


  1953年（昭和28年）、金子荘三初代会長をもって誕生した当協会は、
本年で早、創立40周年を迎えるに至りました。この間、喜びあり、若難の
道ありと様々な出来事を体験しましたが、一歩一歩着実に前進することが
できました。
　ひとえに、今日の基礎を作り上げられた先輩諸氏並びに当協会にご支援
いただいた関係各位のおかげと、心より感謝を申し上げる次第です。
　さて、当協会は、現在静岡県スキー連盟に白鳥県連会長以下の県連首
脳を輩出すると共に、加盟クラブ数12、登録会員は 400名超、指導員は80
余名を誇るまでに成長しました。名実ともに県下最大のスキー団体として
静岡県スキー連盟を構成し、21世紀に向かって、一層の飛躍が期待されて
おります。
　特筆されるのは、平成元年に、念願のリバウェル井川スキー場がオープ
ンし、暖国でありながら市内にスキー場を持つ協会となったことです。これ
によりスキーは、市民ひいては県民の生活、余暇に密着したスポーツとし
て、愛好され続けていくでしょうし、社会体育の振興と共に当協会の果たす
役割は益々その重要性を増していくでしょう。
　従って、スキーが今日のように人気スポーツとなってきた状況において
は、ただ単に普及と発展を目的とすることのみならず、真に安全なスキー
の指導や生涯スポーツへの的確な対応などが必要です。また、自然保護
意識の醸成や地球の温暖化現象、雪不足の進行への関心を高めていくな
ど、広い視野に立った協会事業を追求していくことが必要と考えます。
　今後も、人の和と心を大切にした事業を推進することをお誓いし、あい
さつとさせていただきます。

ごあいさつ

会長　鈴　木　英　弌

　　　静岡市スキー協会
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静岡市スキー協会創立40周年記念誌
発刊に寄せて

　白銀に輝くリバウェル井川のゲレンデに立ったとき、楽しそうに滑る人、
雪と遊ぶ子供たちなど喜々とした人々の姿を見ることができました。ずっと
以前からこの夢を見続けてきた人にとって、この光景は感慨もひとしおで
あったろうと思いました。
　本市スキー協会が、本年創立40周年を迎えられましたことは、誠に喜ば
しいことであります。心からお祝申し上げます。
そしてこのたび、貴協会が40周年を記念して、その歩みを刊行されますこ
とは、過ぎし方を回顧し、今後の発展を図る上から大変意義の深いものが
あると存じます。
　近年、私たちをとりまく社会環境が大きく変わってきました。それに伴っ
て健康や体力の保持・増進、ゆとりと潤いのある生活、人生を楽しく生き
生きと、などを望む人々が多くなりました。当然スポーツへの関心も高まり
つつあります。ことに最近はニュースポーツの出現により、スポーツも多様
化してまいりました。こうした折、貴協会の記念誌が市民の方々をはじめと
して、多くの人々に読まれ、スキースポーツへの理解がより深まり、また、
協会設立の理念が長く引き継がれていきますことをご期待申し上げます。
　終わりに、長年にわたって尽くされた先輩並びに会員各位のご労苦に敬
意を表すとともに、本市スキー協会の益々の発展を祈って、お祝のことば
といたします。

祝　　　辞

　　　　　　会長　宗　　知　信

　　　財団法人静岡市体育協会
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創立40周年を御祝いして

　静岡市スキー協会が創立40周年を迎えられたことを、心から御祝い申し
上げます。
　静岡市スキー協会は、静岡市のみならず静岡県のスキー界で、たゆまな
くリードし、機関車役を荷いながら、創立以来40年の年月で数多くの諸先
輩を世に送り出し、県スキー界のセンターとしての役割を負ってきました。
その成果は、静岡市スキー協会の行事の記録を拝見すれば一目瞭然にわ
かり、ただただ感謝を申し上げます。
　特に、最近の静岡市リバウェル井川スキー場の開設にあたっては、ス
キー学校の実施、パトロールの派遣等、リバウェル井川スキー場の運営に
かぎりなく多大の実績をあげて頂きました。
　雪なし県と云われる静岡市に、新しく創られた人工スキー場は小規模と
云えども、静岡市民のみならず静岡県民にとっても、楽しい大切なスキー
場です。そのスキー場の運営に静岡市スキー協会によってスキー界の技術
利用が発揮されて、有意義に活用してくれるのは、有り難く賛同するもの
です。
　この40周年の日にあたって、数多くの課題を乗り越え、チームワークに
心を配り40年の歴史を創り上げられた静岡市スキー協会の皆様に、これを
節目として、これから50年、100年の大計のもとに、さらなる振興を図られ
ることを期待すると共に、御願い申し上げ、お祝いの言葉といたします。

祝　　　辞

　　　　　　会長　白　鳥　浩　二

静岡県スキー連盟
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◇　草創期

◇　発展期

あ　ゆ　み
   静岡市スキー協会は、組織の誕生から発展の歴史における拘わり方やその規模
からして、静岡県スキー連盟の中心的加盟団体として存在、発展し、1993年6月に
創立40周年を迎えました。
   残されている古くからの文献、資料等を参照しながら、当協会の歴史を振り
返ってみます。

