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2019 年度 事業報告 

正会員・賛助会員はじめ、皆様のご協力により予定の事業を無事遂行する事が出来ました。 

皆様のご理解、ご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。 

2019 年度は、「野沢温泉 ビックゲレンデと温泉を楽しむ旅」に代わり、新規行事としてホテル玄関前からスキーを履い

てゲレンデに出られる「タングラム斑尾エンジョイスキー」を実施しました。 

また、県連とコラボの「第 35 回指導員会フェスティバル」は、老若男女の多くの参加者を集め盛大に行われました。

更に、将来のスキーヤー育成を目指し、ジュニアを対象とする「雪とのふれあい体験教室」などに講師の派遣協力を行い

ました。 

会報につきましては、6号を発刊しました。各行事の詳細案内やクラブの紹介などを掲載し、会員（正会員・賛助会員）

の皆様への情報提供をしました。 

会員の皆様が一人でも多く参加いただき、楽しかったと言っていただけるように努めてまいりました。 

以下に2019 年度の各行事の概要を報告致します。 

（１） 各行事概況 
項 行事名 開催日 参加

者 

行事内容 

0 
総会・夏季懇親会 

(NEC玉川ｸﾗﾌﾞ) 

2018. 

 7/ 7 

総会

95 

懇親

83 

総会:前年度報告、次年度計画提案を議決した。 

特別講演：長澤弘様「膝関節の痛みとリハビリテーション」 

懇親会：新入会員歓迎紹介等参加者の懇親を深めた。 

１ 
第97回親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ秋

季大会(上野原CC) 

2018. 

10/25 
52 

神奈川県スキー連盟、各協会・クラブ、都連、山梨県連からの

参加者との親睦を図れたコンペとなる。 

２ 

志賀高原初滑りセミナ

ー 

(高天ヶ原ｽｷｰ場) 

2018. 

12/8-9 
34 

今シーズンよりスキー場、宿泊先を変更し実施。講師は塚脇ｵｰ

ｽﾄﾘｱ国家検定員、伊藤ｽﾍﾟｼｬﾙﾚｯｽﾝｺｰﾁ、金井ｺｰﾁ。夜は、伊藤コ

ーチによる全員のビデオクリニックも実施。 

３ 

タングラム斑尾エンジ

ョイスキー(タングラム

スキーサーカス) 

2019. 

1/20-22 

21 

 

新規ツアーとして、野沢温泉より変更した。 

ホテル玄関前よりスキー板をはいてリフトへ乗れ、部屋も洋室で

快適。転倒により捻挫の方が出たが軽症ですみました。 

４ 

第38回オール神奈川 

スキーヤーズ大会 

  (八海山麓ｽｷｰ場) 

2019. 

2/2-3 
45 

参加者は小学生～80 歳台の幅広い参加。1 日目の練習会は天候

が悪かったが山頂松の木コースを使用。2 日目の競技は、セッ

ト替えをせず好条件下で無事に終了。 

５ 

小海エンジョイスキー

＆ﾊﾞｯｼﾞﾃｽﾄへTry 

(小海ﾘｪﾂｸｽ･ｽｷｰﾊﾞﾚｰ) 

2019. 

2/28-3/2 
44 

雨が降る中、横浜を出発。ゲレンデは雪不足で一部で閉鎖があ

ったが、支障なく楽しめた。2 日目は、バッジテストを実施し 1

級 1 名、2 級 1 名が合格。3 日目は混んでいたが無事終了。 

６ 

エーデルワイス&ハン

タマ&塩原温泉の旅  

(ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ・ﾊﾝﾀｰﾏ

ゥﾝﾃﾝ) 

2019. 

3/9-11 
27 

初日はｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ。土曜でも空いており楽しく滑走。2 日目ﾊﾝﾀｰﾏ

ｳﾝﾃﾝで整備されたゲレンデを気持ち良く滑走。3 日目は雨でス

キーは中止。毎夜恒例のｶﾗｵｹで大盛上り。 

7 

第35回指導員会フェス

ティバル・県連コラボ行

事  (車山高原SKYPARK

ｽｷｰ場) 

2019. 

3/23-24 
100 

SAK 研修会とコラボも定着してきたが去年より46 名減となった。

開会式は県連と合同で開催の後、講習会、GS 練習、甘酒、ﾁｭｰﾋﾞﾝ

ｸﾞ。夜は岡谷太鼓、役員のｱﾄﾗｸｼｮﾝ、抽選会、パーティーと大盛上

り。2日目 GS 大会はスラロームコースにて開催。 

8 
第98回親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾞ春

季大会  (上野原CC) 

2019. 

5/23 
44 

神奈川県スキー連盟、各協会・クラブ、都連、山梨県連からの

参加者との親睦を図れたコンペとなる。 

① 
SIJフェスティバルコ

ラボ行事（白馬八方尾

根スキー場） 

2019. 

