
平成２９年度

総 会 資 料

平成２９年６月２８日（水）

１９時００分～

さいたま市仲町公民館

さいたま市スキー連盟



総会次第

１ 開会

２ あいさつ

３ 議題

① 議案第１号 平成２８年度事業報告について

② 議案第２号 平成２８年度歳入歳出決算の承認について

③ 議案第３号 役員改選について

④ 議案第４号 平成２９年度事業計画案について

⑤ 議案第５号 平成２９年度歳入歳出予算案について

４ その他

５ 閉会



№ 実施日 事業名又は大会名 会場 担当 備考

1 6月29日(水) 総会 常盤公民館 総務部 参加者　27名

2 10月5日（水）～ 指導者検定受検講習会 下落合公民館他 教育部
参加者
　理論　30名
　実技　のべ150名

3 12月23日（金）～24日（土） 教育部研修会 鹿沢スノーエリア 教育部 参加者　33名

4 1月13日（金） 競技スキー強化合宿　№１ 鹿沢スノーエリア 競技部
リベルタスキークラブ

との共催

5 1月14日（土） 会長杯クラブ対抗スキー大会 鹿沢スノーエリア 競技部
優勝　県庁スキークラブ
12クラブ107名参加
水口杯　 植松  繁

6 1月14日（土）～15日（日） 市民スキー大会 鹿沢スノーエリア 競技部
総合優勝　 八木橋　達也

112名参加

7 1月21日（土）～22日（日） 競技スキー強化合宿　№2
菅平高原奥ダボス

ゲレンデ
競技部 中止

8 1月28日（土）～29日（日） 県民総合体育大会スキー競技会 鹿沢スノーエリア 競技部
市町村対抗代表選手
Aﾁｰﾑ　１位　10名
Bﾁｰﾑ　３位　10名

9 12月17日（土） ～　18日（日） 第１回スキーの集い みつまた・かぐらスキー場 岩槻おはよう 参加者10名+講師2名

10 12月30日(金）～1月1日（日） 新春スキー講習会 戸隠スキー場 サンスノー 中止

11 1月5日（木） ジュニアスキースクール冬休み 鹿沢スノーエリア 与野SC 参加者3名+講師2名

12 1月24日（火） 平日ゆったりスキー教室 田代スキー場
スポーツ

ファクトリーＳＣ
参加者1名+講師1名

13 1月28日（土） ～　29日（日） 第２回スキーの集い 石打丸山スキー場 岩槻おはよう 参加者20名+講師4名

14 1月29日（日） レベルアップin軽井沢スノーパーク 軽井沢スノーパーク 与野SC 参加者3名+講師2名

15 2月10日（金）～12日（日） レベルアップin戸隠 戸隠スキー場 与野SC 参加者24名+講師7名

16 3月4日（土）～5日（日） レベルアップin鹿沢 鹿沢スノーエリア 与野SC 参加者16名+講師4名

17 3月4日（土） ～　5日（日） ジュニアスキースクール 水上宝台樹スキー場 岩槻おはよう 参加者47名+講師7名

18 3月1７日（金）～20日（月） 春スキー講習会 水上宝台樹スキー場 サンスノー 参加者17名+講師4名

19 3月18日（土） ～　19日（日） 第３回スキーの集い 鹿沢・湯の丸スキー場 岩槻おはよう 参加者10名+講師2名

《平成２８年度　事業報告書》
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収入の部 （単位：円）

項  目 本年度決算額 内訳（連盟） 内訳（体協） 予算額 備  考

１　会費 360,000 360,000 360,000

　１　クラブ登録料 360,000 360,000 360,000 １５，０００×２４クラブ 新規登録なし

２　補助金 477,000 477,000 477,000     市体協連盟運営補助　１６１，０００　

　１　補助金 477,000 477,000 477,000     市体協市民大会補助　２１３，０００　

    市体協主催大会補助　１０３，０００　

３　事業収入 983,400 983,400 860,000     市民大会参加料　１１２名分　３７３，５００円　

　１参加費 983,400 983,400 860,000 　　クラブ対抗参加料１０７名分　２６０，０００円　

    準指導員研修会　のべ１５０名分　１８０，０００円　

　　競技部強化合宿　のべ４３名分　４３，０００円　

　　教育部研修会　３３名参加　１２６，９００円　

４　登録料 179,200 179,200 180,000 大人、大学生ひとり３００円＊５９６名＋前年度追加分２００円×２名

