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期 日

担当者

忘年会

大漁丸

石川

15(土)

ク

クラブ初滑り

猪苗代方面

寺門

25(火)~26(水)

ク

少年スキー教室

猪苗代スキー場

１１１１月月月月

5(土)~6(日)

ク

25(金)~27(日)

県

県スキー技術選手権大会

尾瀬岩鞍スキー場

２２２２月月月月

2(土)~3(日)*

ク

クラブ研修会＆バッチテスト

台鞍山 (予定)

安達・寺門

15(金)~17(日)

合

5 クラブ合同スキーツアー

札幌国際，キロロ

大橋・寺門

9(土)

合

5 クラブ合同級別テスト

米沢スキー場

安達・金沢

9(土) ~10(日)

県

水戸・県北スラローム大会

〃

安達・金沢

31(日)

ク

納 会

未定

３３３３月月月月

そろそろ雪の足音が、聞こえてくるころ。みなさまがたには、いかがお過ごしでしょ
うか？私くしごときですが、１０月に青森旅行へ行ってきました。っとすでに八甲田
は雪がちらついたという話。札幌も市内で雪が降ったらしいし、ゲレンデの方も期待
できそうです！！さぁ～て、今シーズンも初めから、ガンガン飛ばして行きましょう！
まずは、先日の総会でのお知らせからです。

所

ク

月月月月

Email: skiclub@geocities.co.jp
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事 業 名

〃

小澤祐

〃

小澤祐
寺門

小橋・小澤・石川

＊印の行事は、総会の時配った資料と少し日程が変更になっています。

役員改正の年。シーズンはじめの顔合わせ、『総会』です！
●２００２年度
２００２年度の
年度の予算
先月、10 月 4 日（木）に那珂町「おたふく」にて、スキークラブの総会を開催いたしまし
た。例年どおり、会長からのご挨拶から始まって、事業報告、決算報告、来年度事業の予定な
ど話し合いました。すると、まぁ～どうでしょう。役員改正案！ってのをすっかり忘れてしま
っていたじゃぁ～ないですか。
。
。ここに深～くお詫びをして、以下、総会の内容を訂正しつつ
ご報告申し上げます。
●２００１年度事業
２００１年度事業・
年度事業・決算報告
別紙、
「総会議案書」のとおりです。

別紙、
「総会議案書」のとおりです。
●クラブ２０
クラブ２０周年記念品
２０周年記念品について
周年記念品について
今年度は、瓜連体協スキークラブ創立２０
周年にあたります。これを機に、何か記念品
をということで、今年は 15 万ほど予算を割
り当てております。現在のクラブ員が、総勢
２９名ということですので、一人約５０００
円程度の予算です。スキー時に使用できそう

なもので、かさばらなく、それでいて使える
品を！っと考えております。そこで！篠田氏
が、フェニックスに頼んで、何かいいグッズを
頼んでくれると決定しました。まぁ～篠田氏
のセンスに乞うご期待！

●２００２年度事業計画
２００２年度事業計画
【事 業】
○実 績
期 日

●クラブ役員改正
クラブ役員改正について
役員改正について
事 業 名

開催場所

8 月 26 日
サマーキャンプ
～27 日

山方町「キャンピングガーデン
家和楽」

10 月 4 日 総会

那珂町「おたふく」

10 月 14 日 水郡地区交流会

山方町「ケビン村」

参加人数

備 考

9人
18 人
団体 7 位
6 人 個人総合 1 位
（寺門 茂）

今年度新たに役員になったメンバーです。
もちろん皆様のご協力なしには、成り立ちま
せん！未熟者もおりますが、より一層のご協
力をお願いいたします。

新会長（1
名）
新会長
副会長（2
名）
副会長
事務局（1
名）
事務局
会 計（1 名）
幹 事（4 名）

寺門
小澤
石川
〃
小澤
安達
監 査（2 名） 岩上

茂
祐一
篠田 勝広
由紀子
辰男
竹夫
正美

小橋 一也
金沢 修
川又 信道

●クラブ費納入
クラブ費納入のお
費納入のお願
のお願い
今年度のクラブ費、登録料、保険料など未
納の方は、下記の要領で年末までに納入願い
ます。
納入金額の
納入金額の内訳
クラブ会費 ·········· 5,000 円
スポーツ障害保険料 ·· 1,400 円
全日本登録料 ········ 2,000 円
有資格者登録料 ······ 1,000 円
検定員登録料 ········ 1,000 円
有資格者保険料 ······ 1,000 円

納入方法
その１：持 参
瓜連町役場 建設課 小澤 祐一まで
その２：銀行振込
銀行名：常陽銀行瓜連支店(056)
口座名義：瓜連体協スキークラブ
口座番号：普通口座 6093709

また、初滑りが、猪苗代方面となるようで
うす。担当指導員の方もなるべく、初滑りに
参加して、当日、戸惑うことないようしっか
りと下調べをしておくのもよいでしょう！
でも、その時期に猪苗代滑れ
まい？とも思いつつ、では、
よろしくお願いいたします。

