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7 月 12 日（土）福島県猪苗代町のホテル リステル猪苗代で北は北海道、南は山口県

から約 100 名が集まり総会が開催されました。総会は加藤昭光副会長の開会の言葉に始

まり 2014 年度決算、2015 年度予算等が話し合われ承認され、田口晶英副会長の閉会の

言葉で約 1 時間の総会が終了しました。その後フリースタイルスキー全日本ナショナル

チームモーグル星野純子選手の特別講演を聞き、夕食を兼ねた懇親会や懇親会後の二次

会で会員相互の親睦を深めました。次の日は会津若松市内観光に行き、鶴ヶ城の見学を

行いました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.【開会の言葉】  

加藤昭光 副会長 

2.【会長挨拶】 

一戸繁輝 会長 

3.【来賓祝辞】 

前後 公 様 （猪苗代町長） 

（代理 大川原 久夫様 副町長） 

小瀬 真男 様 

（リステル猪苗代総支配人） 

4.【来賓紹介】 

猪苗代町副町長        

大川原 久夫 様 

リステル猪苗代総支配人  

小瀬 真男 様 

福島県スキー連盟安全対策部長    

安田 耕寿 様 

5.【議長選出】 

    舘下 松好さん（福島 29 期） 

6.【議事録署名人指名】 

    大井 則子さん（愛知 18 期） 

野口 幸子さん（東京 51 期） 

7.【議題】 

   1）2014 年度事業報告  

保坂淳司 事務局長 

   

 

 

 

 

 

 

 

   2）2014 年度決算報告 

中村康治 理事 

 3）2014 年度監査報告  

西館  忍 監事 

        2014 年度事業報告、決算報告、監

査報告が 一括提案され、拍手多数に

て承認された。 

   4）2015 年度事業案    

保坂淳司 事務局長 

   5）2015 年度予算案    

中村康治 理事 

        2015 年度事業案、予算案が一括提

案され、拍手多数にて承認された。 

 

    ★JSPA 決算、予算、事業報告は 6 ペー

ジを参照 

 

   6）その他  

次年度第 44 回総会開催地 PR 

              青森県 須藤光春 地区幹事                                                                                                              

8.【議長退任】 

9.【閉会の言葉】 

    田口 晶英 副会長 

 

第 43 回 JSPA 総会報告  
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総会受付風景  総会前の地区幹事会  総会前の理事会  

3 名の来賓者  議長の舘下松好さん  事業報告する保坂淳司事務局長  

決算報告する中村康治理事  監査報告する西館忍監事  総会会場風景  

総会会場風景  総会会場風景  総会会場風景  

総会会場風景  総会会場風景  総会会場風景  
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星野純子選手の講演  オリンピックで交換したピンバッチ  最後にみんなで応援エール  