　１　ＳＡＪ登録料 179,200 179,200 180,000

５　雑収入 12 12 150

　１雑収入 12 12 150 連盟通帳利息３＋３＋ＳＡＪ登録通帳利息６円

６　繰越金 512,526 512,526 512,526

　１前年度繰越金 362,526 362,526 362,526 前年度繰越金　３６２，５２６円　

 ２積立金（繰り越し） 150,000 150,000 150,000 前年度積立金　１５０，０００円

収入合計 2,512,138 2,035,138 477,000 2,389,676

支出の部

項  目 本年度決算額 内訳（連盟） 内訳（体協） 予算額 備  考

１　事務費 267,876 267,876 0 610,000

　１　役務費 972 972 0 20,000
通信費（送料、振込み手数料）２１６＋１０８＋２１６＋１０８＋１０８＋１０８＋
１０８＝９７２円

　２　旅費 0 0 0 10,000

　３　印刷費 0 0 0 30,000

　４　消耗品費 0 0 0 20,000

　５　会議費 1,438 1,438 0 20,000 総会費　１，４３８円　御茶代　

　６　備品費　 160,000 160,000 0 200,000 競技用ポール１６０，０００円

　７　ビブ購入費 105,466 105,466 0 300,000 市民大会用ビブ購入　

　８　雑費 0 0 0 10,000

２　事業費 1,940,084 1,463,084 477,000 1,626,000

　１　準指導員研修会 319,000 269,000 50,000 150,000 理論講習：３回　実技講習：５回

　２　教育部研修会 155,356 155,356 0 40,000 鹿沢２日間　

　３　競技部強化合宿 13,200 13,200 0 40,000

大会運営費　役員宿泊交通費補助

　５　県体スキー 558,970 397,970 161,000 450,000 選手宿泊交通費補助　市町村対抗参加費

　６　フリースタイル援助 0 0 20,000

３　登録料 40,000 40,000 0 40,000     県   連３０，０００　地域団体登録　１０月２２日　

　１　登録料 40,000 40,000 0 40,000     市体協１０，０００　４月２１日　

４　予備費 16,200 16,200 0 113,676

　１　予備費 16,200 16,200 0 113,676 金子副会長葬儀生花

支出合計 2,264,160 1,787,160 477,000 2,389,676

収入支出差引残高 （収入合計） 2,512,138 －（支出合計） 2,264,160 ＝247,978

平成28年度さいたま市スキー連盟決算書

　４　市民大会及び
　　　クラブ対抗

893,558 627,558 926,000266,000

円は、次年度へ繰越
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平成29年6月28日

NO 役職名 氏名 クラブ名 NO 役職名 氏名 クラブ名

1 名誉会長 高窪　昭雄 浦和ＳＣ 1 名誉会長 高窪　昭雄 浦和ＳＣ

2 顧問 加藤　治男 サンスノーＳＣ 2 顧問 加藤　治男 サンスノーＳＣ

3 会長 高橋　哲男 与野ＳＣ 3 会長 高橋　哲男 与野ＳＣ

4 副会長 金子　禎助 サンスノーＳＣ 4 副会長 小林　耕治 スポーツファクトリーＳＣ

5 副会長 小林　耕治 スポーツファクトリーＳＣ 5 副会長 渡部　好夫 与野ＳＣ

6 副会長 渡部　好夫 与野ＳＣ 6 副会長 立野　健一 ｱﾐｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ

7 副会長 立野　健一 ｱﾐｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ 7 理事長 高橋　伸保 埼玉県庁ＳＣ

8 理事長 高橋　伸保 埼玉県庁ＳＣ 8 副理事長 野村　浩一 与野ＳＣ

9 副理事長 野村　浩一 与野ＳＣ 9 副理事長 高橋　浩行 埼玉県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

