会、1月ジュニア、ゆったりスキーについて

・広報スケジュールの確認　等

（3）第3回理事会　H28．112　武道館

・第23回テニス大会、第24回親睦ゴルフ大会　概況報告

・第13担1レベルアップ講習会　予算確認

・第34桓‡ジュニアスキー教室　予算確認

・第28回鎌倉スキー大会実施要領、予算確蕗

・第3桓1平目シニアスキー　予算確認

・第12回ゆったりスキー　予算確認　等

（4）第4回理事会　H29．1．11武道館

・第34回ジュニアスキー教室　参加状況確認

・第28回鎌倉スキー大会　参加状況確認

・第3回平日シニアスキー　参加状況確認

・第12回ゆったりスキー　参加状況確認

・第32回ジュニアスキ←教室　予算確認　等

（5）第5回理事会　H29．2．1武道館

・第3回平目シニアスキー　参加状況確認

・第12回ゆったりスキー　参加状況、役員分担確認

・第68回神奈川県市町村対抗スキー競技会　参加状況確認

・窮35回ジュニアスキー教室　参加状況確認

・第19回さよならスキー　予算確認

・第28回鎌倉スキー大会　概況報告　等

（6）第6回理事会　H29．3．1武道館

・第68回神奈川県市町村対抗スキー競技会　参加状況、役員分稗確認

・第35回ジュニアスキー教室　参加状況、役員分担確認

・第19回さよならスキー　参加状況確認

・第】3回レベルアップ講習会　概況報告

・第32回ジュニアスキー教室　概況報告

・第3回平日シニアスキー　概況報告

・第12回ゆったりスキー　概況報告　等

（7）第7回理事会　H29．4．26　武道館

・第68回神奈川県市町村対抗スキー競技会　概況報告

・第35回ジュニアスキー教書　概況報告

・第19回さよならスキー　概況報告

・協会行事の反省・改善提案について　等

－4－



5．平成29年度行事報告

（1）第23回鎌倉スキー協会ゴルフコンペ

・、1え成28年5月29口（ロ）

・富‾土箱根カントリークラブ

（2）第23回鎌倉スキー協会テニス大会

・平成28年9月4日（H）

・東レテニスコ【ト

（3）第24回鎌倉スキー協会ゴルフコンペ

・平成28年10月23日（目）

・富士箱根カントリークラブ

（4）第13回レベルアップ講習会

・平成28年12月3日（十）～4日（目）

・丸沼高原スキー場

（5）第34回ジュニアスキー教室

・平成29年1月14日（土）

・カムイみさかスキー場

（6）第28回鎌倉スキー入会及び第27回合同合宿

・平成29年1月20日（金）練習及び大会準備

・平成29年1月21日（土）大会

・木島平スキー場

（7）第3回平目シニアスキー

・平成29年2月5日（目）～7日（火）

・野沢温泉スキー場

（8）第12回ゆったりスキー

・平成29年2月17日（金）～19日（目）

・志賀高原スキー場

（9）第68回神奈川県市町村対抗スキー競技会

・平成29年3月3日（金）～3月5日（R）

・白馬五竜スキー場・スノーハープ

（10）第34回ジュニアスキー教室

・平成29年3月11日（土）

・ふじてんスノーリゾートスキー場

＝1）第19回さよならスキー

・平成29年4月7日（金）～4月9日（日）

・志賀高原スキー場



行　事　名 第23回鎌倉スキー協会春季ゴルフコンペ

会　　　場 富士箱根カントリークラブ

期　　　　日 平成28年5月29日　日曜日　　9・16　0UTコーススタート

参加人員 17孝一（5組）

役　　　員 幹事l三浦、田代】

会　　　費 参加費　3，000l⊥j／人　　（プレーフイ等は各自負担）

概況報告 16名（4組）の募集であったが、初期の段階で定員を超えたため1組を追加、

その後キャンセルが発生し17名の参力Ilに留まった。

今回、誰でも優勝出来る様にハンデキャップを9年ぶりに見直しを行なった。

○　当日はさわやかな晴天に恵まれ最高のゴルフ日和になった。

○　集合時間の8時45分には全員集合し、開会の挨拶、初参加の三浦市スキー協会

2名（坂詰会長、中川理事長）。鎌倉大会、郡市対抗等で活躍された桑原さん

（旧姓大石）の紹介、ルールの説明、連絡事項を告げスタート地点へ移動。

○　予定通りの時間にナイスショットで1粗目がスタート。