4/6-7 
14 

北海道：１名、埼玉県：２名、千葉県：３名、神奈川県：８名

の参加にて開催。 

他県連の方々と懇親を深めた。 

Ａ 
雪とのふれあい行事 

県連主催コラボ（菅平） 

2019. 

2/16-17 

講師 

2 

県連主催で平塚スキー協会コラボのジュニアスキー教室に講師

として２名が参加。 

Ｂ 

ジュニアスキーツアー 

スノーヴァ新横浜企画

支援（富士見・日帰） 

2019. 

1/19 

講師 

14 

参加者：２７名にて、ジュニアテスト・３級以下を実施。 

３級：１名、JR２：２名、等計９名が合格。 

Ｃ 

ジュニアスキーツアー 

スノーヴァ新横浜企画

支援（小海・１泊） 

2019-3/

9-10 

講師 

8 

参加者：３４名にてジュニアテスト・級別を実施。 

１級：３名、２級：４名等計８名が合格 

JR１：２名、等計７名が合格 
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（２） 幹事会 

期日 事業内容 会場 期日 事業内容 会場 

2018/ 6/17 第 1 回幹事会 横浜 松竹 2019/ 2/ 21 第 4 回幹事会 神奈川県社会福祉会館 

2018/ 7/26 第 2 回幹事会 神奈川県社会福祉会館 2019/ 4/ 10 第 5 回幹事会 県民センター会議室 

2018/ 10/26 第 3 回幹事会 神奈川県社会福祉会館 2019/ 4/ 25 三役会 町田市民フォーラム 

2019/ 1/9 新年会 川崎 松竹 2019/ 5/ 30 第 6 回幹事会 県民センター会議室 

協賛企業（順不同・敬称略） 

指導員会フェスティバル・オール神奈川スキーヤーズ大会・親睦ゴルフコンペ等への賞品提供、リフト券割引、バ

ンク指導員受入、会報・ホームページへの広告掲載等にご協力いただきました。 

スキー場関係 

信州綜合開発観光株式会社（車山高原 SKYPARK スキー場） 

サンメドウズ清里スキー場、八海山麓スキー場 

ふじてんリゾート（富士観光開発株式会社） 

スノータウン イエティー、白馬五竜スキー場 

武尊山観光開発株式会社（宝台樹/オグナほたか） 

カムイみさかスキー場、スノーヴァ新横浜 

神立高原スキー場、富士見パノラマリゾート 

ハンターマウンテン塩原、ホワイトワールド尾瀬岩鞍 

ニュー･グリーンピア津南 

斑尾高原スキー場、タングラム斑尾 

スクール関係 

杉山スキー＆スノースポーツスクール（奥志賀） 

戸狩スキー学校、 

パノラマスノーアカデミー（富士見パノラマ） 

八ヶ岳山麓スキー学校、 

カムイみさかスキースクール 

用品・用具関係 

 

ゴルフ場関係 

上野原カントリークラブ  

マリンスポーツ関係 

ピュアスポーツ（片瀬海岸 江ノ島） 

宿泊施設関係 

八海山麓観光協会 

旅館みやま（尾瀬武尊 花咲温泉 花の湯） 

妙高高原 ホテル金甚 

スポーツショップ関係 

有限会社 保一堂スポーツ 

株式会社スポーツオフィス ナビゲーション 

ジェイ・ハウス 

スキーハウス 長野（おらほ NAGANO） 

Mt.石井スポーツ横浜店 

旅行関係 

株式会社 シティーフェイス 

株式会社 スノーアンドマウンテントラベル 

その他 

有限会社 コトウ       

みなと亭 せりえ鍼灸室 

ボーヤ株式会社 
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2019 年度 収支計算総括表                    2018 年 6 月 1日から 2019 年 5 月 31 日まで 

収入の部 支出の部 

科 目 予算額 決算額 差 額 科 目 予算額 決算額 差 額 

会費 計 780,000 741,000 39,000 事業費 5,70,000 5,854,611 -154,611 

  1）年会費 680,000 611,000 69,000 負担金 160,000 152,439 7,561 

  2）賛助会費 100,000 130,000 -30,000  1）日本指導者協会 60,000 60,000 0 

受取利息 50 24 26  2）県連事務所費 100,000 92,439 7,561 

事業費 6,000,000 6,139,000 -139,000 会議費 380,000 381,950 -1,950 

ＨＰ協賛広告 20,000 16,000 4,000 印刷費 300,000 147,610 152,390 

会報広告 220,000 155,000 65,000 通信費 252,000 377,472 -125,472 

寄付金 0 0 0 振込手数料 8,000 3,888 4,112 

その他(ｸﾞｯｽﾞ代金等) 120,000 107,363 12,637 事務用品 30,000 5,035 24,965  
   事務雑費 10,000 0 10,000 

