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規約・規定の掲載は割愛させていただきました 



第１号議案       2020 年度 事業報告   

 

正会員・賛助会員はじめ、皆様の格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

2020 年度は受難の年でした。「第39回オール神奈川スキーヤーズ大会」は雪不足のため中止。新型コロナウイルスの影響

により、「第100 回親睦ゴルフコンペ春季大会」は延期。「ハンターマウンテン塩原と塩原温泉の旅」、県連とコラボの「第

36回指導員会フェスティバル」、「SIJ フェスティバルコラボ行事福島箕輪」が中止、更に将来のスキーヤー育成を目指す

ジュニアを対象とした「雪とのふれあい行事県連主催コラボ」は参加者不足のために中止、などなど感染防止の観点から

多くの行事を開催することが出来ませんでした。 

その一方で2月末までの行事「志賀高原初滑りセミナー」、「タングラム斑尾エンジョイスキー」、「小海エンジョイスキ

ー&バッチテストへTry」が無事開催できたのは幸運でした。 

会報につきましては第 7 号を発刊しました。広報部の手作りにより、各行事の詳細案内やクラブの紹介などを掲載し、

会員の皆さんに発送しました。 

やむなく中止と判断させていただきました行事を含め、以下に2020 年度の各行事の概要を報告します。 

各行事概況 

項 行事名 開催日 
参加
者数 

行事内容 

0 
総会・夏季懇親会 

(NEC玉川ｸﾗﾌﾞ) 

2019. 

 7/ 13 

総会

87 

懇親

81 

総会:前年度報告、次年度計画提案、役員改選案を議決した。 

特別講演：フットプロ店長・小林敏之様「スキーブーツの正しい

選び方」 

懇親会：新入会員歓迎紹介等参加者の懇親を深めた。 

１ 
第99回親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 

秋季大会(上野原CC) 

2019. 

10/24 
48 

神奈川県スキー連盟、各協会・クラブ、都連、からの参加者との

親睦を図れたコンペとなった。 

２ 
志賀高原初滑りセミナー 

(高天ヶ原ｽｷｰ場) 

2019. 

12/7-8 
34 

昨年好評だったホテルサニー志賀（高天ヶ原）を利用。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、塚脇

氏によるプロジェクターを使っての講話と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) 

2020. 

1/23-25 

22 

 

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。雪が少なく滑走できないゲレンデもあったが充分スキーを

楽しめた。懇親会では昼間撮影したビデオを見ながらタングラム

斑尾スキースクール副校長・今野氏よりワンポイントアドバイス

をもらった。 

４ 

第39回オール神奈川 

スキーヤーズ大会 
  (八海山麓ｽｷｰ場) 

2020. 

2/8-9 
0 大会は稀にみる雪不足のため中止。 

５ 

小海リエックスエンジョ

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) 

2020. 

2/27-
2/29 

46 

3 日間晴天の中、楽しくスキーをすることが出来た。新型コロナ

ウイルスの影響で行事取り止めも懸念されたが、自粛要請の前だ

ったため実施。2日目は、バッジテストを行い1級 6名、2級 2名

が合格。 

６ 

ハンターマウンテン塩

原と塩原温泉の旅  

(ﾊﾝﾀｰﾏｳﾝﾃﾝ塩原) 

2020. 

3/14-16 
0 新型コロナウイルスの影響により中止。 

7 

第36回神奈川県スキー

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) 

2020. 

3/28-29 
0 新型コロナウイルスの影響により中止。 

8 
第100回親睦ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾞ春

季大会 (上野原CC) 

2020. 

5/21 
0 新型コロナウイルスの影響により延期。 

① SIJﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙコラボ行事

（箕輪スキー場） 

2020. 

4/4-5 
0 新型コロナウイルスの影響により中止。 
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Ａ 
雪とのふれあい行事 

県連主催コラボ（菅平） 

2020. 