懇親会で東条理英子パトロール（福島 42 期）による「白虎隊」の演武披露  

懇親会風景  懇親会風景  懇親会風景  

懇親会風景  懇親会風景  懇親会風景  

懇親会風景  次回開催の青森県へ JSPA

会旗の引継  

懇親会も終わりが近付き  

二次会へ移動の準備  
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二次会風景  

鶴ヶ城の天守閣からの眺め ボランティアガイドの説明を

聞きながら見学  
市内観光参加者は鶴ヶ城

で記念撮影  

次の日は市内観光  



 
2014年度決算報告（2013年7月1日～2014年6月30日） 2015年度予算（2014年7月１日～2015年6月30日）
収入の部 収入の部

科目 予算 決算 摘要 科目 前年度決算 予算 摘要

入会金 50,000 31,000 新規会員・再入会 入会金 31,000 50,000 新規会員

年会費 950,000 889,000 年度会費・終身会費 年会費 889,000 950,000 年度会費・終身会費

物品販売収入 100,000 76,300 ネームプレート・ステッカー 物品販売収入 76,300 100,000 ネームプレート・ステッカー

雑収入 500 46,624 貯金利息・寄付 雑収入 46,624 500 貯金利息

特別積立金より 0 0 特別積立金より 0 500,000 特別積立金会計より繰り入れ

繰越金 703,313 703,313 前年度より繰越 繰越金 703,313 (173,812) 前年度より繰越

合計 1,803,813 1,746,237 合計 1,746,237 1,426,688

支出の部 支出の部
科目 予算 決算 摘要 科目 前年度決算 予算 摘要

事務局費 150,000 136,362 事務消耗品/インターネット 事務局費 136,362 150,000 事務消耗品等

通信連絡費 300,000 196,187 切手・葉書・宅急便送料 通信連絡費 196,187 200,000 切手・葉書・宅急便送料

会議費 500,000 486,175 理事会・地区幹事会 会議費 486,175 400,000 理事会・地区幹事会

交通費 250,000 289,734 各種行事・FIPS 交通費 289,734 250,000 各種行事

印刷費 400,000 299,841 封筒・郵便振替用紙・会報 印刷費 299,841 300,000 封筒等・会報

物品作製費 100,000 461,750 ネームプレート・ピンバッチ 物品作製費 461,750 50,000 ネームプレート

協賛金 50,000 50,000 パト技術競技大会 協賛金 50,000 50,000 パト技術競技大会協賛

積立金 0 0 積立金 0 0

予備費 53,813 0  予備費 0 26,688

      

小計 1,803,813 1,920,049 小計 1,920,049 1,426,688

次期繰越金 0 (173,812) 次年度へ繰越 次期繰越金 (173,812) 0 次年度へ繰越

合計 1,803,813 1,746,237 合計 1,746,237 1,426,688

特別積立金会計（2013年7月1日～2014年6月30日） 特別積立金会計（2014年7月1日～2015年6月30日）
収入の部 収入の部

科目 予算 決算 摘要 科目 前年度決算 予算 摘要

繰越金 900,000 900,000 前年度より繰越（定額） 繰越金 900,000 900,000 前年度より繰越

積立金 0 0 積立金 0 0

雑収入 0 0 雑収入 0 0

合計 900,000 900,000 合計 900,000 900,000

支出の部 支出の部
科目 予算 決算 摘要 科目 前年度決算 予算 摘要

一般会計へ 0 0  一般会計へ 0 500,000 一般会計へ繰り出し

次期繰越金 900,000 900,000 次年度へ繰越 次期繰越金 900,000 400,000 次年度へ繰越

合計 900,000 900,000 合計 900,000 900,000

2014年度事業 2015年度事業
事業行事名 期間 事業行事名 期間

地区幹事会 2013/8/31 地区幹事会 2014/7/12

総会 2013/8/31 総会 2014/7/12

理事会 2013/8/31 理事会 2014/7/12

会報発行 2013/12/15 全国安全対策

委員長会議

会報発行 2014/12/中旬

2014/1/24-26

2014/3/24-26

2014/2/3-5 2015/3/28-29

2014/3/7-9 2015/3/7-8

スキ－パトロール

技術競技大会

第１９回FIPS総会 2014/3/29-4/4 スキ－パトロール

業務・会計監査 2014/7/12 技術競技大会

常任理事会 2014/5/17 業務・会計監査 2015/6/中旬

会報発行 2014/6/30 常任理事会 2015/6/中旬

支部活動 年間 会報発行 2013/6/上旬

物品販売 年間 支部活動 年間

ホームページ 年間 物品販売 年間

新規入会 ２９名・再入会 4名 ホームページ 年間

終身会員 ９名・自然退会（見込） 83名 会員数充実 年間

検定第２会場  岐阜県・ほおのき平スキー場 パトロールニュース第６８号発行

研修第１会場  北海道・ルスツリゾート
会員勧誘

会員数動向
2013/7/1～
2014/5/31

事務局

会員勧誘 2014/2/28-3/2
検定第１会場  北海道・ルスツリゾート

会員勧誘

2014/3/24-26

2015/3/21-22
検定第１会場  北海道・朝里川温泉スキー場

研修第２会場  福島県・南郷スキー場 検定第２会場  宮城県・オニコウベスキー場

福島県ホテルリステル猪苗代

鳥取県皆生グランドホテル天水 福島県ホテルリステル猪苗代

2014/11/1 東京・岸記念体育館

鳥取県皆生グランドホテル天水

パトロールニュース第６６号発行

JSPA決算、予算、事業報告

場所 場所

鳥取県皆生グランドホテル天水 福島県ホテルリステル猪苗代

研修第３会場  新潟県・胎内スキー場

会員勧誘

研修第１会場  群馬県・草津国際スキー場

研修第４会場  兵庫県・ハチ高原スキー場 研修第２会場  鳥取県・だいせんホワイトリゾート

福島県・南郷スキー場 その他の研修・開催する各都道府県 

2015/3/28-29 群馬県・草津国際スキー場

パトロールニュース第６7号発行

未定

各支部

未定

福島県ホテルリステル猪苗代

福島県ホテルリステル猪苗代

カナダ ビックホワイトスキーリゾート

パトロールニュース第６９号発行

 