     渉外費 100,000 89,902 10,098 

     その他支出 40,050 99,808 -59,758 

     (ｸﾞｯｽﾞ購入関連) 60,000 0 60,000 

     次期記念事業積立 100,000 100,000 0 

当期収入合計 A 7,140,050 7,158,387 -18,337 当期支出合計 C 7,140,050 7,212,715 -72,665     
収支差額 A-C 0 -54,328 -54,328 

前期繰越金 794,488 794,488 0 次期繰越金 B-C 794,488 740,160 54,328 

収入合計 B 7,934,538 7,952,875 -18,337 支出合計 B 7,934,538 7,952,875 -18,337 

2019 年度 事業別収支実績表 

  事 業 名 収 入 支 出 差 額 参加人員 

0 総会及び夏期懇親会  298,000 311,050 -13,050 89 

1 第 97 回親睦ゴルフコンペ（秋季大会） 218,000 172,192 45,808 52 

2 志賀高原初滑りセミナー 772,500 703,461 69,039 34 

3 タングラム斑尾エンジョイスキー 756,000 755,305 695 21 

4 第 38 回オール神奈川スキーヤーズ大会 313,000 294,113 18,887 45 

5 小海リエックスエンジョイスキー＆バッジテストへＴｒｙ 1,546,000 1,433,212 112,788 44 

6 エーデルワイス＆ハンタマ＆塩原温泉の旅 461,000 459,597 1,403 27 

7 第 35 回神奈川県スキー指導員会フェスティバル 1,584,000 1,568,793 15,207 100 

8 第 98 回親睦ゴルフコンペ（春季大会） 190,500 156,888 33,612 44 

①  ＳＩＪ懇親スキーフェスティバルコラボ・コラボ行事 0 0 0 42 

A ジュニア雪とのふれあいツアー・県連コラボ行事 0 0 0 31 

B 雪とのふれあい体験/スノーヴァ新横浜企画行事支援 0 0 0 8 

C 雪とのふれあい体験/スノーヴァ新横浜企画行事支援      
合計 6,139,000 5,854,611 284,389 548 

2019 年度 財産目録                              2019 年 5 月 31 日 現在 

資産の部    科       目       金    額      (単位：円)  
流動資産      

  

  

現 金  現金手許有高 5,181   

普通預金    本会計口座 131,372   

普通預金    行事口座 603,607   

郵便局口座  0   

今年度次期繰越金合計 
 

740,160  

ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ在庫分 31,941    
流動資産合計   772,101 

 

 
固定資産  

  

什器備品 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ 22,485   

記念行事積立金(定期預金） 747,407    
固定資産合計   769,892 

 

資 産 合 計    1,541,993 
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2020年度事業計画 （案） 

執行方針 

 会員の皆さま、県スキー連盟、各スキー協会・クラブと緊密に連携し、積極的に事業を行うことでスキー界の活

性化と当会の発展に繋げてまいります。 

 

【基本方針】 

⒈ 老若男女が、参加しやすい開かれた会とする。 

⒉ [会員のために]を、最優先にした運営を行う。 

 

【具体的な行動】 

⒈ 広報活動：会報・ホームページの充実、ブログ・メルマガにより会員の皆さまへタイムリーな情報を発信。 

⒉ サービス：指導員バンクの充実化、コソ練者無料レッスン、リフト券割引スキー場等の協賛企業の拡充。 

⒊ 行  事：新規行事の企画・実施、既存行事の見直し。 

⒋ 財  政：会員（正・賛助）を募ることで、会費以外の財源比率を下げ、健全な財政状態とする。 

⒌ ジュニア：県スキー連盟、スノーヴァ新横浜のJr行事支援及び、毎月１回のJrスキー教室の支援。             

 

 

年間行事 

行事No 行事名 実施期日 

0. 定期総会及び懇親会 2019年7月13日 

１. 第99回 親睦ゴルフコンペ（秋季大会） 2019年10月24日 

２. 志賀高原 初滑りセミナー 2019年12月7日〜8日 

３. タングラム斑尾 エンジョイスキー 2020年1月23日〜25日 

４. 第39回オール神奈川スキーヤーズ大会 2020年2月8日〜9日 

５. 小海リエックス エンジョイスキー＆バッジテストへＴｒｙ 2020年2月27日〜29日 

６. ハンターマウンテン塩原と塩原温泉の旅 2020年3月14日〜16日 

７. 第36回神奈川県スキー指導員会フェスティバル 

(公財)神奈川県スキー連盟教育本部行事車山Ⅳ・コラボ行事 

2020年3月28日〜29日 

８. 第100回親睦ゴルフコンペ（春季大会） 2020年5月21日 

   *．以下記載の会費・費用は、消費税等の関係上変更になる場合があります。 

 