2/15-16 
0 参加者不足のため中止。 

Ｂ 

ジュニアスキーツアー 

スノーヴァ新横浜企画

支援（富士見パノラマ・

日帰り） 

2020. 

1/18 

講師 

9 

参加者：42名（含付添3名）晴天、雪不足のため全面滑走は不

可能であったが、日頃屋内スキー場で練習していた参加者は自

然の雪山を存分に堪能していた。。ジュニアテスト・３級以下を

実施。 

3級：2名、4級：2名、JR２：1名、JR3：1名 JR4：1名 JR5：2

名 JR6：1名、計10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） 

2020-

3/14-15 
0 新型コロナウイルスの影響により中止。 

 

     

（２）幹事会     

期日 事業内容 会場 期日 事業内容 会場 

2019/ 6/16 第1回幹事会 横浜 松竹 2020/ 2/ 4 第4回幹事会 中止 

2019/ 7/24 第2回幹事会 かながわ県民センター 2020/ 3/ 4 第5回幹事会 かながわ県民センター 

2019/ 10/22 第3回幹事会 かながわ県民センター 2020/ 4/ 9 第6回幹事会 中止 

2020/ 1/8 新年会 川崎 松竹 2020/ 5/ 28 第7回幹事会 中止 

 

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 

ボーヤ株式会社 

 

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 

フットプロステーション 

Mt.石井スポーツ横浜店 

旅行関係 

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       

とん漬け専門店 みなと亭  

せりえ鍼灸室 
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第２号議案               2020年度 決算報告                    

2020年度 収支計算総括表                        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 決算額 差 額 科 目 予算額 決算額 差 額 

会費 計 780,000  661,000 119,000 事業費 5,800,000  3,949,676 1,850,324 

  1）年会費 680,000  561,000 119,000 負担金 160,000  129,948 30,052 

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

受取利息 40  47 -7  2）県連事務所費 100,000  69,948 30,052 

事業費 6,000,000  4,140,900 1,859,100 会議費 380,000  268,700 111,300 

ＨＰ協賛広告 20,000  10,000 10,000 印刷費 160,000  192,229 -32,229 

会報広告 220,000  184,340 35,660 通信費 350,000  269,014 80,986 

寄付金 0  0 0 振込手数料 5,000 8,684 -3,684 

その他(ｸﾞｯｽﾞ代金等) 80,000  51,700 28,300 事務用品 10,000 4,960 5040 

第100回ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ特別基金 0 40,000 -40,000 事務雑費 10,040 9,680 360 

     渉外費 100,000 107,500 -7,500 

     その他支出 20,000 173,299 -153,299 

     (ｸﾞｯｽﾞ購入関連) 5,000 0 5000 

     次期記念事業積立 100,000 100,000 0 

当期収入合計 A 7,100,040  5,087,987 2,012,053 当期支出合計 C 7,100,040 5,213,690 1,886,350     
収支差額 A-C 0 -125,703 125,703 

前期繰越金 740,160 740,160 0 次期繰越金 B-C 740,160 614,457 125,703 

収入合計 B 7,840,200 5,828,147 2,012,053 支出合計 B 7,840,200  5,828,147 2,012,053 

2020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  275,000  263,830  11,170  87 

1 第99回親睦ゴルフコンペ（秋季大会） 205,300  203,996  1,304  48 

2 志賀高原初滑りセミナー 746,600  697,450  49,150  34 

3 タングラム斑尾エンジョイスキー 858,000  857,176  824  22  

4 第39回オール神奈川スキーヤーズ大会 100,000  100,000  0  中止 

5 小海リエックスエンジョイスキー＆バッジテストへＴｒｙ 1,652,000  1,523,224  128,776  44  

6 エーデルワイス＆ハンタマ＆塩原温泉の旅 288,000  288,000  0  中止  

7 第36回神奈川県スキー指導員会フェスティバル 16,000  16,000 0   中止  

8 第100回親睦ゴルフコンペ（春季大会） 0  0  0    中止  

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 中止 

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 中止 

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  

C 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 中止  
合計 4,140,900  3,949,676  191,224  235 