事務局

各支部

事務局

事務局

事務局

6



7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

星野純子（ほしの  じゅんこ）  
 
プロフィール  
生年月日  1989 年 9 月 25 日  
現住所  福島県猪苗代町  
出身地  新潟県長岡市  
出身校  新潟大学  
勤務先  ホテルリステル猪苗代  

主な成績（2014 年）  
ワールドカップ猪苗代デュアルモーグル 3 位  
ワールドカップ猪苗代         モーグル 6 位  
ソチオリンピック            モーグル 25 位  
ワールドカップカナダ         モーグル 3 位  

（講演要旨）  

両親がスキー好きだったので物心つ

いたころからファミリースキーヤーと

して週末スキーに連れて行ってもらう

程度でした。小学校中学年位になると

「もうスキーはいいかなぁ～」と思うよ

うになってきたが 2002 年ソルトレイク

シティーオリンピックで里谷多英選手

の銅メダルや上村愛子選手が特集され

ていて「私もあんなコブコブの難しそう

な斜面を滑れるようになってみたいな

ぁ～」と思ったのがモーグルを始めたき

っかけで、以後週末ごとに狂ったかのよ

うにスキーをしまくっていました。  

バンク―バーオリンピックの次の年

からワールドカップに参戦し、格下の北

米大会等で表彰台に上がったりしてい

たので自信を持って臨んだら、すごく撃

沈され改めて世界との壁を感じました。 

猪苗代のワールドカップで自分の成

績が良かったこと以外にも、嬉しかった

事がもう一つあります。大会運営には、

どこの国であってもパトロール、コース

係の大会運営側の存在が欠かせなくて、

そういう人たちの存在があるからこそ、

私たちは安心して競技に取り組むこと

ができます。アメリカのコーチから、猪

苗代のワールドカップが終わったあと

にメッセージをいただきました。「今ま

で参加した中で、最高の運営がなされた

ワールドカップに対して、あなたたちに

感謝したいです。（中略）コースからス

キーを回収する迅速なパトロール隊、

（中略）あなたたちの細部までの気遣い

が感じられました。あなたたちは模範と

なるイベントを作ってくれました。他の

大会もこの猪苗代大会のせめて半分の

レベルに向上することを願います。よく

やってくれました。また日本に帰ってこ

られることを楽しみにしています。あり

がとう」  

自分は大会に参加した一選手であっ

て、運営に携わっていたわけではないの

ですが、日本が世界の方から、こういう

風に見られて、こういう評価をもらえた

ということを、すごく誇らしいことに思

っています。日本の大会はパトロールの

配置一つにしても、すごく細やかな配慮

がなされていて、どこで事故が起きても

すぐに対応できるようになっており、そ

ういうところを見ても、日本以外そうい

うところは無いので、「すごいなぁ」と

思っていました。  

また来年は秋田県の田沢湖で、ワール

ドカップの開催が決まっていますが、ぜ

ひまたこんな素晴らしい評価をいただ

いたような会場で私たちも試合がした

いなと思っています。  

私の次の目標は、4 年後の 2018 年に韓

国の平昌オリンピックに出場して今度

は、出るだけではなくて、しっかり成績

を残して、できればメダルを取りたいな

と思っています。  

星野純子特別講演  
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全国安全対策委員長会議 
 

 

 

 

平成 26年 11月 1日(土)に東京の岸記念体

育会館において SAJ 安全対策部･各加盟団体

安全対策委員長･JSPAの総勢 30名が集まり､

会議が行われた｡ 

 