  静岡市スキー協会の歴史は、昭和23年頃より始まったといえます。第5回国民体
育大会の受入態勢を整備するため、各種目別の競技団体に対して県下を統括する
連盟または協会組織の確立並びに強化が呼び掛けられていた頃です。実際は、ス
キー界にはこれに呼応できる態勢は整っていないのが実状でした。
  しかしながら、この頃から県下各地区のスキー先達が同好の士を誘い、スキーに
出掛け、スキーヤーの数も次第に増えていきました。やがて、クラブの結成という
形を見る訳で、それが静岡市におけるスキー組織の最も古い型であるといえます。
　当時、県下の組織を発足させるとともに、静岡市スキー協会を結成する為に中心
的に努力して戴いたのが、白鳥良平、小山義一、橘茂芳、粟野正、小林勇夫、片
山欣也の各氏でありました。
　そして、静岡市スキー協会が正式に誕生したのは昭和28年6月8日、静岡県ス
キー連盟が誕生して1年後のことでありました。初代会長には金子荘三氏を迎え、
翌年1月26日には静岡市スポーツ祭のスキー大会が富士山2合目スキー場で盛大に
開催され、今日の『市民スキー大会』発足の足掛かりとなりました。

  その後、スキー人口の増加に伴い、年を重ねる毎に加盟団体は増加していき、
当協会事業も拡大し、発展してきました。そして、この時期に全日本スキー連盟公
認の正指導員、準指導員が次々に誕生し、当協会の基礎スキー技術向上に大きな
役割を果たしてくれたのが、米津英男、藤牧草、鈴木源八、栗田勝、白鳥浩二、
山田広幸、増子昭章の各氏でありました。また、競技スキーにおいても、県スポー
ツ祭、国体予選、全日本選手権予選と多くの大会に上位入賞者を輩出し、全国大
会にも県の代表として優秀な選手を送り出してきました。
  冬期に積雪を見ない暖国静岡の地は、他のスポーツにとっては誠に恵まれたシ
チュエイションといえますが、ことスキーにとっては、逆に大きなハンディキャップと
なり、一つ大会を開催するにも近距離に施設がなく、多くの費用と時間を費やさね
ばならなかった訳です。
  そのような条件下においても、先達のスキーを真に愛する心とさらに発展させよう
とする熱意により、数々の行事を運営してきました。市民スキー大会は新潟県赤倉
温泉スキー場にて賑やかに好評を博して回を重ね、また、スキー教室は常にその企
画に新しいセンスと優秀なスタッフを揃え、ジュニア部門の育成に献身的な活動を
続けました。
  尽力戴いた矢部竜男、田宮一彦、秋山禮佑の各氏を忘れることはできません
し、この頃優秀指導者を授与された鈴木英弌、近藤光男、栗田行孝の各氏は当協
会の柱として組織充実への貢献度は多大なものがありました。とりわけ、全県下の
スキーヤーを対象にした静岡スキー選手権大会を企画、実行し、継続してきたこと
は、県下にその運営力と企画力を高く評価されました。
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◇　充実期

◇　未来に向かって、さらに飛躍を！

  昭和51年より、第16代会長として5期10年務めた栗田行孝氏は、強い統率力を
もって、当協会活動の充実、安定化に大きく貢献しました。
  その後を受けた第17代会長近藤光男氏は、各クラブ間の和を強めることを主眼に
置き、シーズンオフの活動も積極的にすすめました。現在、当協会生え抜きの静岡
市議会議員として活躍され、引き続いて協力を戴いております。
  なお、当協会の発展、充実の功労については、この時期から現在に至るまで献
身的に事務局を担当してきた落合雅彦氏を初め、氏名は省略しますが多くの役員・
理事並びに指導員各位の存在なくして語ることはできません。

  第18代会長鈴木英弐氏を頂点に役員、理事が連帯、協力しながら民主的かつ積
極的な活動を展開しているのが今日の当協会の姿であります。
  昭和63年より、静岡市の井川勘行峰人口スキー場の建設をめぐり、静岡県スキー
連盟及び当協会は、「身近なスキー場建設の実現は、スキーヤーはもとより雪に親
しむ機会の少ない市民の長年の夢をかなえてくれる。」と訴え、陳情活動を展開し
ました。そして、平成元年、念願のリバウェル井川スキー場がオープンするに至った
訳で、12月24日、降りしきる雪の中、市長を先頭にした松明滑降の姿は印象的で
あり、一般客も含めた熱い感動は、いつまでも心に焼き付き忘れられないものとな
りました。このことは、必ずやスキーが静岡市民の生涯スポーツの一つに位置付け
られ、浸透を深めるものと確信しているところです。
  また、塩田雅朗指導部長時代には、全日本の名伯楽平沢文雄氏を招へいしての
対談を実現させるなど、新しいスキーへの探求は、様々な波及効果をもたらしたと
いえます。
  しかしながら、以上列挙したような前進してきたものばかりではなく、苦難の道も
多くを数えました。雪不足のため、正月スキー教室の会場を急きょ変更したり、トラ
ベルエイジェンシーの不手際による正月志賀高原の宿舎のキャンセル事件など、執
行部の進退をかけた出来事もありました。そのような折り、白鳥浩二県連会長、山
田広幸専門委員の迅速な事後処理対応により大難を救われ、心より感謝申し上げ
る次第です。
  さて、当協会の活動は、これまでもまた今後も、人と人、仲間と仲間の強い結び
付きの上に成り立つものであり、地道な日々の積み重ねの活動が、このような現在
の協会の基盤を作り上げてきたと認識しております。
  今後も、飛躍に向けて精一杯の活動を展開し、次の世代へつなげていきたいと
思っております。