１ 第 99 回 親睦ゴルフコンペ（秋季大会） 

 日程    2019 年 10 月 24 日（木） 

 会場    上野原カントリークラブ  

 定員/会費  48 名/会費 14,300 円（１Ｒ、ｷｬﾃﾞｨ、昼食、税込） 参加費：3,500 円（パーティ、賞品） 

 

２ 志賀高原初滑りセミナー 

 日程     2019 年 12 月 7（土）～8 日(日) (ホテルサニー志賀に現地集合) 

 会場     志賀高原高天原スキー場(雪不足時はスキー場変更あり) 

 定員/費用 40 名/企画中 １泊 2 日 2 食・ﾜｰｸｼｮｯﾌ方式ﾟによる 3 ﾚｯｽﾝ・ﾘﾌﾄ券割引及び希望者は前泊あり 

 講師      ｵｰｽﾄﾘｱ国家検定ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｺｰﾁ＆国家検定スキー教師 塚脇誠氏 他 

 

３ タングラム斑尾エンジョイスキー 

 日程      2020 年 1 月 23 日(木) ～25 日(土)  往復ﾊﾞｽ 

 会場      タングラムスキーサーカス   

 定員/費用 35 名 /企画中  2 泊 3 日４食、全日ﾘﾌﾄ券付、ﾊﾞｽ代込み 
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４ 第 39 オール神奈川スキーヤーズ大会・ ポール講習会 

 日程     2020 年 2 月 8 日(土)～9 日(日) 

 会場      八海山麓スキー場  

 定員/費用 100 名/大回転 ２本 7,000 円 ﾎﾟｰﾙ講習料 午前 1,500 円 午後 1,500 円 予定 

 競技種目/参加資格/競技規則  大回転競技 2 本合計 /制限を設けない / SAJ 競技規則準拠 

 その他    神奈川県連ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ(ＳＡＫ競技者管理登録者で競技選手の部出場者) 

５ 小海リエックス エンジョイスキー＆ バッジテストへＴｒｙ 

 日程      2020 年 2 月 27 日（木）～2 月 29 日(土)  往復ﾊﾞｽ   

 会場      小海リエックス･スキーバレー 

 定員/費用  40 名/企画中  2 泊 3 日４食、全日ﾘﾌﾄ券付、ﾊﾞｽ代込み  

 その他  バッジテスト開催（受験料・バッジ代・認定料は別途必要です） 

６ ハンターマウンテン塩原と塩原温泉の旅 

 日程      2020 年 3 月 14 日（土）～16 日（月）   往復ﾊﾞｽ  ※１泊２日も可 

 会場      ハンターマウンテン塩原   

 定員/費用 40 名/ 企画中 2 泊 3 日 4 食、ﾊﾞｽ代込み、ﾘﾌﾄ割引あり ※1 泊 2 日は 5,000 円引き 

７  第 36 回神奈川県スキー指導員会フェスティバル ・(公財)神奈川県スキー連盟教育本部行事車山Ⅳ・コラボ行事 

 日程    2020 年 3 月 28 日（土）～3 月 29 日（日） 

 会場    車山高原 SKYPARK スキー場 

 定員/費用 150 名/企画中 1 泊 2 日 2 食、ﾘﾌﾄ２日券付、講習会・ﾎﾟｰﾙ練習会・GS 大会・ﾊﾟｰﾃｨ費含む 

リフト券・寝具不要の幼児は無料、希望者は前泊あり（有料）  

その他  （公財）神奈川県スキー連盟「車山Ⅳ」指導者研修会・クリニックとして認められます 

８ 第 100 回記念親睦ゴルフコンペ（春季大会） 

 日程    2020 年 5 月 21 日（木） 

 会場    上野原カントリークラブ 

 定員/会費  48 名/会費 14,600 円（１Ｒ、ｷｬﾃﾞｨ、昼食、税込） 参加費：3,500 円（パーティ、賞品） 

 

2020 年度予算 (案)    2019 年 6 月 1 日から 2020 年 5 月 31 日まで 

収入の部 支出の部 

科 目 予算額 前年度実績 差 額 科 目 予算額 前年度実績 差 額 

会費 計 780,000 741,000 39,000 事業費 5,800,000 5,854,611 -54,611 

1）年会費 680,000 611,000 69,000 負担金 160,000 152,439 7,561 

2）賛助会費 100,000 130,000 -30,000 1）日本指導者協会 60,000 60,000 0 

受取利息 40 24 16 2）県連事務所費 100,000 92,439 7,561 

事業費 6,000,000 6,139,000 -139,000 会議費 380,000 381,950 -1,950 

ＨＰ協賛広告 20,000 16,000 4,000 印刷費 160,000 147,610 12,390 

会報広告 220,000 155,000 65,000 通信費 350,000 377,472 -27,472 

寄付金 0 0 0 振込手数料 5,000 3,888 1,112 

その他(ｸﾞｯｽﾞ代金

等) 