○　当日は大きな大会が2つ入っており、途中待たされる場面が何度かあった。

○　遅いスタート時間であったが、昼食時間も十分に取れ、気候のせいかアルコールを

飲む人も多かった。

○　午後も予定通りの時間にスタートしたが、前組と離れすぎたために、“進行が遅れ

ています、速やかにプレーをお願いします”の言葉が何度もスピーカから流れた。

○　遅いスタート時間と途中のプレーに時間を要したため、最終組が上がって来たのが

16時近くになってしまった。

○　プレー終了後、ゴルフ場にて表彰式及びパーティを行ない、次回の開催を10月に

同会場で行なう事を告げ、17時15分に散会した。

＊1組目が上がってから5粗目が上がるまで約30分の時間を要し、表彰式が始まる

まで1粗目が待てるぎりぎりの範囲であり、今後組数を5組限度とする。

成績はド記のとおり。

優　勝　喜友名朝明　　　　BG賞　田中　旛雄
第二位　田代　光弘　　　　NP寅　田中　輝雄、山中　輝雄
第三位　桑原あゆみ　　　　　　　　伊東　芳則、轟友名　斬明
BB賞　中川　明　　　　　nC賞　秋山　祐人、櫻井　俊輔

＊　今回もメンバーである斉藤さんの紹介により、格安プレーをすることが出来まし

た。

ー6－



行　事　名 第22回鎌倉スキー協会テニス大会

会　　　　場 東レ　テニスコート

期　　　　日 平成28年9月4日（日）11：00～16：15

参　加　人　員

役　　　　員 恩塚、小島

会　　　　費 参加費1，000円

概況報告 ○概況

今回も天候の行方が心配されました。当日は少雨の時間帯がありましたが、無事に
予定のプログラムを実行することができました。

「晴れ男　小鳥さんのおかげです！！」

参加者の皆様におかれましてはそれぞれ怨親のステージとして楽しんでいただけ
たものと思います。

今大会も「ランダムペア方式」にて総当たりの懇親ゲーム大会（コートサイドは恒
例の小宴会）にて懇親を深めることができました。

ケガなく無事に終了できましたことを報告いたします。

参加賞として、「☆よく頑張ったで賞☆」を贈って大会を終了しました。

○大会結果（今大会は個人勝ち数でカウント）

最多勝　藤佐さん。8勝

熊沢さん7勝

石塚さん6勝　　皆様の奮闘にエールを贈ります日

○今年度も東レクラブ様にはコートの手配等、多々配慮いただきました。

厚く御礼申し上げます。

以上

】7¶



行　事　名 第24回鎌倉スキー協会秋季ゴルフコンペ

会　　　　場 肯十箱根カントリークラブ

期　　　　日 平成28年10月23日　日曜H　　7．48　INコーススタート

参加人員 20名（5組）

役　　　員 幹事【三浦、田代】

会　　　費 参加費　3，000円／人　　（プレーブイ等は各自負担）

概況報告 当日は大きなコンペが入っており、その前にプレーするため普段より約1時間早めの

スタートとなった。

そのため鎌倉出発が5時と薄暗い中での出発となった。

○　箱根を越えたあたりから濃い素にみまわれたが、ゴルフ場に着く頃には霧もはれ、

少し肌寒い薄曇りの一目となった。

○　朝早い集合時間（7時15分）にも関わらず遅れる人もなく、開会の挨拶、2名の

初参加者を紹介してスタート地点へ移動。

○　一部トラブルが合ったが、予定よりも若干遅れて右や左の旦那様でコンペスター

ト。

○　昼食時アルコールを時間一杯飲む人、午後のプレーを気にして控える人、人様々。

○　午前、午後共に待たされる場面が多く、また風が強かったせいも重なりプレーに時

間を要し、最終組が上がったのが15時近くになってしまった。

○　プレー終了後、ゴルフ場にて順位を　一部変更して表彰式及びパーティを行なった。

○　今回も吉川さんから刈り立てのお米の差し入れがあり、全員でジャンケンを行なっ

た。

0　16時10分、次回5月に行なうことを告げ、散会とした。

○　帰り、自然渋滞、事故渋滞に巻き込まれ鎌倉に着いたのが20時近くになってしま
った。

成績は下記のとおり。

優　勝　秋山　祐太　　　　　BG賞　秋山　祐太
第二位　百海　延　　　　　NP貨　斉藤　好和、木瀬祥一郎
第三位　渡辺美奈子　　　　　　　　　白‾海　延　、吉川　稔恒
BB賞　坂詰　信夫　　　　　DC寅　渡辺　美奈子、柏木　正彦