10 副理事長 高橋　浩行 埼玉県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 10
理事

総務部長
津曲　裕之 さいたま市役所スキー部

11
理事

総務部長
津曲　裕之 さいたま市役所スキー部 11

理事
競技部長

長谷川　昭 与野ＳＣ

12
理事

競技部長
長谷川　昭 与野ＳＣ 12

理事
教育部長

万沢　一成 与野ＳＣ

13
理事

教育部長
万沢　一成 与野ＳＣ 13

理事
副総務部長

石山　太一 岩槻おはようスキークラブ

14
理事

副総務部長
石山　太一 岩槻おはようスキークラブ 14

理事
副競技部長

下村　勝巳 さいたま市役所スキー部

15
理事

副競技部長
下村　勝巳 さいたま市役所スキー部 15

理事
副競技部長

植松　繁 浦和ＳＣ

16
理事

副競技部長
植松　繁 浦和ＳＣ 16

理事
副競技部長

斉藤　徹 岩槻おはようスキークラブ

17
理事

副競技部長
斉藤　徹 岩槻おはようスキークラブ 17

理事
副教育部長

平田　稔雄 スポーツファクトリーＳＣ

18
理事

副教育部長
新井　義久 岩槻おはようスキークラブ 18

理事
副教育部長

櫻井　健一 与野ＳＣ

19
理事

副教育部長
平田　稔雄 スポーツファクトリーＳＣ 19

理事
副教育部長

高井　一郎 ｱﾐｨｽｷｰｸﾗﾌﾞ

20 監事 神宮司明男 ＴＳＳＣ 20 監事 新井　義久 岩槻おはようスキークラブ

21 監事 瀧口　智 さいたま市役所スキー部 21 監事 瀧口　智 さいたま市役所スキー部

22 会計 麻生　和彦 さいたま市役所スキー部 22 会計 麻生　和彦 さいたま市役所スキー部

23 会計 島嵜　究 さいたま市役所スキー部 23 会計 島嵜　究 さいたま市役所スキー部

さいたま市スキ－連盟役員名簿新旧役員

旧 新（平成２９年度～３０年度）
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№ 実施予定日 事業名又は大会名 会場 担当 備考