（創立25周年記念誌を引用して　総務部長　原　弘保）
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　静岡市スキー協会40周年おめでとうございます。
　一口に40年と言っても、私共通称「技研」スキークラブが創立27年であることや、クラ
ブ員の平均年齢が30代であることを考えると、協会の歴史がいかに長いかがよくわかりま
す。
　「技研」スキークラブでは、毎年独自に年末年始と2月にスキーツアーを行っています
が、それ以外にも、12月の初滑りからゴールデンウイークの春スキーまでの間、クラブ員の
強化？合宿や女性指導員によるレディーススクール、スラローム大会や技術選手権大会へ
の参加等数々の行事を行っています。また、オフシーズンには、テニス大会やバーベ
キュー大会、清水羽衣レガッタへの参加、そして週1回のオフトレ他様々な活動をしていま
す。そうしたなかで、協会の行事には指導員の派遣を中心とした全面的な協力体制をとり
参加させていただいています。
　現在クラブ員は85名、（内指導員25名）ですが、これからも、「技研」スキークラブは
協会と共に歩み、また協会を通して他のクラブとの交流を深め、クラブの活動をより広くよ
り充実したものとしていきたいと考えています。
　最後になりましたが、協会の今後の益々のご発展をクラブ員一同お祈りいたします。

静岡スキー技術研究会

加　盟　ク　ラ　ブ
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　昭和29年、米津氏を中心に当クラブの母体となる活動がはじまりました。その後、静岡
市スキー協会の活動の高まりと共に、スラロームスキークラブが設立されました。
　協会と共に歩み、活動を続け、現協会長の鈴木英弌氏をはじめとして、クラブ員が一丸
となり、協会行事に参加してきました。
　現在クラブ員数37名。一時期の大所帯からすると少々アットホーム的ではありますが、
常にクラブを愛する者達が集まり、古い歴史と新しい刺激をミックスして活動を続けていま
す。
　これまでの歴史を振り返ってみると、主な活動としては、クラブ独自の北海道ツアー
（S56．5）や、毎年のスキー教室バスツアー、クラブ員の技術進歩を目指した浦佐合宿な
どを行っています。また、その間、指導員も増え、クラブから巣立ち、新たな場で活躍さ
れている方々もいます。
　さらに、嫁いでからもなお、クラブから離れ難く、引き続き活動に参加している者もお
り、親子二世代に渡るクラブ員誕生も夢ではありません。
　青春時代、熟年時代をスラロームスキークラブの中で過ごし、“SKI＝スラローム”とい
えるくらい冬の間、共有する時間はいっぱいです。
　今後も、“スラロームスキークラブ”を愛することを誇りに思い、1ページ、1ページ新し
い歴史を重ねていければと思います。
　最後に、静岡市スキー協会創立40周年のお祝いと益々の御発展をお祈り致します。

スラロームスキークラブ
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　当クラブは24年前、山登り、ハイキング、キャンプ、スキーと当時のアウトドアスポーツを
楽しむ若者達により、結成されました。
　クラブ名の由来は、ウォルトディズニーのアニメに登場するドナルドダック＝アヒル、当時
クラブに集まった者のほとんどがスキーはビギナー、「ダックス」とは、よちよち歩きの初
心者と言う意味です。でもそれから今日に至るまでスキーにかける情熱は他のクラブに決し
てひけをとりません。毎年クラブのスキーツアー、県連、協会の行事に参加を重ねるうち
に、遊びと宴会のスキークラブからスキー技術の向上を目ざすスキークラブに変わって来ま
した。（注）自分だけそう思ってる。
　現在クラブ員は35名、正指4名、準指3名、C級4名、1級6名となり、発足当時とはクラブ
のイメージも大きく変わりました。
12月の初滑りからシーズンオフまで県連、協会の行事へ参加する中で、1月と2月にクラブ
独自のスキーツアー、2月のツアーではバッチテストも行なう等スキーシーズンは休む間も
ありません。
　アフタースキーの面では先輩方の意志を引き継ぎ？、マウンテンバイク、テニス、バーベ
キュー、カラオケ大会等、野に山に、川に、海に御座敷にと、1年中クラブ員相互の交友を
深めています。
　以上、当クラブはスキーが上手になり、楽しいことは1年中、喜びも苦しみも皆で分かち
合う楽しいクラブです。