●クラブウェア更新
クラブウェア更新
今シーズンより、クラブのウ
エアがリニューアルしました。
新しいウェアも前回同様、青・
赤の色合わせです。購入予定に
なってるいる方は、直接ビバ・スポーツへ引
き取りに行ってください。12
12 月１０日過
１０日過ぎ
日過ぎ
．．
には入荷しているそうです。

ひつじ（
ひつじ（基本性質）
基本性質）
下調べや、細かい調査などが得
意で、状況を客観的に見極める
能力に優れています。異性関係
では、積極性にはやや欠けるも
のの、来るものは拒まずといっ
た姿勢で、常にエッチのチャン
スを伺っているようです。

僕が、会長になったなら・・・♪

●その他
その他
今年度より、少年スキー教室の開催地が、
福島県「猪苗代スキー場」となった。慣れな
い試みで、多少戸惑いもあるでしょうが、ま
た新たなゲレンデで子供たちも楽しみなので
はないのでしょうか？担当とな
る指導員も、多少は少なくても
よい、ということ。ですが、ク
リスマスと、
正月明けですから、
担当となる方は、早めに予定を
組むようにしてください。

と、ここで、新会長となった「寺門氏」からこんな
メッセージが届いている。
数年前から茂さんは、飲むたびに「茂会長説」を
熱く語っていた。もちろん、
「茂の野望」もそのたびに聞
かされた。いよいよ、茂の時代到来か？まさか、あの時
語っていた、あ～いうことも、あ～～ん
なことも、予定には入ってるのか？
ちなみに、茂さんの動物占いの結果は
右記のようになった。さぁ、どう読む？

金額は、当初の金額の２５％
ぐらいは安くなってるはずだ
そうです。
（たしか・・・）
15 日の初滑りまでには、
なんとか購入できるように頑張ってください。
早い人はボーナスも出たころでしょ？

数年前でしょうか、前大橋会長から「茂、
そろそろ会長になってみてはどうか？」と打
診されました。しかし、私には、縁の下の力
持ちが似合っているし、会長のポストには自
信がなく引き受けることはできない！と、前
会長に「引き続き、会長にとどまってほしい」
と伝え、お願いしてきたところです。
それから 2 年が過ぎてしまったのですね。
幹事から推薦を受け、先の総会で承認され、
会長に就任したしだいです。できる限り事業
に参加してまいりますので、よろしくお願い
いたします。
私は２３歳のときに、
志保石顧問に拾われ、
1 級取得後、瓜連スキークラブに入会しまし
た。結婚し、子供誕生までは技術向上に努め
ましたが、その後、家庭の事情により個人的
にはスキーができず、クラブも年１～２回の
行事参加と、年一回の指導員研修会しかスキ
ー活動ができず、悩んだ時期もありました。
しかし、皆さんの励ましや協力によって、
また楽しく皆さんとともにスキーができるよ
うになり、一クラブ員としてクラブの発展に
協力してきたところです。
皆様にも、クラブ・県・５クラブ合同など
各行事には、できるだけ多くのクラブ員に参
加していただきたい。１シーズンせめて、１
行事に参加していただきたいのです。家庭の
事情、仕事・金銭など、さまざまな問題もあ
り、参加しづらいのは分かりますが、できる
限り、協力くださいますようお願いを申し上
げる次第です。また、参加できないときは早
めに各連絡網の幹事、または事務局に連絡し

寺門 茂
てほしいのです。車の手配や宿の手配、行事
のカリキュラムなど、スタッフが計画できず
に困っております。また、そういった事情か
ら次回の役員改選で引き受けてくれる人がい
なくなってしまいます。必ず連絡してくださ
い。お願いします。
願い事ばかりですが、私には、３つの目標
があります。
１つは、クラブ員の拡大。指導者はクラブ
を問わず指導に励み、クラブ員の獲得に努力
していただきたい。
２つ目には、クラブ員新入クラブ員とくに
若手を中心とする技術の向上、全日本教育本
部の志保石さん、県技戦上位入賞を、県デモ
の篠田さんなど瓜連にはすばらしい指導者が
います。そういった方々の指導を受け第二の
志保石・篠田を作っていきたい！
３つ目は、資格だけの指導者ではなく、指
導できる指導者の育成です。指導者はクラブ
の推薦を受け、試験に合格してきたわけで、
クラブの発展などにも協力しなければなりま
せん。しかし、行事といえば、少年スキーだ
け、もしくは、少年スキーにも参加しない指
導資格をもった指導者もいます。こういった
所を、改革していきたいと思います。
いろいろとお願いや考えを書いてきました
が、とくかく活気あふれるクラブ作りにみな
さんとともに取り組んでいきたいと思ってお
りますので、なにとぞご協力よろしくお願い
します。

５クラブ合同北海道スキーツアーについて
担当 大橋 寺門
すでに、お知らせしてあるとおり、今年度はクラブ合同ツアーとしての 5 回目です。記念
事業として、北海道スキーツアーを企画しております。
詳細については、同封の申し込み用紙のとおりです！
〆切 11 月末日
参加ご予定のある方は、お早めにお申し込みください。
申込金 23000 円