1 6月28日(水) 総会 仲町公民館 総務部

2
10月4日（水）
11月15日（水）
12月13日（水）

指導者検定受検講習会 下落合公民館他 教育部

3

11月25日（土）
1月13日（土）～14日（日）
1月20日（土）～21日（日）
1月27日（土）～28日（日）
2月17日（土）～18日（日）

実技講習会No.1～5
鹿沢スノーエリア
上越国際スキー場

他
教育部

4
12月23日（土）
～24日（日）

教育部研修会 鹿沢スノーエリア 教育部

5 1月12日（金） 競技スキー強化合宿　№１ 鹿沢スノーエリア 競技部

6 1月13日（土） 会長杯クラブ対抗スキー大会 鹿沢スノーエリア 競技部

7
1月13日（土）
～14日（日）

市民スキー大会 鹿沢スノーエリア 競技部

8 未定 競技スキー強化合宿　№２ 未定 競技部

9 未定 市町村対抗 未定 競技部

10 1月5日（金） ジュニアスキースクール冬休み 鹿沢スノーエリア 与野SC

11 1月12日（金）夜～14日（日） 親子スキー教室 水上宝台樹スキー場 岩槻おはよう 定員 40名

12 1月27日（土）～28日（日） スキー・スノボの集い 戸隠スキー場 岩槻おはよう 定員 16名

13 1月28日（日） レベルアップin軽井沢スノーパーク 軽井沢スノーパーク 与野SC

14 2月9日（金）～12日（月） レベルアップin戸隠 戸隠スキー場 与野SC

15 2月10日（土）～11日（日） スキー研修会
ホワイトワールド
尾瀬岩鞍

サンスノー 参加者20名+講師5名

16 3月3日（土）～４日（日） レベルアップin鹿沢 鹿沢スノーエリア 与野SC

17 3月3日（土）～4日（日） ジュニアスキー教室 水上宝台樹スキー場 岩槻おはよう 定員 40名

18 3月16日（金）～19日（月） 春スキー講習会 水上宝台樹スキー場 サンスノー 参加者20名+講師5名

19 3月17日（土）～18日（日） 鹿沢・湯の丸スキーの集い 鹿沢・湯の丸スキー場 岩槻おはよう 定員 12名

《平成２９年度　事業計画書》
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収入の部 （単位：円）

補助金 参加費 その他

１　会費 360,000 360,000 360,000

　１　クラブ登録料 360,000 360,000 360,000 １５，０００（年間登録）×２４クラブ

２　補助金 477,000 477,000 477,000     市体協連盟運営補助　１６１，０００

　１　補助金 477,000 477,000 477,000     市体協市民大会補助　２１３，０００

    市体協主催大会補助　１０３，０００

３　事業収入 950,000 950,000 860,000     市民大会参加料　110名分

　　クラブ大会参加料110名分

　１参加費 950,000 950,000 860,000     研修会・強化合宿等（のべ200人分）

４　登録料 180,000 180,000 180,000 一般・大学１名あたり３００円

　１ＳＡＪ登録料 180,000 180,000 180,000 600名

５　雑収入 50 50 150 預金利子等

　１雑収入 50 50 150

６　繰越金 247,978 247,978 512,526

　１前年度繰越金 247,978 247,978 362,526

　２積立金 0 150,000 ビブ購入積立金(今年度はなし)

収入合計 2,215,028 477,000 950,000 788,028 2,389,676

支出の部

補助金 参加費 その他

１　事務費 180,000 180,000 610,000

　１　役務費 20,000 20,000 20,000 通信費等

　２　旅費 10,000 10,000 10,000

　３　印刷費 30,000 30,000 30,000

　４　消耗品費 20,000 20,000 20,000

　５　会議費 20,000 20,000 20,000 総会費等

　６　備品費 70,000 70,000 200,000 トランシーバー(30,000)、ドリル（40,000）

300,000 ビブ購入費（今年度はなし）

　７　雑費 10,000 10,000 10,000

２　事業費 1,806,000 477,000 950,000 379,000 1,626,000

　１　理論・実技講習会 250,000 100,000 150,000 150,000 指導員・準指導員受検、技術研鑽のため

　２　教育部強化合宿 120,000 100,000 20,000 40,000 市連技術研修・合宿

　３　競技部強化合宿 40,000 40,000 0 40,000 大会前日練習・ポール合宿

　５ 県大会 500,000 161,000 339,000 450,000 市町村対抗選手派遣費　Ｈ２９は２日間開催予定

　６　フリースタイル援助 20,000 20,000 20,000

３　登録料 40,000 40,000 40,000 県 連30,000

　１　登録料 40,000 40,000 40,000 市体協10,000

４　予備費 189,028 189,028 113,676

　１　予備費 189,028 189,028 113,676

支出合計 2,215,028 477,000 950,000 788,028 2,389,676 -174,648

平成２９年度さいたま市スキー連盟予算書

　４　市民大会及び
　　　クラブ対抗大会

876,000 660,000 926,000 大会運営費　役員宿泊交通費補助　賞品代等

項　　目 本年度予算額

216,000

内　　訳
前年度予算額 備　　　考

項　　目 本年度予算額
内　　訳

前年度予算額 備　　　考

前年度との差額
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全体
事業
№

実施日 事業名 会場 内容

1 6月13日(月) 第1回理事会 仲町公民館

平成27年度事業報告について
平成27年度歳入歳出決算の承認について
平成28年度事業計画案について
平成28年度歳入歳出予算案について
平成28年度クラブ登録受付
                    参加26名

2 6月29日(水) 総会 常盤公民館

平成27年度事業報告について
平成27年度歳入歳出決算の承認について
平成28年度事業計画案について
平成28年度歳入歳出予算案について
　 参加27名(評議員5名・委任状12名)