静岡ダックススキークラブ
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　昭和37年、クラブ発足。社員とOBで構成する企業内クラブです。当初はレジャースポー
ツとして活動、昭和40年代は、会社発展と共に雪国からスキー経験者が多数入部するよう
になり徐々に競技志向へと目覚めていき、第20回兵庫国体から第31回大山国体までに福
本、長尾、田宮（アルペン）と志賀（クロカン）の4氏を送り出しました。特に、田宮氏
は、当クラブの発起人で県連副会長の要職にありながら現在もクラブの面倒を良くみてくれ
ます。
　組織の運営面においても市協会、県連のスキー学校には当クラブの組織力を活かしてそ
の力を発揮すると共に当時から役員として田宮、近藤、岡村、渡辺各氏を送りその指導力
でも協会の発展に貢献してくれました。
　最近では若い層にも競技スキーで期待できる金の卵が出ようとしています。それに基礎
スキーもようやく芽生え、昨年度、18年振りに準指導員が2名誕生しました。
　これからもスキー（スポーツ）を通してコミュニケーションを図り仕事とスキーを両立さ
せ楽しいクラブ活動にして行きたいと思います。
　会員数　50名（有資格者4名、競1、基礎3）
　主な活動
　　◇各競技会へ参加（全社、県体、東海社会人）
　　◇スキー教室（社員対象、市協会主催）
　　◇強化合宿（3回／シーズン）
　　◇会費（5，000円／年）

三菱電機スキークラブ
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　静岡県スキークラブ、その創設は古く、昭和20年代半ば、故白鳥良平氏（白鳥県連会
長の父）を基に県内で初のスキークラブをと“静岡県スキークラブ”が発足し三世代に及
ぶ。常に静岡県スキー連盟・静岡市スキー協会と共に発展。後に静岡県人から国体選手
を目標に競技スキーを主体とする。昭和37年初めて白鳥浩二氏を国体に派遣し、後に長
房、中南、勝見、服部氏等、数多くの名選手を生み出し現在、会員の二世を国体にと
“より速く、より強いスキー”を目標にあゆんでいる。
静岡市スキー協会の40周年を心よりお祝い申し上げると共に協会の発展のために協力致し
たいと思います。

静岡県スキークラブ
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　静岡市役所スキークラブは、昭和45年、萩原、山田を中心に男8名、女4名で、スタート
しました。それ以前は、萩原、山田共にスラロームスキークラブに在籍しておりましたが、
当時のスラロームスキークラブは、在籍者の大多数が指導員、準指導員となり、スキーの
普及・振興を図るため、同じ職場であった萩原、山田が新クラブを結成したことに端を発
しています。
　それから23年、紆余曲折の日々を経て、現在クラブに在籍する者は、正指導員2名（山
田、栗山）、準指導員8名（海野、岩野、福島、川口、加藤、小長井、遠藤、高須）、
そして、初めてのクロスカントリー競技者も入部し、クラブ員総勢41名の大所帯に成長しま
した。
　シーズン中は、県連や協会行事に積極的に参加し、クラブ独自の合宿も5回程行ってい
ます。特に、毎年2月には職員を対象にしたスキーツアーを企画しており、非常に盛況で、
93年には、念願の第1回バッチテストを開催することが出来ました。また、国体への監督派
遣、競技参加、入賞も果たしました。この様な目ざましい発展も、静岡市スキー協会発足
以来の諸先輩方々の御指導の賜物と感謝しております。
　その外、平成元年にオープンしたリバウェル井川スキー場の準備には、職務としてスキー
部員が深く参画し、設計や民意の取りまとめ等、様々な分野でクラブ員の献身的な努力が
ありました。
今後もスキーの普及と振興に寄与してゆく所存です。

静岡市役所スキークラブ
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　静岡市スキー協会創立40周年を迎え、心よりお祝い申し上げます。
　私たち榛南スキークラブは、昭和49年に地元スナックに集まったスキーの好きな仲間数
名によりクラブ活動が始まりました。
　その後、静岡市スキー協会に加盟させて頂き、関係各位のスキー技術指導を受け、15
名以上の有級者をメンバーに持つまでに成長しました。
　また、オフシーズンには協会の各行事に参加させて頂き、それが、クラブ活動の主要行
事にもなっております。
　現在は、総勢28名、榛南地区で、それぞれ違った職場に働く者の集まりですが、クラブ
活動は、月2回の会合を中心に、オフシーズンのキャンプ、ソフトボール、バーベキューな
どの行事で、コミュニケーションを図っております。このため、エネルギッシュで愛橋あふ
れる当クラブは地域のスキー愛好者からも気軽なクラブとして親しまれています。
　シーズン中の主な行事は、3回のバスツアー及びクラブ員による強化合宿を行なっていま
す。
中でも日帰りバスツアーでは、ジュニア、シニアの初心者に、スキー指導を行ない好評を
得ています。
　今後は、1人1人が正しいスキー技術を確実に身につけ、お互いに協力し合ってクラブを
盛り上げたいと思います。そして少しでも多くのスキー愛好者が育っていくことを願って活
動していきたいと思っています。
　最後に今後とも静岡市スキー協会のみなさまの暖かい御指導と御協力をお願いします。