80,000 107,363 -27,363 
事務用品 

10,000 5,035 4,965 

    事務雑費 10,040 0 10,040 

     渉外費 100,000 89,902 10,098 

     その他支出 20,000 99,808 -79,808 

     (ｸﾞｯｽﾞ購入関連) 5,000 0 5,000 

     次期記念事業積立 100,000 100,000 0 

当期収入合計 A 7,100,040 7,158,387 -58,347  当期支出合計 C 7,100,040 7,212,715 -112,675 
   

 
収支差額 A-C 0 -54,328 -54,328 

前期繰越金 740,160 794,488 -54,328  次期繰越金 B-C 740,160  740,160 0 

収入合計 B 7,840,200 7,952,875 -112,675  支出合計 B 7,840,200 7,952,875 -112,675 
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コラボレーション・支援行事関係 

行事 No 行事名  実施期日 

①  ＳＩＪフェス支援ティバル・コラボ行事（福島箕輪スキー場） 2020 年 4 月 4 日〜5 日 

① ＳＩＪ懇親スキーフェスティバル・コラボ行事 

 日程      2020 年 4 月 4 日（土）～ 5 日（日）1 泊 2 日 

 会場      福島箕輪スキー場  

 定員/費用  20 名/ 12,000 円 （宿泊代、講師料・懇親会費他）予定 

 

行事No 行事名  実施期日 

Ａ. ジュニア雪とのふれあいスキーツアー・ＳＡＫコラボ行事） 2020年2月15日〜16日  

Ｂ. ジュニアスキーツアー（その 1）・スノーヴァ新横浜支援 2020年1月18日 

Ｃ. ジュニアスキーツアー（その 2）・スノーヴァ新横浜支援 2020年3月14日〜15日 

A   ジュニア雪とのふれあいツアー・神奈川県スキー連盟コラボ行事（菅平） 

 日程     2020 年 2 月 15 日〜16 日予定 

 会場     菅平スキー場  

 定員/費用  （公財）神奈川県スキー連盟企画を参照 

 

B,C 雪とのふれあい体験教室/ スノーヴァ新横浜企画行事支援   

 日程      第１回 2020 年 1 月 18 日（土）予定 

第２回 2020 年 3 月 14 日（土）～ 15 日（日）1 泊 2 日 予定  

 会場    第 1 回：富士見パノラマリゾート/第 2 回：小海リエックス･スキーバレー 

 定員/費用  各 40 名/スノーヴァ新横浜企画を参照（問合せ先：スノーヴァ新横浜）   

交通費、講習、ﾘﾌﾄ券代含む、昼食付  

スノーヴァ新横浜が企画するジュニアスキーツアーに指導員会会員の講師を派遣してスキースクー

ルを実施しています。 

 

日本スキー指導者協会関係 

活動報告 

神奈川県選出役員(2018～2019 年度)について 

副会長 水島 秀夫、理事長 水島 三千夫、理事 大山 重彦、代表委員 中森 博文 

顧問 大澤 佑吉、顧問 榎本 勝雄、事務局長 藤木 昇(理事)、事務局員 川田 光代 

 

来年度活動計画 

神奈川県選出役員(2019～2020 年度)について 

理事長 水島 三千夫、理事 大山 重彦、代表委員 酒井 祐一郎 事務局長 藤木 昇(理事) 

顧問 大澤 佑吉、顧問 榎本 勝雄、顧問 水島 秀夫、事務局次長 川田 光代 事務局員 西園 勉 

 行  事 期  日 会  場 

1 第 25 回 SIJ 親睦ゴルフ大会 
2018/10/13( 土 ) ～

14(日) 

前夜祭 ホテル/コテージ 

那須カントリークラブ 

２ 第 18 回みんなで行こう SAJ スキー大学 2019/1/11(金)～14(月) 
ルスツリゾートスキー場 

ルスツリゾートホテル 

３ 2019SIJ 懇親ｽｷｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 白馬八方 2019/4/6(土)～7(日)  
白馬八方スキー場 

 

 行  事 期  日 会  場 

1 第 26 回 SIJ 親睦ゴルフ大会 
2019/10/19( 土 ) ～

20(日) 

前夜祭 ホテル/コテージ 

那須カントリークラブ 

２ 第 19 回みんなで行こう SAJ スキー大学 2020/1/10(金)～13(月) 
ルスツリゾートスキー場 

ルスツリゾートホテル 

３ 2020SIJ 懇親ｽｷｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 箕輪 2020/4/4(土)～5(日) 
福島県箕輪スキー場 ホテルプルミ

エール箕輪 
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2020 年度  神奈川県スキー指導員会役員名簿（案） 

 