＊　今回もメンバーである斉藤さんの紹介により、格安プレーをすることが出来

ました。

【8〟



行　事　名 �第13回レベルアップ講習会 

会　　　場 �丸沼高原スキー場 

期　　　日 �平成28年12月3～4日（土～日） 

参加人員 �8人（講師役員2名を含む） 

役　　　員 �【講師】吉田SAK専門委員、【担当理事兼講師】秋丸 

会　　　費 �参加費22000円／人（1．5泊、リフト代、講習費込） 

概況報告 �今年も昨年同様に丸沼高原スキー場とロッジリラにおいて二日間に渡る講 
習会を実施しました。天気は、両日ともに崩れることなく講習には最高の天 
気となりました。 

講習会は、吉田講師が二日間通して担当、一週間前に実施された南関東プ 
ロック研修会のホットな研修テーマを中心にバリエーショントレーニングや 

実践種目の練習を行った。もちろん、夜の講習会（ビデオミーティング）も 
行い、宿に宿泊する他団体とスキー談義が盛り上がりました。 

今回の参加者は、2孝．の指導員受験者はもとより、さらにその受験予備軍、 
現指導員とさまざまなシチュエーションの方々が集まり、皆さんよい刺激を 
受けていただけたのではないでしょうか。受験者2名には、この調子で検定 
までぜひがんばっていただきたいと思います。 

本行事は、ここ数年吉田講師なくしては語られないぐらい吉田講師の情熱 
がこめられております。ここを借りて吉田講師に感謝の意を表したいと思い 
ます。そして、参加者の方々もご参加いただき大変ありがとうございました。 