榛南スキークラブ
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　皆さん、こんにちは。スワンスキークラブです。
私たちクラブのメンバーは、シラトリ　スポーツの社員を中心とした、スポーツ大好き人間
の集団です。スキークラブという名ではありますが、スキー以外のシーズンには、数多くの
スポーツと日々、親しんでいる次第です。
　一方、本業のスキーの方はと申しますと、道具は一流、腕前は？？？、と言った具合です
が、しかし、クラブの歴史は古く、今までに数多くの有資格者が育っています。
　これからも、スキースポーツの普及に貢献し、より多くのスキー愛好者が我がクラブに集
まってくるよう、日々、努力を惜しまない所存であります。
　それでは皆様、今シーズンもより安全で、かつ楽しく、しかも自分に厳しいスキーライフ
を過ごし、大きな目標に向かってがんばりましょう。

スワン　スキークラブ
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　　スキークラブ　スノー・クラウド
　静岡市スキー協会が40周年を迎えたことについて、今後も末永く栄えん事をクラブ員一
同お慶びとお祝いを申し上げます。
　我等スノークラウドの紹介をさせて戴きます。前身のブルージャケットより独立し、同時
に協会に所属して、6年目のクラブです。事務局を焼津に置き、会員は島田、藤枝、焼
津、静岡、清水と広範囲に分布しています。会員の平均年齢は少し高めですが、下は23
歳から上は84歳と層の厚さを誇っております。クラブの気風は「楽しく自由に」をモットー
に頑張っています。しかし、若い会員の入会を図った若返りも今後の課題の一つです。
　発足当時は指導員も1名で負担を掛けていましたが、ようやっと昨年で3名となり、体制
を整える迄に至りました。後に続く者を期待して育成の一環としています。シーズンの活動
としては、12月初旬より5月の連休位までを目処に、クラブツアーを中心に志賀高原や菅平
等によく出かけております。内容はレッスンとツアーを半々位の比率で楽しく過ごせるよう
に図っています。シーズン活動を終わったところで納会を開き、頑張った会員を表彰して次
期の励みにしています。また秋には総会を開き、シーズンを前に士気を高めています。我
クラブの特色の一つに県中部では唯一公認パトロール資格者を2名有するということがあり
ます。
　協会内では我クラブは、会員数から中堅クラスですが、お正月スキー教室、市民スキー
大会、スラローム大会にはクラブ行事を合わせてクラブ員の参加をさせています。

スキークラブ スノー・クラウド
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　BFBクラブはスポーツハウスBFBへ集まるスキー仲間で出来たクラブです。有資格者は、
正指導員一人、一級数名、クラブ員10名足らずの、小さなクラブです。クラブは、技術指
向が強くゲレンデのみならず、仲間が集まると、スキー技術の話で盛り上がります。クラブ
独自の行事は有りませんが、他クラブとの交流が多く、先輩先生方に指導を受ける機会
が、非常に多いクラブです。
　来シーズンは、準指導員に挑戦が一名。
　今後も、有資格者、一般クラブ員を募り、大きなクラブに発展させ、楽しいクラブにした
いと考えています。
　協会40周年を心よりお祝い申し上げると共に、大きな力とはなりませんが、事業の発展
のため努力していく所存です。

BFBクラブ
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　皆さんによく“ムトウス”の意味はと聞かれますが、“ムトウス”とは雷鳥の学名です。
雷鳥は冬は白く雪のように、夏は残雪の山肌のような褐色に衣替えする鳥で、国の特別天
然記念物に指定されております。私たちは、雷鳥のように、四季を通じて衣を替えなが
ら、山を愛し、山を大切にしていく集まりです。
　私共のクラブは、現在41名で平成2年に結成したばかりの若いクラブであり、準指導員3
名を柱に上級を目指すスキーヤー、又ファミリースキーを楽しもうとするスキーヤーなど、
とにかくスキーを積極的にやろうとする人々のクラブです。主な行事は、県連及び静岡市ス
キー協会の行事の他に、クラブ行事として①初滑り、②正月スキー、③合宿、④バスツ
アー、⑤ファミリースキー（女性、子供を対象としたスキーツアー）、⑥滑り納め等の活動
を積極的に行ってます。又、オフシーズンにも、潮干狩り、サマースキー、テニス大会、
バーベキュー大会など活動も一年中盛況です。
　ミーティングは月1回静岡市麻機にある東公民舘でPM7：30より、協会よりの報告を初
め、クラブ活動の話し合いなど活発に行ってます。しかしながら私たちは、まだまだ若いク
ラブなので、県連・協会、他のクラブの方々からの御指導を頂きながらクラブ活動の充実
をはかっていきたいと考えております。