役   職 氏   名 協 会 役   職 氏   名 協 会 

顧 問 須田 恒男 横浜 会 長 水島三千夫 鎌倉 

本田 安男 横浜 副会長 藤木 昇 横浜 

和久井 民雄 平塚 酒井祐一郎 茅ヶ崎 

角田 高一 相模原市   

清水 明 横浜 幹 事 

(幹事:分署は幹

事会にて決定) 

川田 光代 大和市 

野地 澄雄 小田原 臼井 精司 相模原市 

井駒 利一 横浜 筑田 則和 横須賀 

古藤 公昭 相模原市 川原 昭彦 相模原市 

草彅 純也 川崎 髙原 照夫 小田原 

大澤 佑吉 川崎 佐藤 精一 相模原市 

水島 秀夫 横浜 岡田 秀男 横浜 

榎本 勝雄 茅ヶ崎 大場 久也 横浜 

大山 重彦 横浜 久保 智巳 横浜 

川岸 保貴 愛川町 桂林 正彦 平塚 

  原田 実 川崎 

参 与 平賀 淳夫 川崎 土屋 直樹 横須賀 

村越 進 横浜 西園 勉 鎌倉 

岡本 秀明 相模原市 阿部 光男 横浜 

小林 学 三浦市 土橋 竜太郎 川崎 

山本 学 横須賀   

川上 渉 横浜   

  
監査役 高橋 傳 川崎 

名誉会長 中森 博文 相模原市 橘  紀典  鎌倉 

      各部の担当者は幹事会で決定する 
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神奈川県スキー指導員会(SKI INSTRUCTORS KANAGAWA)規約 
          第１章  総  則  

（名 称） 

第１条 本会は神奈川県スキー指導員会(SKI INSTRUCTORS KANAGAWA略称S.I.K.)と称す

る。  

（事務所）  

第２条 本会の事務所を次の場所に置く。 

    横浜市神奈川区台町１６－１ソレイユ台町４０７号 財団法人神奈川県スキー

連盟内            

第２章  目  的  

（目 的）  

第３条 本会は、情報の伝達及び交換をとおして、会員の資質向上を図り、スキー界の

活性化と社会体育の伸展に寄与することを目的とする。 

（事 業）  

第４条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。  

 (１) 親睦を図るための事業の開催  

 (２) 情報の収集及び伝達  

 (３) スキー技術の研究  

 (４) 地域スポーツ振興に係わる事業 

 (５) 財団法人神奈川県スキー連盟及び各協会との協調による事業  

 (６) 日本スキー指導者協会及び各都道府県指導員会との協調による事業  

 (７) その他本会の目的達成のため必要な事業 

          第３章  会  員  

（会 員）  

第５条 本会には次の会員を置く。 

 (１) 正会員 本会の正会員は財団法人全日本スキー連盟に登録されて いる指導者

とする。 

 (２) 賛助会員 本会の目的及び事業に賛同し活動を支援する個人を賛助会員とする。  

 (３) 協賛会員 本会の目的及び事業を支援する団体を協賛会員とする。  

（入会及び退会）  

第６条 本会に入会を希望する者は所定の入会申込書に別に定める年会費を添えて会

長宛に届け出ること。 

 ２  会員が退会するときは退会届を会長宛に届けること。  

 ３  会員が３会計年度を越えて会費を滞納したときは退会したものとみなす。 

（除 名）  

第７条 会員が次の各号に該当する場合は幹事会の議を経て会長がこれを除名するこ

とができる。 

 (１) 会員として自らの名誉を著しく傷つけたとき。 

 (２) 本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。 

          第４章  役  員  

（役 員）  

第８条  本会に次の役員を置く。  

  (１) 会 長     １名     (４) 副幹事長   若干名 

  (２) 副会長     ３名     (５) 幹事     若干名 

  (３) 幹事長     １名     (６) 監査役      ２名 

 （役員の選任）  

第９条 役員は別に定める役員選考規程に基づき総会において選任する。 

 ２ 正副幹事長は、幹事の互選により選出する。 

３ 役員に欠員を生じた場合は別に定める役員選考規程に基づき選出する。  

（役員の任期）  

第１０条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。  
 ２ 第９条２項による役員の任期は前任者の残任期間とする。  