 

2020年度 財産目録                              2020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 6,010   

普通預金    本会計口座 132,623   

普通預金    行事口座 241,824   

郵便局口座  234,000   

今年度次期繰越金合計 
 

614,457  

ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ在庫分 23,751    
流動資産合計   638,208 

 

 
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 20,236   

記念行事積立金(定期預金） 847,407    
固定資産合計   867,643 

 

資 産 合 計     1,505,851 
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第３号議案            2021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。 

⒊ 各行事実施にあたっては、新型コロナ対策を考慮して行う。  

 

【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  ＊下表の行事を予定していますが今後の新型コロナウィルスの状況により、 

変更や見直し、又は中止の可能性がありますのでご了承ください。 

行事No 行事名 実施期日 

０. 定期総会  ※コロナ禍のため書面表決 （懇親会は計画せず） 2020年７月 

１. 第100回 親睦ゴルフコンペ（秋季大会） 2020年10月22日 

２. 志賀高原 初滑りセミナー 2020年12月5日〜6日 

３. 第40回オール神奈川スキーヤーズ大会 2021年2月13日〜14日 

４. 小海リエックス エンジョイスキー＆バッジテストへＴｒｙ 2021年2月25日〜27日 

５. ハンターマウンテン塩原と塩原温泉の旅 2021年3月13日〜15日 

６. 第37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Ⅴ・コラボ行事 

2021年3月27日〜28日 

７. 第101回親睦ゴルフコンペ（春季大会） 2021年5月20日 

   

    *．以下記載の会費・費用は、状況により変更になる場合があります。 

 

１ 第100回記念大会 親睦ゴルフコンペ（秋季大会）  

 日程    2020年10月22日（木） 

 会場    上野原カントリークラブ  

 定員/会費  80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     2020年12月5日（土）～6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34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 第40オール神奈川スキーヤーズ大会・ ポール講習会 

 日程     2021年2月13日(土)～14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) 
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４ 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      2021年2月25日（木）～2月27日(土)  往復バス予定   

 会場      小海リエックス･スキーバレー 

 定員/費用  45名/企画中  2泊3日４食、全日ﾘﾌﾄ券付、バス代込み  

 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） 

 

５ ハンターマウンテン塩原と塩原温泉の旅 

 日程      2021年3月13日（土）～15日（月）   往復バス  ※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、バス代込み、ﾘﾌﾄ割引あり ※1泊2日は5,000円引き 

 

６  第3７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Ⅴ・コラボ行事 

 日程    2021年3月27日（土）～3月28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 

 

７ 第101回 親睦ゴルフコンペ（春季大会） 

 日程    2021年5月20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） 

 

 

第４号議案      2021年度予算 (案)   2020年6月1日から2021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 660,000  661,000 -1,000 事業費 4,860,000  3,949,676 910,324  

1）年会費 580,000  561,000 19,000 負担金 160,000  129,948 30,052  

2）賛助会費 80,000  100,000 -20,000 1）日本指導者協会 60,000  60,000 0  

受取利息 40  47 -7 2）県連事務所費 100,000  69,948 30,052  

事業費 5,060,000  4,140,900 919,100 会議費 300,000  268,700 31,300  

ＨＰ協賛広告 20,000  10,000 10,000 印刷費 160,000  192,229 -32,229  

会報広告 220,000  184,340 35,660 通信費 350,000  269,014 80,986  

寄付金 0  0 0 振込手数料 5,000  8,684 -3,684  

その他(ｸﾞｯｽﾞ代金等) 50,000  51,700 -1,700 事務用品 10,000  4,960 5040  

第100回ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ特別基金 0 40,000 -40,000 事務雑費 10,040  9,680 360  