スキークラブ　ムトウス
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　　1989年8月17日、設立発起人42名で発足した当クラブは、県下30か所余の職場にクラ
ブ員が散在するため日常活動には困難性が伴うものの、発足以来継続して100名を超すク
ラブ員を有する、企業内クラブであります。
クラブ結成から協会加盟に至るまで、かねてよりダックススキークラブ在籍の指導員であっ
た原会長は、仲間と共に幾つかのハードルを乗り越え、今日のクラブを作り上げました。
その意味では、ダックススキークラブなしに歴史を語れませんし、ご指導いただいた多くの
方々にこの書面を借りてお礼申し上げる次第です。
　さて、1990年の第1回クラブバスは、協会加盟前でありましたが、ダックスの村上指導員
に応援参加をいただき、単なるレジャースキーのクラブに新しい風を吹き込むことができま
した。
　以来、一歩一歩実績を積み上げ、ついに昨年度の第4回クラブバスでは、市役所スキー
クラブの栗山、福島両指導員の協力によりバッジテスト及びミニ・スラローム大会を実施す
ることができました。涙と笑いの渦の中で結果発表の夜を過ごし、夢が実現したあの新鮮
な感動は、忘れることができません。
　ヨチヨチ歩きのクラブですが、今後も、①安全なスキーの普及、②傷害対策の知識向
上、③そのための技術向上をモットーに、新たな活動にチャレンジしていきたいと考えま
す。
　協会の40周年をお祝い申し上げると共に、引き続きご指導の程よろしくお願いいたしま
す。

ろうきん静岡スキークラブ
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年号 代 氏　　名 年号 代 氏　　名
昭和28年 1 金 子 荘 三 昭和54年 〃
昭和29年 〃 昭和55年 〃
昭和30年 2 小 林 勇 夫 昭和56年 〃
昭和31年 3 粟 野 正 昭和57年 〃
昭和32年 〃 昭和58年 〃
昭和33年 4 森 豊 昭和59年 〃
昭和34年 5 小 山 義 一 昭和60年 〃
昭和35年 6 橘 茂 芳 昭和61年 17 近藤光男
昭和36年 〃 昭和62年 〃
昭和37年 〃 昭和63年 18 鈴木英弌
昭和38年 〃 平成元年 〃
昭和39年 7 米 津 英 男 平成2年 〃
昭和40年 8 白 鳥 浩 二 平成3年 〃
昭和41年 9 増 子 昭 章 平成4年 〃
昭和42年 10 鈴 木 源 八 平成5年 〃
昭和43年 11 田 宮 一 彦
昭和44年 12 栗 田 勝
昭和45年 13 秋 山 禮 祐
昭和46年 14 鈴 木 英 弌
昭和47年 〃
昭和48年 〃
昭和49年 15 近 藤 光 男
昭和50年 〃
昭和51年 16 栗 田 行 孝
昭和52年 〃
昭和53年 〃

歴 代 会 長
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  　山本　正哉

　　曽根  康夫
　　多々良哲也
　　谷    健二

有資格者名簿

　　秋山  和廣
　　明峰  達夫
　　追分  敏則

(アイウエオ順、1993．9)

 　 秋山  常人
  　鈴木　英式

［静岡スキー技術研究会］ ［スラロームスキークラブ］

　　飯田  晃司
　　井田  芳子

＊準指導員

＊C級指導員

［三菱電機スキークラブ］

　　芹沢  幹雄
　　吉沢  慎祐
　　森      健
　　谷沢  龍雄
    山下  雅弘

  　米津　英男

＊指導員　 ＊準指導員

［静岡ダックススキークラブ］

　　小川  正幸
　　木村  兼弘
　　桑原    章
　　佐藤  睦光
　　清水  完二
　　杉本    守
　　杉山    清

＊指導員 ＊準指導員 ＊指導員

＊C級指導員

　　永井    匠
　　星    七郎
　　山田  広幸
　　油上  好孝

　　大友　二郎

　　興津  文雄

  　小沢  英五
　　佐野　弘美      田宮  一彦　  中村  正巳

  　鈴木  仁一
  　中島　忠彦
  　渡辺　潤一

 　 杉本    誠

＊競技運営指導員

  公認旗門審判員

　　竹内　勝年

　　村上　信義

    梅原  精一
  　酒井    隆
  　中村  正巳　　千葉　　悟

 　 山本  文明

 　 明峰    霞
 　 池谷　和彦
 　 石田　正司
  　岩辺　俊明
  　岩本　賢二
  　海野きそ子
  　折山　展子
  　熊谷　精一
 　 嶋倉　秀記
 　 生子　典男
 　 杉山　秀雄
 　 森崎　崇光