■『■／／三二貞鰐一計． 門1っ・一一・・軌㌃一戦遍一、三 　・＝■b ミ■qil � �l 

！ 【 �－j t■ 
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第34回　ジュニアスキー教室

カムイみさかスキー場

平成29年1月14日（土）

62名（小学生59名、中学生3名）

加藤、池田、古谷、恩塚、後明、赤羽根、冨田

岡田、金谷、深谷、野尻

（講師11名）

小学生、中学生：14，500円

【全体を通じて】
・バス配車は予定通りで、定刻（6時50分）に出発。

大型車（45名乗り）2台でスキー場へ。
・新湘南ハ○ィハウス、圏央道（海老名JCT）、厚木SAでトイレ休憩、

一宮御坂ICを経て、予定時刻よりも早く到着。

・天候は曇り、バーン状況は良好。

・レンタルの受渡しを円滑に実施し、スムーズにレッスンへ移行。

レンタルの対応については、ビブNo（氏名）による用具の管理徹

底を要請した結果、スキー場の対応は十分であった。
・講師が確保に苦労する中での行事運営となり、レッスン途中での

生徒の班換えの際などで、班を持たず自由に動ける講師がいると

いう理想どおりの運営ができない場合にどのように対応するかと

いった課題があった。

写真撮影は、各講師で対応。
・けが人は無く、無事にレッスン終了。

・帰路は、談合坂SAで夕食休憩を取り、予定時刻（19時半）には

解散した。
バス（（株）旅友）乗務員の対応はとても丁寧であった。

バス車内を汚すなどのバス利用のマナーの低下が課題。

【特記事項】

例年、講師の確保が課題。協会内の有資格者等の方々の協力を。

適正な班編成を実施するためには、生徒募集開始前（11月末日）

時点で判明している講師数をベースに、生徒の募集制限をかける

等の対応も検討が必要。

参加者への事前案内において、バス利用のマナー向上について、注

意喚起を行う。

ー10－



第28回鎌倉スキー大会及び第27回合同合宿

木島平スキー場　　宿泊：パノラマランド木島平

合宿：平成29年1月20日（金）　大会．平成29年1月21日（土）

大会参加者　51名　　合同練習参加者　9名

［総括］池田　［総務］今村、柴田、塚本　［役員］10名

大会参加費4，000円／人　練習参加費1，000円／人　親睦会1，000円／人

○前日練習

練習開始前にきちんと整備されていて、直ぐに練習を行うことができた。

雪かき等の整備しながらの練習ではなかったので体力的にも楽であり、

練習に集中できていた。

○大会会場準備

今年から全てスキー場に任せているため、大会会場の準備は無し（、

○大会

エントリー51名でGS1本、SL2本の競技を実施。l月前半は雪不足のため開催自体

が危ぶまれたが、最強寒波のお蔭で、積雪が間に合い開催できた。

SLは2本同時にセットしていただいたので、30分の時間短縮が図れたが、時間的に厳し

かった。次回は2本同時セットで20分短縮のスケジュールで計画する。及び、GS→

SL間も10分前倒しして計画する。また、今回から全てスキー場に任せたため、

スムーズに運営・進行ができており、次回もスキー場に任せたい。

〇人会結果及び成績表

別紙の通り。

○表彰式・懇親会

久しぶりに少年の部に4才■のエントリーがあったので、全員に表彰状を準備した。

表彰式・懇親会は不参加であったので、後目、郵送でお渡しした。

また、パノラマランド木島、仁とK－Swattsから差し入れをいただき、例年より参加者の

人数が多いせいか例年以上に盛りトがり、大いに親睦を深めることができた。

○その他

怪我人　　　なし

次回　：例年の日程となったが、各クラブのご尽力と、及び、－，般参加者が

小学生4章一＋新規1名と増えたため、参加者アップとなった。

引き続き、参加者アップのご協力をお願いいたします。

また、募集案内からの注意喚起を継続し、怪我人なしの継続を図る。

【スキー場関係】　お世話になりました。あらためて感謝いたします。

入会運営受付　木島平スキークラブK－Swatts嘉部氏

大会実行本部　　木島、ドスキー学校　学校長　石川氏

木島平観光株式会社湯本氏

大会本部（宿泊先）パノラマランド木島平瀧澤氏

合同練習指導　ドムキャンプ＆ドムハウス江畑氏
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第28回鎌倉スキー大会リザルト（総合）
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第28回鎌倉スキー大会リザルト（GS）
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第28回鎌倉スキー大会リザルト（SL）
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第3回平日シニアスキー

野沢温泉スキー場　　宿泊：うちはん

平成29年2月5日（日）～　2月7日（火）

9名（男性6名、女性3名）

参加費17，000円／人

○概況

本年度も昨年同様に9名の参加者を得て、野沢温泉スキー場で平日シニアスキーを実施した。

天気は、3日間とも曇りや雪で2日目の朝は雨交じりと天険にはあまり恵まれなかった。

毛無山の山頂は雪とガスに覆われ視界も悪く滑走には不向きであった。　　但し、気温は低く

パウダースノーを楽しめた。本年は、野沢温泉の外湯に入る傍ら、生卵を持参して温泉卵作り

に挑戦し温泉ツアーを楽しんだ。

○内容

【1日目】日曜日

今年も初日は、昼からスキーを楽しむ組と温泉ツアーから参加するゆったり組に分かれて出発

した。昼から滑る組は、視界不良のため山頂には向かわずに長坂ゴンドラリフトやまびこ駅より下

のゲレンデでスキーを楽しんだ。夕食前に外湯の十王堂の湯と松葉の湯に入り温泉を堪能した。

また、十王堂の脇にある蒸し釜で温泉卵を作り夕食時みなで試食した。

【2日目】月曜日

朝の気温は高く、みぞれが降る空模様であった。出発時間を1時間ほど遅らせた。長坂ゴンドラ

リフトは強風でゴンドラが揺れたことも影響して気分が悪くなる人も出た。滑れる人は1，650m

毛無山の山頂を目指した。昨年は、日本海まで見渡せた山頂も今日は真っ白い世界であった。

それでもFIS公認やまびこAコースを滑りスキーを楽しんだ。昼食はパラダイスゲレンデのレストラン

で冷えた体を勲櫛で温めた。一泊組はここで別れて帰路に就いた。午後は滑る組と長い食事組に

別れた。宿に帰るコースは、林間コースの人、スカイラインコースを滑る人さまざまであった。

【3日目】火曜日

3名は滑らないで朝から帰宅し、4名

は毛無山の山頂を目指した。今日も風

が強くゴンドラ頂上駅まで時間を要した。

昨日から降り続いて深雪となった雪を

滑り、スキーの楽しさを十分に堪能した。

事故・怪我人はなし。
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産室哀 �第12回　湯ったりスキ二 