初滑りのご連絡！

ビバ！忘年会だよぉ～～ん！
担当 石川
そう。
。
。総会では、ピッピッっとハートにこなかったアナタ！（そりゃそうさ、総会だも
ん！）恒例の忘年会だすよ！
12 月といえば、もうこれしかないでしょう！
ってなわけで、参加クラブ員募集中です。もちろん、全員参加を狙ってます！なかなか合
う機会のないそこのアナタ！ゲレンデは、3 級品でも、夜の部は、1 級品のキミ！（って私
か？）ゼヒゼヒ！ご参加ください！
日 時：１２月１５日（土）１８：３０～
場 所：那珂町「大漁丸」
〆切
会 費：５０００円
12/10
終了予定
終了予定：なし

おめでとう！のお知らせ

クラブの紅二点のうちの、一点！赤津の順
子嬢がこのたび、ご結婚なさいました。おめ
でとぉ～！の一言なのですが、彼女は栃木県
に嫁入りしたということで、なかなかお会い

クラブの若手ホープの、
大橋ジュニアこと、
大橋 靖生氏が、10 月 27 日（日）に都内
の某式場で結婚式を挙げられました。現場リ
ポートは、志保石センセから後ほど届くと思
います。

どちらにしても、お二人とも新たな旅立
ち！ということで、何かと忙しいことでしょ
う。
ゲレンデに立つ機会も少なくなるかも。
。
。
。
でも、どちらもゲレンデの魅力に取り付かれ
た二人です。すぐに、戻ってくることと思い
ます。クラブ員一同、ゲレンデでお待ちして
おります。

新クラブ員の紹介

担当 寺門 篠田
クラブ初滑りを行います。場所は、福島県方面。少年スキー教室の下見を兼ねて、できれ
ば猪苗代あたりのゲレンデへレッツラゴーです！
午前中は、志保石教育本部専門委員と篠田デモによる全員研修。午後は、指導員によるレ
ッスン。またはフリーという予定です。まぁ、この日が初！ですので、足慣らしをしてたっ
ぷり今年の準備体操をしてください。
日 時：１２月１５日（土） 集合５：３０（らぽ～る）
場 所：猪苗代方面（雪を探してさまよう）
〆切
金 額：リフト代。食事代。風呂代。車代、ほか（おやつ代）
12/10
そして、そのあとは・・・・・

その１

その２

する機会が少なくなってしまいそうです。
それでも、ゲレンデのどこかでお会いする
こともあるでしょうから、皆様でこころから
のお祝いをお願いいたします。

我がクラブに、新しい会員が入りました。最近、すっかり同じメンツで見飽きてきたので、
ちょうどよかった。
。
。また、盛り上がって行きましょう！
その新クラブ員からの、ちょっとしたご挨拶レポートです。
お

の

せ

はじめまして、小野瀬

かずのり

一則です！

出身は、山方町
山方町ですが、現在は、瓜連町平野台に住む、昭和３１年生まれ
山方町
乙女座の、Ｏ型です。
スキーは１８歳のころから、日帰りでよく蔵王へ行ってました。
趣味は、動くこと！特に、ボーリング
ボーリング・バイク
ボーリング バイク・バレーボール
バイク バレーボール・ソフト
バレーボール ソフト
ボールなどなど。
先日、バイクで日光へ～～紅葉ラインをブンブン！（飛
ボール
ばしたのか？）とハンターＭｔの近くを走ってました！
．．
今年は、初参加ということですが、
、
、シロ
シロ
．．．．
コアラ（
コアラ（基本性質）
基本性質）
ウトだ
ウトだ！ということを皆様に覚えておいて
考え深く、物事を行う時には必ず自分が勝
いただいて、１５日の初滑りから参加したい
てる勝負かどうかを考えて始めるようで
と思います。よろしくお願いいたします。
す。毎日でも H がしたい、本能ムキ出しの
タイプで、浮気も止めようがありません。
ということでした。個人的に、調べたところ・・・
言い訳が上手で、計算高い面もあります。
動物占いでは、コアラでした。
。
。
。そうなの？？

編集後記
いやぁ～ついに、まわってきてしまいま
した。
「事務局」
・・・いやぁ～な響きです。
「事務局やるなら、会長がイイ！」と言っ
た、素敵な意見は、すでに却下されやっぱ
り、事務局が回ってきました。ところで、
事務局っていったい何をやるのでしょう？
どうも宴会係りが板についている私は、新
たに宴会部長という役員を設けてくれれば
よかったのに。。。と一人ゴネたりもしてい
ます。
いろいろ、未熟な部分も多いかと思いま

すが、温かい目でお願いいたします。
早速ですが、クラブ内の連絡網をもっと
身近に！と思い、連絡網をパウチッコして
みました。ちと字が小さいのが難点ですが、
行事も追加してあります。あなたのお財布
に、または定期入れなどに、そっと忍ばせ
ておいてください。何かと便利品です～。
。
事務局宛のお便りは、FAX かメールで！
もちろん郵送も可能です！
FAX：029-296-3011
メール：ha75@neko.chan.ne.jp
どちらでも OK です。