 
第１１条  役員の任務は次の各項による。 

(１) 会長は本会を代表し会を統括する。 

  (２) 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する。  

  (３) 幹事長は総会の決議に基づき会務を執行する。  

  (４) 副幹事長は幹事長を補佐し会務を執行する。  

  (５) 幹事は執行担当の会務を処理する。 

  (６) 監査役は会計及び事業を監査し、総会に報告する。  

（名誉役員）  

第１２条 本会に次に揚げる名誉役員を置き、会の運営について助言を仰ぐことができ

る。 

  (１) 名誉会長は原則として本会の会長であった者を総会に諮り会長が委嘱する。  

  (２) 顧問は本会の発展に特に功労のあった者を総会に諮り会長が委嘱する。  

  (３) 参与は本会の役員として特に功労のあった者を総会に諮り会長が委嘱する。  

           第５章    会    計  

（収  入） 

第１３条 本会の収入は、会費・寄付金・事業収入その他とする。  

 ２ 会費は次のとおりとする。  

  (１) 正会員      年額 １口 １,０００円  

 (２) 賛助会員    年額 １口 １,０００円 

  １口以上とする。 

 ３ 会計処理についての規程は別に定める。 

（会計年度）  

第１４条 本会の会計年度は毎年６月１日に始まり翌年５月３１日に終わる。 

          第６章    総    会  

（総  会）  

第１５条 総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を決議する。  

  (１) 役員の選出      (４) 規約の改廃 

  (２) 予算並びに決算    (５) その他議決を要する重要な事項 

  (３) 事業報告と事業計画  

  （構  成）  

第１６条 総会は全会員で構成し、出席会員より議長を選出する。 

（開 催）  

第１７条 総会は毎年１回、会長が招集する。 

 ２ 会長が必要と認めたとき、または過半数の会員からの請求があったときは会長は臨

時にこれを招集しなければならない。  

（議  決）  

第１８条 総会の議事は出席会員の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは議

長がこれを決定する。  

（招  集）  

第１９条 総会を招集するときは１０日前までに期日、場所、議題を明記した招集状を

会員に送付しなければならない。  

（議事録）  

第２０条 総会の議事については議事録を作成し保存しなければならない。  

        第７章    幹事会  

（幹事会）  

第２１条 幹事会は本会の執行機関であり次の会務を処理する。 

  (１) 総会決定事項の執行 (４) 会員の入退会報告と除名審議   

  (２) 予算、決算議案の作成 (５) 規約等の制定・改廃に関する手続 

 (３) 事業計画の立案、執行並びに報告 (６) その他執行に関する重要事項の審議 

（構  成）  

第２２条 幹事会は全役員により構成し、幹事長が議長となる。 

（開  催）  

第２３条 幹事会は必要に応じて会長が招集する。  

 

（議  決）  

第２４条 幹事会の議事は出席役員の過半数の同意をもって決する。可否同数の時は議

長がこれを決定する。  

（議事録）  

第２５条 幹事会の議事については議事録を作成し保存しなければならない。  

（部  会）  

第２６条 幹事会が必要と認めた場合は部会を設置し、会務を分担して執行することが

できる。 

２ 部会運営に関しては別に定める。 

           第８章    規約規程  

（規約の改廃） 

第２７条 この規約の改廃は総会の承認を得なければならない。 

（規程類の策定）  

第２８条  この規約に定めるものの他、必要な 規程類については、幹事会がこれを定

めることができる。 

      付  則  

この規約の施行は昭和３３年１月９日とする 

 

 



昭和３３年１１月 ７日 改正  

昭和５８年１１月１８日 改正  

昭和６１年１１月１６日 改正  

昭和６２年１１月１５日 改正  

平成 ２年１２月 １日 改正  

平成 ３年 ９月 １日 改正  

平成 ５年 ９月１８日 改正 

平成 ７年 ９月 ３日 改正 

平成１２年 ８月２７日 改正 

平成１４年 ９月 １日 改正 

平成１６年 ９月 ４日 改正 

平成２２年 ８月２８日 改正 

平成２３年 ８月２７日 改正 
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神奈川県スキー指導員会役員選考規程      

(目的) 

第１条 この規程は、神奈川県スキー指導員会の役員(正副会長・幹事・監査役)を選出

するさいの手続きについて定める。 

（役員候補の推薦） 

第２条 役員候補の推薦は次の通りとする 

    会員が所属する協会、クラブ、会長からの推薦（他薦）又は、会員自身の推薦

（自薦） 

（選考委員会の設置） 

第３条 役員候補の選考を円滑に進めるため選考委員会を設置する。 

(選考委員会) 

第４条 選考にあたっては、以下のとおり委員会を構成し選考にあたる。 

（１）指導員会顧問代表1名 

（２）名誉会長 

（３）ブロックより選考委員として推挙された協会長、ブロック長等１名以内 

横浜ブロック（横浜市スキー協会） 

川崎ブロック（川崎市スキー協会） 

県央ブロック（相模原市・大和市・座間市・厚木市・愛川町 

綾瀬市・海老名市 各スキー協会） 

湘南ブロック（横須賀市・茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市・逗子市 

葉山・三浦市 各スキー協会） 

県西ブロック（小田原市・平塚市・足柄・秦野市・伊勢原市 

南足柄市 各スキー協会） 

２ 選考委員会の委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 選考委員会は、委員の3分の2以上(委任含む)の出席を持って成立し、議決は全員一