会場 �志賀高原スキー場　　宿泊：志賀高原オリンピックホテル　0269－34－2125 

平成29年2月17日㈲朝～2月19日㈲夜 

12名　（男性　5名　　女性　7名〉 

役員 �徳元・古谷 

概況報告 l l �（∋　概況 

今年は、宿泊場所を志賀高原一の瀬にまた戻して計画しました。 

兼行会社の配車手違いで、7時過ぎの出発となりましたが。ホテル到着は12時20 

分到着出来ました。 

帰路は、ホテル13時20分出発し予定道理の大船20時到着出来ました。 

②　内容 

●1日目　ミゾレ　13時30分～16時 

プリ一班＆講習班　古谷・9名　　初級講習班　徳元・2名 

●2日H　晴れ 

プリ一班＆講習班　古谷・9名　8時30分～14時 

初級講習班　徳元・2名　8時30分～13時 

プリ一班　徳元・2名　中級講習班　古谷・6名　14時～16時 

●3日日　晴れ 

プリ一班＆講習班　古谷・9名　8時15分～11時45分 

初級班　徳元・2名　8時15分～8時40分 

③その他 

●けが人発生・1＿名　3日目　2月19日　8時40分 

転倒　一一ソ瀬クワット山頂　左側　40m付近　連絡通路斜面 

モービルでアキヤボート搬送　左足首骨折・下腿細い骨骨折・靭帯損傷 

④反省点　　事故無し、有りに係らず行事終r後に3役まで報告しなかった。 
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行　事　名 第7回（通算68匝り神奈川県市町村対抗スキー競技会

会　　　場 白馬五竜スキー場とおみ、いいもりゲレンデ／スノーハープ

期　　　　ロ

参加人員

平成29年3月3日（金）～3月5日（日）

17名（選手13名（うち1名急病にて不参加、うち1名兼役員）、役員4名）

役　　　員 【団長】加藤【監督】アルへリン．岡田、／げィック．日代［総務］池田［補助］野尻

概況報告 今回の選手団は、他の大会と日程が重なりながらも参加できる日程を調整し、参
加選手が昨年に比べて7名増え、男性9名、女性4名の計13名の参加となった。
また、ノげィック競技にも1名の選手が積極的に参加し、20のエントリーとなり、団

体成績は、昨年の第10位（120点）に対し、第8位（256．5点）で、得点が倍以L
と、大きく飛躍する結果となった。
特に、3／4の回転競技では、男子成年G組で山本尚選手が優勝、3／5の大回

転競技では、女子成年A紙の鈴木美乃里選手と男子成年D組の石塚俊逸選手が優勝
する大活躍であった。この他、表彰台にLる選手6才】など各選手活躍した。

03／3（金）団長・両監督・総務・補助役員と選手3名（山本、赤羽根、深谷）が中二3
台で朝に出発。途中、買出しし、昼過ぎ、宿へ到着。アルペン種目の選手
は軽めの練習。距離種目に参加する栗原選手は、朝からスノーハープで
23km程の練習。

17時～監督会議、18時～開会式・懇親会に3名参加。

櫻井選手、石塚選手は、夜中に到着。
03／4（土）午前：回転競技（とおみゲレンデ）全長248m、平均斜度19度

（晴れ）朝食6時。7名出走。旗門不通過で残念ながら失格1名。
午後：距離競技（スノーハープ）男女距離競技（クラシカル3Km）
選手・役員・応援が、急ぎ会場を移動。久々に1名出走。見事得点ゲット。
19時30分、鎌倉ミーティング。木島平から移動した選手5名夜合流。

高得点が期待された三輪選手がインフルエンザのため急遽不参加。
0　3／5（日）午前：大回転競技（とおみ一いいもりケ～レげ）全長864m、平均斜度16．5度

（晴れ）朝食6時。11名出走。補助役員と選手の協力でヤッケ降ろしも臓軋
午後：継走競技（スノーハープ）（1Kmx2周Ⅹ3名）12時スタート。

鎌倉からのエントリーはないため、帰り支度をしてスノーノーデに向かう。

閉会式．13時。組別に6位までの表彰となり、14時頃に終了した。
○宿泊先は、ペンション「ノンネル」、会場まで歩いて10分程度。宿泊棟に乾燥室

＆ワックスルームがあった仁　スキヤーズルームで部屋内に2階があった

が、急階段のため、2部屋を和室に変更。食事は例年より良好。
○結果は次のとおりです。

回転競技：女子成年R
男子成年G
男子成年D
男子成年B

大回転競技．女子成年A

女子成年B

男子成年G
男子成年E
男子成年D
男子成年B

軒離競技　‘男子成年8

9位深谷　日登美、DF赤羽根亮子
1位山本尚、男子成年F l0位田代光弘、
2位石塚俊逸、9位櫻井俊輔
5位栗原崇
1位鈴木実乃里、DS　三輪藍子
9位赤羽根亮子、10位深谷日登美
3位山木尚、男子成年F12位田代光弘、
3位中島克人
1位石塚俊逸、男子成年C　5位竹本雅語
4位代田優、8位栗原崇、13位久木正晴
8位栗原崇。距離リレー競技：エントリーなし