     渉外費 100,000  107,500 -7,500  

     その他支出 70,000  173,299 -103,299  

     (ｸﾞｯｽﾞ購入関連) 5,000  0 5,000  

     次期記念事業積立 0  100,000 0  

当期収入合計 A 6,010,040  5,087,987 922,053  当期支出合計 C 6,030,040  5,213,690 816,350  
    

 
収支差額 A-C 0  -125,703 -125,703  

前期繰越金 614,457  740,160 -125,703  次期繰越金 B-C 614,457  740,160 0  

収入合計 B 6,624,497  5,828,147 796,350  支出合計 B 6,644,497 5,953,850 690,647  

 

 

 

 

6 

  



第５号議案      その他 （コラボレーション支援行事関係、日本スキー指導者協会関係）     

 

 1． コラボレーション・支援行事関係 

 １）コラボ行事報告 

行事No 行事名  実施期日 

①  ＳＩＪフェスティバル・コラボ行事（福島箕輪スキー場）※コロ

ナ禍のため中止 

2020/4月4日〜5日 中止 

 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  

  ※コロナ禍のため中止 

２）支援行事報告 

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） ※参加者不足のため中止 

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 ※中止 

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       

 会場     菅平スキー場          ※参加者不足のため中止 

 

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） 実施 

第２回 2020年3月14日（土）～ 15日（日）1泊2日   コロナ禍のため中止 

 会場    第1回：富士見パノラマリゾート/ 実施 

       第2回：小海リエックス･スキーバレー   コロナ禍のため中止 

 定員/費用  各40名/スノーヴァ新横浜企画を参照 

   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。  

 

 

２．日本スキー指導者協会関係 

１）活動報告 

 

 

 

 

 

 

 

２）来年度活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県選出役員(2019～2021年度)  

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 

 

 

7 

 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 2020 SIJ懇親ｽｷｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in箕輪 2020/4/4(土)～5(日)  コロナ禍のため中止 

 行  事 期  日 会  場 

1 第27回SIJ親睦ゴルフ大会 
2020/10/17(土)～ 

18(日) 

前夜祭 ホテル/コテージ 

那須カントリークラブ 18日プレイ 

２ 第20回みんなで行こうSAJスキー大学 2021/1/8(金)～未定 
ルスツリゾートスキー場 

 

３ 2021 SIJ懇親ｽｷｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in箕輪 2021/4/3(土)～4(日) 
福島県箕輪スキー場 ホテルプルミ

エール箕輪 



2021年度  神奈川県スキー指導員会役員名簿 

 

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 

     2021年度は役員改選期ではありませんので役員は前年度と同じです 
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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 

 

ＳＫＩ ＩＮＳＴＲＵＣＴＯＲＳ ＫＡＮＡＧＡＷＡ



 

書面表決書 

2020 年 神奈川県スキー指導員会総会（書面表決）における

議案につきまして下記の通り表決致します。 

        西暦      年   月   日 

 

 協会名                       

 

 所属クラブ名                    

 

 氏名（自署）                    

書面表決事項  （賛成・反対どちらか○で囲んでください） 

1 号議案 2020 年度事業報告    賛成 ・ 反対 

2 号議案 2020 年度決算報告    賛成 ・ 反対 

3 号議案 2021 年度事業計画（案） 賛成 ・ 反対 

4 号議案 2021 年度予算（案）   賛成 ・ 反対 

5 号議案 その他（支援行事など）   賛成 ・ 反対 

 議案につきましてご意見がありましたらご記入ください 

 

 

 

 

 

 

☆ このハガキは受取人払いですので 切手を貼らずに 

7月 31 日（金）までに投函してください。 



 
 

 

    

                                                                                                

料金受取人払郵便         １ ９ ４ ０ ２ ９ ０ 
町田西局 

承認 

4 0 4 
 

差出有効期間 

  2020年8月7日  

まで(切手不要) 

              東京都町田市小山町 

５６４－１ 
 

神奈川県スキー指導員会・総務部 

臼井 精司 行 
 

    
 

 

コメント（近況、住所や資格の変更、要望等）ご記入ください 

 

 