致を原則とする。 

４ 選考委員会の事務局は、幹事長が担当する。 

５ 選考委員への委託は、指導委員会会長より書面で行う。 

６  選考にあたっては、事前に幹事会より以下の事項を選考委員会に提起する。 

  (1)役員の役職別定数 

  (2)地域性の配慮等その他役員選考にあたっての関連事項 

(選考委員の任期) 

第５条 委員の任期は選考委員を受託した時から総会で選任手続きを完了した時まで

とする。 

(選考委員会の任務) 

第６条 選考委員会は、以下の任務を負う。 

    (1)第２条で推薦された役員候補者の集約 

    (2)役員候補者の審査 

    (3)役員候補者・選考経過等を総会へ提案                          (4)その他役員

選考に関する一切の手続                        
(任期途中の役員の辞任・補選)                                    

第７条 役員が任期満了以前に退任する場合は、原則として４条の選考委員会を設置せ

ず、幹事会が補選の必要を決議し選出する。 

2.任期は前任者の残任期間とする。                        (選考委員会の費用)

                                           

第８条 選考委員会の交通費は指導員会が実費を負担する。 

付則                                                              1.この規程の制

定・改廃は幹事会の議を経て決める。               2.この規程は、                  

                               2001年（平成13年）4月5日に制定・実施する。   

                  2001年（平成13年）5月10日 改正                             

2007年（平成19年）9月 7日 改正                                2010年（平成22年）

7月22日 改正                         

        2011年（平成23年）8月 4日 改正                         

        2015年（平成27年）2月19日 改正 
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           神奈川県スキー指導員会慶弔規程 

（目  的） 

第１条 規約第３条の目的達成に係わる経費の内、規約第１３条により会員の慶弔に

関する規程を定める。   

（弔  意） 

第２条 本会の会員に対する弔意を次の通り表すものとする。 

 （１） 会 員 ① 正会員    弔電 １通を送る 

         ② 役員・名誉役員 花環又は生花1基および弔電1通を送る 

 （２） その他 

         ① 役員・名誉役員の配偶者 花環又は生花１基を供える 

（慶  意） 

第３条 本会の会員に対する慶意を次の通り表すものとする。 

 （１） 結 婚 ① 正会員     祝電 １通を送る 

         ② 役員・名誉役員 祝電１通および祝い金10,000円を贈る 

（運  用） 

第４条 規程第２条及び第３条に関する執行を次により行う。 

 （１） 対 応 

   ① 本規程による執行は、事実が発生した折当該会員または関係者の申し出に

基づいて行われる。 

   ② 執行については会員サービス部が対応する。 

 （２） その他 

   ① その他の慶弔については幹事会に諮り対応する。 

（改  廃） 

第５条 本規程の改廃については、規約第２８条に基づき幹事会の議を経て定める。 

付 則 

   この規程は、１９８７年（昭和６２年）１０月 １日から施行する。 

         １９９０年（平成２年） １２月 １日  改正 

         １９９４年（平成６年）  ８月 ４日  改正 

             ２００６年（平成１８年） ９月 ９日  改正 

                  ２０１０年（平成２２年） ７月２２日  改正 

 

 

個人情報の取扱について 

 

神奈川県スキー指導員会（以下、「本会」という）の入会、行事

申込に際し取得した個人情報は、本会の事業を実施する際の各種案

内と会員登録確認を目的に利用いたします。つきましては、上記に

ついてご承知おきくださいますようお願いいたします。なお、上記

以外の目的に個人情報を利用する際は、その旨ご本人に通知し了解

を  得るものといたします。本会の個人情報保護方針は次の通り

です。 

 

        神奈川県スキー指導員会 個人情報保護方針  

 

神奈川県スキー指導員会（以下、「本会」という）は、高度情報

通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護法

に基づく以下の方針により個人情報の保護に努めます。 

１．法令の遵守について 

   本会は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令・指

針を遵守するとともに本保護方針並びに本会規約を整備し継続

的にその改善に努めます。 

２．個人情報の取得について 

   本会は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得します。 

３．個人情報の利用について 

   本会は、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で利

用します。 

４．個人情報の第三者提供について 

   本会は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の

同意を得ることなく第三者に提供しません。 

５．個人情報の管理について 

   ・本会は、個人情報を正確かつ安全に管理します。 

   ・本会は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを

防止するため、適正なセキュリティ対策を講じます。 

   ・本会は、組織内に個人情報保護の責任者を配置し、

役員やその他関係者に周知徹底し監督を行います。 

６．個人情報の開示・訂正・追加・利用停止・消去について 

   本会は、本人が個人情報について、開示・訂正・追加・利用

停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの

要求がある場合は速やかに対応します。 

                                     

２００５年 ６月１日制定 

 

神奈川県スキー指導員会 

〒221-0834 横浜市神奈川区台町１６－１ ソレイユ台町４０７ 

TEL 045-311-8907   FAX 045-324-6966

                        URL http://sik.arts-k.com 
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