団体　　：8位　256．52点（前回10位、120点　前々回9位、170点）

（1位相模原1020点、2位横浜921点、3位川崎660点、4位小田原500点）
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行　事名 �第35回ジュニアスキー 

会　　場 �ふじてんスノーリゾート 

期　　日 �平成29年3月11日（土） 

参加人員 �29名（男の子18名、女の子11名） 

役　　員 �主担当：赤羽根、副担当：冨田 
講師：加藤、小谷、野尻、池田、深谷、片岡 

会　　費 �参加費17，000円 

概況報ロ �【全体を通じて】 
・参加人数は29名。バスは大型（45名乗り）1台となった。 

・バス配車は予定通りで、集まりもよく、予定より5分早く6：45に出嵐， 

・薪湘南バイパス、圏央道（海老名JCT）、足柄SAでトイレ休憩、御殿場IC、富士五湖道路 

を経て、スキー場には概ね予定通り到着。 
・途中御殿場では雲が多く富士山が見えなかったが、現地の天候は1日や晴れていた。富 

土山をはじめ、南アルプスなどもよく見えた。 
・今年はコンテナを借り、レンタルスキ】の受け渡しをコンテナ内で実施した。 

・バスが1台だったため、男の子はコンテナの中で着替えてもらった。 

・コンテナでは、スキーウェアは名前がついていてハンガーにぶら下がっていた。また、スキ 

ーも1本1本子どもの名前が貼っていて、昨年度と違って改善されていた。 

・晴れた土曜日とあって、スキー場やリフトは大混雑だった。昼食のレストランも混んでい 

て、席を探すのが大変だった。 
・帰路は、足柄SAへ寄り、軽食を購入し、バスの中で夕食を済ませた。 

・東名高速の渋滞もほとんどなく、ほぼ予定時間通りに20：00に大船に到着した。保護者の 

方に無事に帰ってきたことを報告し、子どもたちをお返しした。 

【今後の課題】 
・年々参加者が減っている。やはりお小遣いを含めて20，000円は割高感がある。場所の検 

封も含め、対策が必要。 
・ふじてんスノーリゾートは、去年まで初心者用に使っていた向かって左側の緩斜面が有料 

の遊び場となってしまい、初心者を練習させる場所がほとんどなくなっていたのが残念。 

以上 
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行　事　名 第19回　さよならスキー

会　　　場 志賀高原高天ケ原　　　宿泊：高天ケ原ホテル

期　　　日 平成29年4月7日（金）夜～4月9日（日）

参加人員 22名　（男性10名、女性12名（うち幼児1名）

役　　　員 後明、小島

会　　　費 参加費　29，000円

概況報告 ○概況

参加人数は昨年より3名少ない22名。カレンダーの関係から昨年よ
り1通遅い時期になり、既にジャイアントなど閉鎖したェリアが多か
った。ただし、今年は残雪が多く、焼額や奥志賀など長足巨離を十分に

滑走できるエリアも残っていた。天候は、一目目は良かったものの、

二日目は朝から雨が降っていたことから、出発を切り上げて帰途につ

いた。怪我人はなく、無事ツアーを終了した。

○内容
【1日目】天候：晴れのち曇り

数班に分かれてフリースキー。滑走エリアが限られるもののお客
さんが少なく、人の面では快適だった。一方気温は朝から9～10℃

と高く、雪の滑走性は極めて悪かった。服装も選択が難しく汗をか
きながらのスキーになった。

【2日目】天候：雨

天候を見てスキーを断念するメンバーが大半であった。滑走希望

者が少なく天気予報でも昼までは降り続く予定であったことから、

出発時間を1時間早め12：00出発とした。結果としてゲレンデに出

たのは2名のみ。

○次回に向けて
往路は例年順調であるものの、復路は今年も環八で渋滞にはまり

大船到着が19：00前となり時間がかかった。復路については高井戸
メンバーの利便性を聞きながら、圏央道を使うルート（高尾駅経由）
を検討したい。
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6．協会会員の表彰一資格取得・個人及び団体活動報告