3 11月4日(金) 第2回理事会 常盤公民館

さいたま市民スキー大会について
会長杯クラブ対抗スキー大会について
その他
　　　　　　　　　　参加24名

4 12月13日(火) 第3回理事会 仲町公民館

さいたま市民スキー大会のエントリーにつ
いて
会長杯クラブ対抗スキー大会のエントリー
について
その他
　　　　　　　　　　参加25名

平成28年度総務部事業報告
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№ 実施日 事業名又は大会名 会場 担当 備考

4 1月１３日（金） 競技スキー強化合宿　№１ 鹿沢スノーエリア 競技部
リベルタスキークラブ

との共催

5 1月１４日（土） 会長杯クラブ対抗スキー大会 鹿沢スノーエリア 競技部
優勝　県庁スキークラブ
１２クラブ１０７名参加
水口杯　 植松  繁

6 1月１４日（土）～１５日（日） 市民スキー大会 鹿沢スノーエリア 競技部
総合優勝　 八木橋　達也

１１２名参加

7 1月２８日（土）～２９日（日） 県民総合体育大会スキー競技会 鹿沢スノーエリア 競技部
市町村対抗代表選手
Aﾁｰﾑ　１位　10名
Bﾁｰﾑ　３位　10名

《平成２８年度　事業報告書》
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平成２８年度教育部事業報告 

No  事業名 会場 内容 

2 

10 月 5 日（水） 

第 1回 

指導者検定理論講習会 下落合公民館 

ガイダンス 

万沢（与野）、平田（ファクトリ）

参加者数 29 名 

11 月 16 日（水） 
第 2回 

指導者検定理論講習会 
下落合公民館 

特別講演、スキー教程解説 

高橋会長、立野副会長 

12 月 14 日（水） 

第 3回 

指導者検定理論講習会 下落合公民館 

スキー教程解説 

実技種目の着眼点について 

万沢（与野） 

11 月 26 日（土） 第 1回実技講習会 鹿沢スノーエリア 

実技講習 

万沢（与野）、平田（ファクトリ）

参加者数 9名 

1 月 14 日（土） 

 ～15 日（日） 
第 3回実技講習会 鹿沢スノーエリア 

実技講習 

万沢（与野）、櫻井（与野） 

参加者数 14 日 12 名、15 日 12 名

1 月 22 日（土） 

 ～23 日（日） 
第 4回実技講習会 鹿沢スノーエリア 

実技講習 

立野（アミィ）、万沢（与野）、 

平田（ファクトリ） 

参加者数 22 日 22 名、23 日 23 名

1 月 28 日（土） 

～29 日（日） 
第 5回実技講習会 鹿沢スノーエリア 

実技講習 

立野（アミィ）、櫻井（与野） 

参加者数 28 日 17 名、29 日 16 名

2 月 18 日（土） 

～19 日（日） 
第 6回実技講習会 サンメドウズ清里 

実技講習 

万沢（与野）、平田（ファクトリ）

櫻井（与野） 

参加者数 18 日 19 名 19 日 20 名 

3 
12 月 23 日（金） 

～24 日（土） 

第 1回さいたま市研修会 

（第2回実技講習会を含む）
鹿沢スノーエリア 

実技講習 

伊藤（与野）、高井（アミィ）、 

立野（アミィ）、万沢（与野）、 

平田（ファクトリ）、 

新井（おはよう） 

参加者数 23 日 33 名、24 日 31 名

理論講習会申込数 30 名（朝霞市連 4名含む）、実技講習会延べ参加者数 150 名 

準指導員検定合格者（11 名）

池田安希（KSS）、笹尾優介（KSS）、足立友美（KSS）、北山 桂(Team San Techno)、幸島裕美(イーグル)、 

鈴木一匡（イーグル）、大野智博(岩槻おはよう)、加藤史浩(岩槻おはよう)、生田和雅（粉雪）、 

藤井一男(与野)、佐藤直美(与野) 