各加盟団体から準指・指導員養成講習会の講

師、各大会の派遣、パトロール養成講習会の

実施、スキー場傷害調査報告等が報告されま

した。ここでは、それ以外の報告を書きます。 

○ 北海道：研修会にたくさんの人が参加出

来るように、広い道内ですがいろいろな

所で開催したい。 

○ 青森県：春山訓練も他県からの参加者が

年々増えている。 

○ 宮城県：パトロール技術競技大会では、

選手強化合宿を実施した。 

○ 山形県：国体協力で救護班として参加し

大会でバックボードを使用したが雪上の

ため滑ったり、複数人数で取り扱わなけ

ればならず、バックボードについては、

もっと勉強が必要である。 

○ 福島県：県連大会の備品としてバックボ

ードを２台購入した。 

○ 群馬県：スキー場の協力を得て、リフト

救助訓練を実施。パトロール競技会が草

津国際スキー場で開催されるので皆様の

参加をお願い致します。 

○ 東京都：加盟団体にアンチドーピングに

ついて、日本薬剤師協会の協力を得て講

習会を実施した。 

○ 神奈川県：指導者に安全手帳を配布した。 

○ 山梨県：今後山梨県でパトロール研修会

を開催できるようにしたい。 

○ 長野県：警察、消防、山小屋、バックカ 

ントリー案内人との懇親会を開催し情報 

 

 

 

交換を実施した。雪崩安全セミナー「ア

バランチナイト」に参加し、雪崩に対す

る知識が付いていると思う。 

○ 新潟県：観光局が主催し県内のスキー場、

警察、消防が集まり安全対策状況の会議

を行っている。 

○ 富山県：県内のパトロール隊で情報交換

会を実施した。 

○ 石川県：防災ヘリ訓練を実施した。ドク

ターパトによる講習会を実施した。 

○ 福井県：毎年、山岳訓練を実施している。 

○ 滋賀県：防災ヘリを使用した救助訓練を

実施した。 

○ 鳥取県：だいせんスキー場の麓の小学校

がスキー教室で来るので教職員に安全講

習を実施した。 

 

 

栃木県：スキー場のパトロールが定着しない

ので、集めるのが大変です。定着する方法は

ないか？ 

SAJ 安対部より 

全国のパトロールがどのような状況で雇用

されているか把握していないので今後きち

んと把握する必要があると思う。調査を実施

する際はご協力をお願致します。 

 

栃木県：ドクターヘリが来ると必ず警察も現

場に来るが他県はどうですか？ 

複数県より 

状況によって違うが事件性があれば警察が

来るが、事件性が無ければ来ない。 

 

加盟団体報告  

その他の報告・協議事項  

詳細は SAJ 安対部ホームページの『全国安全

対策委員長会議』の『2014/2015 年度全国安全

対策委員長会議』より見ることが出来ます。  
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SAJ 安全対策委員長  秋元洋一  SAJ 安全対策副委員長  富樫泰一  

SAJ 安全対策副委員長  鈴木恵太  SAJ 安全対策委員  織田久  
SAJ 安全対策部長  山田  隆  

JSPA 会長  一戸繁樹  
北海道安全対策部長  後藤博昭  

秋田県副理事長  田口晶英  

岩手県安全対策委員長  高畑伸也  

宮城県安全対策委員長  照井敏勝  

青森県安全対策委員長  木村進純  

福島県安全対策部長  安田耕寿  
茨城県安全対策部長  高瀬勝則  

茨城県安全対策副部長  山口哲  
栃木県安全対策部長  新井和夫  

群馬県安全対策部長  森山直温  
東京都医事安全対策委員長  大信田雅伸  

神奈川県安全対策委員長  上杉一哲  
山梨県安全対策部長  舟久保元孝  

長野県安全対策委員長  田村一司  
新潟県安全対策委員長  川内慎吾  

富山県安全対策副部長  原野浩司  
石川県安全対策委員長  丸七茂樹  

福井県安全対策部長  扇浦行弘  
愛知県安全対策部長  小椋健司  

三重県安全対策委員長  竹内和雄  
滋賀県安全対策部長  片岡弘明  

兵庫県安全対策委員会総務  米田幸雄  
鳥取県安全対策委員長代理  伊沢正純  
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九州は熊本の出身です。まずは私のスキー