＊準指導員
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＊準指導員

＊指導員　 ＊準指導員

 ＊スキーパトロール

＊準指導員 ＊指導員

［静岡市役所スキークラブ］

　　伊藤    宏
　　鈴木　雅之

［静岡県スキークラブ］

　　白鳥  浩二　

　　伏見    玲 

＊指導員

＊フリースタイル

［榛南スキークラブ］

＊B級セッター

  　白鳥  浩二

＊準指導員 ＊指導員 ＊準指導員

 　 栗山    寿
  　山田  克巳

　　岩野  義郎 
 　 海野　秋雄 

 　 福島  孝夫

  　遠藤  一美
  　加    　薫
  　川口  彰一
  　高須  達成
  　小長井善文

［BFBクラブ］

 　 望月  信雄 　  鈴木  孝造
  　中山    進

［スキークラブ　スノークラウド］

［スワンスキークラブ］

  　吉田  文良

   スキー審判員 

     加藤  精一

＊指導員

  　山下　哲夫

 　 鈴木  孝造

［スキークラブ　ムトウス］

　　生越  義雄 
　　小林　銀三
　　志藤　信也
　　肥田  　進

  　木原  明慶

  　望月  信雄

  　原    弘保   　望月  美孝
  　松下  正美

［ろうきん静岡スキークラブ］
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役　名 　所属クラブ 氏　　　名 〒 住　　　　所 ℡（自宅） ℡（職場） 
会 長 スラローム 鈴木　英弌 420-00 静岡市三番町3 054-253-0564 054-253-0564
副 会 長 スノクラ 鈴木　孝造 425-00 焼津市中里418 054-628-9128 0547-38-1244 
副 会 長 技研 明峰　達夫 422-00 静岡市中田2丁目9－4 JRアパート13号B－6 054-283-8130 054-285-1850
総 務 部 長 ろうきん 原　　弘保 410-00 沼津市市場町20番3号 0559-31-5331 054-221-6101
総務副部長 ムトウス 松下　正美 420-00 静岡市東158 054-246-0246 0543-52-0015
指 導 部 長 ダックス 千葉　　悟 420-00 静岡市北安東4丁目14－16 054-247-2281 054-247-2281 
指導副部長 市役所 栗山　　寿 420-00 静岡市南279－3 054-248-1685 054-254-2111
指導副部長 技研 曽根　康夫 422-00 静岡市新川2丁目4－18 0542-86-5630 0543-66-9054
企画・庶務 スラローム 折山　展子 422-00 静岡市中原515 054-286-0657 054-636-1111
企画・庶務 技研 永井　　匠 422-00 静岡市大和1丁目4－20 054-285-6365 0543-66-9054

事 務 局 技研 落合　雅彦 420-00 静岡市駒形通2丁目7－20
　　　　　（FAXO54-25-0010） 054-252-3718 054-252-3718

監 査 役 スワン 小林　銀三 421-13 静岡市富厚里886 054-279-0244 054-254-0171
理 事 技研 杉本　　守 422-00 静岡市小鹿2丁目28－45 054-281-0682 054-254-2111 
理 事 スラローム 嶋倉　秀記 424-00 清水市神田町13－21 　　岡澤アパート103 0543-53-4607 054-253-1554 
理 事 市役所 小長井善文 422-00 静岡市中田1丁目2一一26 054-285-8407 054-252-0161
理 事 ダックス 鈴木　康宏 422-00 静岡市小黒3丁目4－10 054-286-6201 054-285-2231 
理 事 スワン 西ケ谷秀城 424-01 清水市庵原町186 0543-65-0874 054-254-0171
理 事 スノクラ 中山　　進 420-00 静岡市川合1326－5 054-261-9816 054-221-5157 
理 事 三菱 中川　弘一 422-00 静岡市池田937－1池田寮 054-264-6457 054-287-3081 
理 事 榛南 福世　勝文 421-03 榛原郡吉田町片岡2254－2 0548-32-5980
理 事 BFB 山本　雅裕 420-00 静岡市上足洗1丁目4－37 054-248-1122 054-245-1294
理 事 ムトウス 竹内　善宏 424-00 清水市下野緑町5－1 0543-66-6958 054-262-0471
理 事 県ス 伊藤　　宏 421-21 静岡市足久保口組529－3 054-296-2264
理 事 ろうきん 山本　俊一 420-00 静岡市神明町21番地 054-255-4651 054-221-6273 

（1992．5～1994．4）

役員・理事　名簿
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第1章　総　　　則

（名　称）
第1条　この団体は、静岡市スキー協会（以下、「本協会」という。）という。

（組　織）

　　て組織される。
（事務所）

第3条　本協会は、事務所を静岡市に置く。
（目　的）

　　をはかることを目的とする。
（事　業）

第5条　本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
　（1）　スキーの普及のための講習会及び指導員の派遣
　（2）　スキーツアー
　（3）　市民スキー大会、各種競技会及び選手の育成・強化
　（4）　基礎スキー技能テスト
　（5）　指導員に対する安全・傷害対策並びに指導力向上のための研修会
　（6）　上部団体、自治体等の行事への連携・協力
　（7）　その他目的を達成するために必要な事業
（加入団体・クラブの義務）