（1）表彰

鎌倉市体育協会優秀選手賞　　山本　尚

〃　　　　　　　　　石塚　俊逸

鎌倉市体育協会体育功労賞　　後明　正廣

（2）資格取得

準指導員　恩塚　安幾

（3）個人活動報告

○林田優希（かまくらスキークラブ）

・1級取得

・第75回神奈川県スキー選手権大会兼第18回神奈川県ジュニアスキー大会

第2戦　回転　キッズB女子　優勝
・ナスター公認「第14回岡部哲也＆石井スポーツ　ジュニアアルペンカップ

IN軽井沢プリンスホテル」小学3・4年女子の部　大回転　優勝

（4）団体活動報告

鎌倉市体育協会スポーツ祭ボーリング大会・‥団体準優勝　鎌倉スキー協会

（平成29年1月29日（土）湘南ボール）
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8．平成30年度役員・顧問

会　　長　　　加藤　国夫

副会長　　　田代　光弘

小谷　誠

理事長　　　池田　一紀

副理事長　　　徳元　修一

理　　事　　　古谷　省吾

恩塚　安幾

今村　武夫

三浦　秀也

秋丸　幸治

冨田　和樹

塚本　良太

赤羽根　亮子

小島　正彦

後明　正贋

櫻井　俊輔

吉田　俊史

柴田　浩治

会　　計　　　米倉　孝則

監　　事　　　高橋　哲夫

顧　　問　　　山本　豊

田中　栄

志賀　弘

水島　三千夫

田村　簾右

増田　義昭

熊沢　一二

岡田　幸一

（かまくらスキークラブ）

（三菱プレシジョン）

（ジョビアルスキークラブ）

（かまくらスキークラブ）

（ジョビアルスキークラブ）

（JR大船工場スキー部）

（三菱電機鎌倉スキークラブ）

（ザ・スキーヤーズ）

（昌運スキークラブ）

（三菱プレジションスキークラブ）

（かまくらスキークラブ）

（三菱電機大船スキークラブ）

（ジョビアルスキークラブ）

（東レ鎌倉スキークラブ）

（SKI TEAM CAMELLIA）

（チーム鉢の木）

（SKI TEAM CAMELLIA）

（三菱電機大船スキークラブ）

（ザ・スキーヤーズ）

（JR大船工場スキー部）

（かまくらスキークラブ）

（三菱電機鎌倉スキークラブ）

（三菱プレジションスキークラブ）

（かまくらスキークラブ）

（かまくらスキークラブ）

（ジョビアルスキークラブ）

（かまくらスキークラブ）

（ジョビアルスキークラブ）
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9．平成30年度活動計画

行事予定表（案）

行　事　名 �日　　程 �会　　場 �募集 人員 

（1）第25回親睦ゴルフ大会 �H29．6．4（日） �富士箱根カン‖－タラデ �17 

（2）第24回親睦テニス大会 �H29．9．3（日） �東レテニスコート �多数 

（3）第26回親睦ゴルフ大会 �H29．10．中旬（目） �未定 �16 

（㊥第14回レベルアップ講習会 �H29．12．2（土）～3（日） �丸沼高原 �10 

（5）第36回ジュニアスキー教室 �H30．1．13（土） �カムイみさか 　　スキー場 �60 

（ゆ第29回鎌倉スキー大会 �H30．1．19又は26（金）練習 �木島平スキー場 �多数 
＆第28回スキー競技合宿 �H30．1．20又は27（土）大会 

（7）第4担】平日シニアスキー �H30．2．4（目）～6（火） �野沢温泉 �希望者 

（醐第13回ゆったりスキー �（※休止） �－ �－ 

（9）第69回市町村対抗スキー 競技会 �H30．3．2（金）～4（日） �白馬五竜スキー場 �未定 

（10）第37回ジュニアスキー教室 �H30．3．10（土） �ふじてんスノー �35 

＆ファミリースキー ��リゾートスキー場他 

（11）第20回さよならスキー �H30．4．6（金）～8（目） �志賀高原 �35 

（注）行事予定表（案）は、都合により行事開催の有無及び日程変更など行われることがありま

すので、必ず行事開催時期の前に、詳細をご確認ください。
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鎌倉スキー協会規約