指導員検定合格者（7名） 

樋口邦男(イーグル)、福真昭彦(イーグル)、藤田昌一(ファクトリ)、鳥居 亙（与野）、藤波勧将（アミィ）、 

仲田浩章（岩槻おはよう）、泉谷清人（スノーフェロー） 
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教育本部委託事業テクニカル・クラウン講習・検定 

鹿沢会場 ２０１６年３月６日（土）事前講習、７日（日）検定 

テクニカル受講者数：９名、受検者数 ７名、合格者数：２名

        クラウン 受講者数：７名、受検者数 ７名、合格者数：０名

神立会場 ２０１６年３月２６日（土）事前講習、２７日（日）検定 

テクニカル受講者数：１０名、受検者数１４名、合格者数：６名

        クラウン 受講者数：２７名、受検者数２６名、合格者数：１名

第 50 回埼玉県スキー技術選手権大会 

（決勝）成績 

第 5回 

埼玉県シニアスキー選手権大会成績 

[女子総合成績順] 男子１部（40 歳～49 歳） 

順位 資 選手名 所属 順位 資 選手名 所属 

1 準 石川千尋 与野 8 準 鈴木隆之 アミィ 

4 テ 永田双葉 与野 男子２部（50 歳～59 歳） 

14 指 磯田美奈子 イーグル 順位 資 選手名 所属 

15 受 池田安希 ＫＳＳ  6 指 磯田吉弘 イーグル 

16 受 足立友美 ＫＳＳ  17 指 小澤勝司 アルペン 

17 1 細田春香 ＫＳＳ  20 指 島崎祐道 アミィ 

19 1 北林和恵 ＫＳＳ  31  笹木 智  

[男子総合成績順]  32  鈴木一匡 イーグル 

順位 資 選手名 所属 女子２部（50 歳～59 歳） 

6 準 井上 慶 ＭＭＭ 順位 資 選手名 所属 

8 準 後藤 樹 アミィ 8 指 安田伊津子 ヴィテス 

9 準 佐野琢也 ＭＭＭ 10 指 宮山ひとみ 与野 

11 準 大矢根稔 ＭＭＭ 男子３部（60 歳～69 歳） 

15 指 宮澤宏文 ファクトリ 順位 資 選手名 所属 

17 受 笹尾優介 ＫＳＳ 5 準 栃澤靖之 アミィ 

19 ク 近藤健太 ＭＭＭ 12 準 清水 享 おはよう 

20 ク 大石佑介 与野 13  伊藤範雄 おはよう 

22 1 加藤育磨 ＫＳＳ 16 準 福真昭彦 イーグル 

25 準 藤見岳大 イーグル 18  関口雅之 おはよう 

30 ク 岩田拓也 ＫＳＳ 男子４部（70 歳～） 

30 指 平田稔雄 ファクトリ 順位 資 選手名 所属 

36 ク 加藤仁徳 ＫＳＳ 1 指 石田和吉 与野 

45 指 磯田正紀 イーグル 7 指 谷山 進 おはよう 

48 指 小林秀幸 イーグル 

51 1 関口裕之 おはよう

56 1 西尾 大 ＭＭＭ

57 準 今津敦嗣 ファクトリ 

58 テ 小池大樹 ＫＳＳ 

59  芹川拓磨 ＫＳＳ 

83  中村優希 与野 
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2017 北関東スキー技術選手権大会結果  第 54回全日本スキー技術選手権大会結果

[女子総合成績] [女子本選成績] 

順位 資 選手名 所属 順位 資 選手名 所属 

1 準 石川千尋 与野 52 準 石川千尋 与野 

3 テ 永田双葉 与野 92 テ 永田双葉 与野 

[男子総合成績]  [男子予選成績] 

順位 資 選手名 所属  順位 資 選手名 所属 

14 テ 後藤 樹 アミィ  194 テ 後藤 樹 アミィ 

15 準 佐野琢也 ＫＳＳ  225 準 井上 慶 ＭＭＭ 

16 準 井上 慶 ＭＭＭ  233 準 佐野琢也 ＭＭＭ 

44 受 笹尾優介 ＫＳＳ

53 ク 近藤健太 ＭＭＭ

56 準 大屋根稔 ＭＭＭ      
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