　　に積極的に参加、協力しなければならない。

第　2　章　事業計画、事業報告等

（事業年度）
第7条　本協会の事業及び会計年度は、毎年5月1日より翌年4月30日までとする。

（事業計画及び収支予算）

　　理事会（総会）の承認を得なければならない。
（事業報告及び収支決算）

　　度終了後2ケ月以内に理事会（総会）の承認を得なければならない。

第　3　章　役　　　員

（役員の種別）
第10条　本協会に、次の役員を置く。

　（1）　会長 1名
　（2）　副会長 2名以内

静岡市スキー協会　規約

第2条 本協会は、静岡市または近隣市町村に事務所を有するスキー団体及びスキークラブをもっ

第8条 本協会の事業計画及び収支予算は、役員会で作成し、その事業年度開始後2ケ月以内に

第9条 本協会の事業報告及び収支決算は、役員会で作成し、監査役の監査を経て、その事業年

第4条 本協会は、静岡県スキー連盟の中心的加盟団体として、静岡市民はもとより広く静岡県
民のスポーツ精神の涵養と体育の向上に寄与し、生涯スポーツとしてのスキーの普及と発展

第6条 加入団体・クラブは、本協会に所定の分担金を納入したうえ、規約を遵守し、各種行事
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　（3）　専門部役員 4名以上8名以内
　（4）　理事 加入団体・クラブ数
　（5）　監査役 2名以内
　（6）　参与、顧問 各1名
2　会長、監査役、参与、顧問は、事務局会議で推挙し、理事会で選任する。
3　副会長、専門部役員は、会長が指名し、理事会で選任する。
4　理事は、加入団体・クラブにおいて選任し、会長が承認する。
（役員の職務）

第11条　会長は、本協会を代表し、業務を統括する。
2　副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故あるときはその職務を行う。
3　専門部役員は、その冠名に関する業務を行う。
4　理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
5　監査役は、第9条に掲げる業務を行う。
6　参与、顧問は、業務遂行状況に問題あると認めた場合、意見を述べることができる。
（役員の任期）

　　任期間とする。

　　 同意を得て、解任することができる。

第　4　章　会　　　議

（会議の種別）
第13条　本協会の会議は、総会、役員会、理事会及び事務局会議とする。

（会議の構成等）
第14条　総会は、新年度第1回理事会の中で行う。

2　役員会は、会長、副会長及び専門部役員をもって構成する。
3　理事会は、前号の役員に理事を加えて構成する。
4　事務局会議は、会長及び事務局の発議により若干名の役員をもって構成する。
（会議の開催）

第15条　会議は会長が必要と認めたときに開催し、会期の5日前までに書面等にて通知する。
（会議の定足数、議決）

第16条　会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

　める。

第　5　章　補　　　則

（規約の改廃）
第17条　本規約の改廃は、理事会の議決をもって行う。

（施　行）
第18条　本規約は、1978年4月1日より施行する。

改正　1992年5月20日
改正　1993年5月26日

2 会議の議決は、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、会長が決

第12条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残

2 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において4分の3以上の
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編集者　　原　　弘保
発行者　　鈴木　英弌
印 　刷　　　㈱三　創

総務部長　原　　弘保

1993年10月1日　発行

［シュプール］
静岡市スキー協会創立40周年記念誌

  静岡市スキー協会事務局を預かり、20有余年を数えようとしています。スキーと共
に歩んだ『リーベ』は、皆様のご支援に支えられながら、何とか務めを果たしてこれ
たかなと思っています。
  この間、事務局として喜びもあり、つらさも体験しましたが、ここにめでたく協会
創立40周年を迎えることができ、感無量の心境です。
  心よりお祝いを申し上げます。これからも色々なことがあるかと思いますが、幸
い、鈴木英弌協会長の基には素晴らしいスタッフが揃っており、さらにクラブ、協会
員が一丸となって、必ず協会を守り、発展させていってくれることでしょう。
  事務局としても、皆様の陰の力として努力してまいりますので、よろしくお願いいた
します。

  心通じる協会の仲間とのふれあい、市民大会のバッジテストの感動、残された青
春のパワーをぶつけた準指検定など、静岡市スキー協会との出会いは、スキーの素
晴らしさを教えてくれました。
  10年余の静岡市在勤とはいえ、生粋の沼津市民の私が協会総務部長を仰せつかる
ことなど予想だにしないことでしたが、以来ここまで育ててくれた協会への恩返しの
つもりで、日々の役割を務めてきました。
  正直言って、こと創立40周年記念の諸事業の推進については、荷が重い心境でし
たが、総務部長の責務を果たすことの一心で、編集の任にあたりました。
　さて、40周年記念誌の作成については、協会理事会で満場一致で決議したもの
の、改めて編集委員会なるものを結成したわけではありません。
  作成の原動力は、あくまでも役員・理事一丸となった協力体制であり、投稿いた
だいた諸先輩、関係各位のご協力と合わせ、心より感謝を申し上げる次第です。
  かつて、25周年時の記念誌にも述べられているように、記念誌作成の最大の意義
は、協会の歴史を次代に継承していくことであり、この記念誌が、少なからず協会発
展の一助になればと願ってやみません。

事務局だより

編集後記
静岡市スキー協会事務局
リーベ　 　 落合　雅彦
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