（名称）
第1条　本協会は鎌倉スキー協会と称する。

（組織）
第2条　本協会は、スキー（スノーボードを含む、以下同じ）愛好者団体（以下所属団体

という）をもって組織し、（公財）神奈川県スキー連盟、鎌倉市体育協会に加
盟する。

（目的）

第3条　本協会はスキーの健全なる普及発展、また所属団体及びその会員相互の親睦を図
ることを目的とする。

（事業）
第4条　本協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）スキーの普及及び向上を図るための事業

（2）各団体の発展と相互の融和を図る
（3）スキー競技大会の開催及び参加
（4）その他目的を達成するために必要な事業

（役員・名誉会長・顧問）
第5条　本協会に次の役員を置く。

（1）会　　　長　　　　1　名

（2）副　会　長　　　　　2　名

（3）理　事　長　　　　1　名

（4）副理事長　　　　1　名
（5）理　　　事　　　　若干名
（6）会　　　計　　　　1　名

（7）監　　　事　　　　1　名

2．名誉会長・顧問を置くことができる。

（1）名誉会長　　　　1　名

（2）顧　　　問　　　　若干名
3．役員は次の資格を有する者とする。

役員は、本協会に加盟する所属団体の会員で、全日本スキー連盟に個人登録してい
る者とする。

（役員の選任）
第6条　役員の選任は、次の方法による。

（1）理事は、各所属団体から1名とし、理事事故あるときは補欠する。
（2）理事長、副理事長は、理事が互選する。
（3）会長、副会長は、理事会が選出する。
（4）会長が適当と認める者は、理事会の承認を得て理事に選出することができる。
（5）会計及び監事は理事会が連出し、会長が委嘱する。
（6）名誉会長及び顧問は、理事会の推薦で会長が委嘱する。

2　理事が理事を除く役員に遷出されたときは、その所属団体は別に1孝．の理事を選出

するものとする。
3　役員として不適切な行為が認められるときは理事会の議決を持って解任することができる。

（役員・顧問の義務）
第7条　役員の職務は、次のとおりである。



（1）会長は本協会を代表し、会務を総括する。
（2）副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
（3）理事長は理事会を統括し、事業を執行する。
（4）副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代理する。
（5）会計は会長の命を受け、会計を把握し、監事は会計を監査する。
（6）顧問は会長の諮問に応ずる。

（役員の任期）
第8条　役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2　役員は任期満了しても後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
3　補欠された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は現任者の

残任期間とする。

（理事会）
第9条　本協会に理事会を設ける。
2　理事会は必要に応じて会長が召集する。
3　理事会は監事を除く役員で構成する。

（理事会の議決）
第10条　理事会は協会の最高議決機関とする。
2　理事会は理事の3分の2以上を以て成立し、議事は出席者の過半数を以て決する。

（会計年度）
第11条　本協会の会計年度は毎年5月1日より翌年4月30日までとする。

（収入）
第12条　本協会の経費は所属団体の負担金・登録料、助成金、寄付金、その他の収入を以

て充てる。

（規則の補足と規約・規則の改廃）
第13条　規約の他に、規約を補足するため、規則を設けることができる。
2　規約・規則の改廃は、理事会の決議によらなければならない。

（加盟の方法）
第14条本協会に加盟するには、所属団体が入会金及び会費をそえて申し込み、理事会の

承認を得る。

（脱退）
第15条本協会を脱退する場合は、その旨を会長に申し出て、理事会の承認を得る。

（除名）
第16条所属団体が本協会の規約に違反したとき、または不適切な行為を行ったと認めた

ときは理事会の議決を持って、除名することができる。

（負担金・入会金）
第17条所属団体は、毎年度負担金を納入しなければならない。
2　本協会の負担金、入会金等は理事会においてこれを定める。

（補則）
第18条　この規約は、昭和37年11月1日から施行する。
2　この規約は、昭和56年4月1日から施行する。（副理事長を設置、他）

3　この規約は、平成　8年5月1日から施行する。（名誉会長を設置、他）
4　この規約は、平成26年4月1日から施行する。（名称、組織、目的等変更、他）



第23回ゴルフコンペ

第24回ゴルフコンペ

第34回ジュニアスキー教室

第23回テニス大会

第13回レベルアップ講習会

第28回鎌倉スキー大会 第3回平日シニアスキー



第12回ゆったりスキー
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第35回ジュニアスキー教室

第19回さよならスキー 鎌倉市体育

協会表彰