歴を紹介します。高校 2 年の時、スキー訓練

があり、長野で滑ったのが初めて。本格的な

スキー開始は、九州大学医学部卒業後、麻酔

科を経て、東北大学医学部の大学院生として

過ごした仙台での 1989 年の冬からになりま

す。大学院修了後は機会がなく、再びブラン

クがあり、2004 年に弘前大学に職を得、大

鰐スキー場で再開した次第です。その後ドク

ターパトロールの先輩である弘前大学附属

病院の藤哲病院長とご一緒するようになり、

私もドクターパトロールとして参加させて

いただいています。 

藤先生の新雪、深雪好きの影響で、八甲田

でのスキーにたびたび参加するようになり

ました。いわゆる、バックカントリースキー

の経験の中で、雪山を登り、歩き、滑るとい

った自然の中でのスキーに魅せられていま

す。シールをつけ、バックパックを背負い、

時にはスキー自体を担いで、滑るために登る。

登ること自体を楽しく感じています。樹氷や、

速い雲の流れを眺め、新雪、深雪、ザラメ、

もなか、フィルムなど様々な雪の質を感じて、

厳寒の時から、T-シャツで可能な頃まで楽し

んでいます。 

当然のことながら、このようなツアーは山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のガイドの方達にいつもお世話になってい

ます。 

さて、ドクターパトロールとして、また脳

研究に従事する者として一言。ヘルメットの

着用率を上げる必要があるのではと思って

います。 

よく知られたスキー事故として、2009 年

に英国女優（ヘルメット非着用）が、スキー

中に転倒し死亡。同年ドイツ テューリンゲ

ン州首相のアルトハウス氏（ヘルメット着用）

が女性（ヘルメット非着用）と衝突し、女性

は死亡。2013 年に元 F1 レーサーのシューマ

ッハ氏（ヘルメット着用）が岩に激突し、意

識不明の重傷。その後意識は回復し自宅療養

生活。 

以上より、ヘルメット着用ですべて解決と

は言いませんが、着用により防げる障害があ

ること、少なくとも子どもへの着用率はもっ

と高くてもいいのでは？スイスのスキー場

での着用率を例にとりますと、全体で 80%を

越え、18 歳未満で 95%を越えています。13

歳もしくは 14 歳未満での着用を義務化して

いる国（イタリア、ノルウェー等）あるよう

です。 

  最後に楽しく安全なスキーの発展を願っ

ています。 

「登り好きスキーヤー」 

上野 伸哉 

弘前大学大学院医学研究科  

脳神経生理学講座   教授  

ドクターコラム 
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円の中で滑っているのが筆者  

岩木山  春スキー  先頭が筆者  

八甲田スキーでの一コマ 

 

八 甲 田 ロープウェイ

の山 頂 駅 前 で撮 っ

た 物 で背 景 に 遠 く

白 く写 っているのが

岩木山です。  

 

白 いスキーウエアで

ヘルメットを被 ってい

るのが筆者  
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昭和 40 年に「津軽岩木スカイライン」が

開通し、昭和 50 年に岩木山が国定公園の指

定を受け多くの観光客が訪れるようになっ

た岩木山、新緑の春から紅葉の秋まで手軽に

岩木山を楽しむ事ができ、冬から春までのス

キーを楽しむ事が出来ます。 

岩木山を訪れる数多くの人たちが楽しく

安全に岩木山に親しんで頂くため昭和 51 年

4 月に岩木山を愛する山男達が集結し山岳

救助活動やスキーパトロール活動を展開し

ました。 

発足当時 100 名を越す隊員数を誇ってい

ましたが、昭和 59 年 4 月日本赤十字社特殊

奉仕団に加盟し組織の充実が図られました。 

活動範囲の拡大と資格取得、救助訓練、講習

会等厳しい基準をパスした隊員達で組織さ

れるようになりました。 

現在、一戸繁輝隊長以下 53 名の隊員達は

38 年前の先輩隊員の教えと誇りを忘れるこ

となく春期間には岩木山春スキーパトロー

ル活動、夏期間には山岳遭難救助活動、登山

道整備、夏山清掃活動、登山ガイド、高山植

物保護活動、警察、消防等と山岳遭難救助訓

練、冬期間には各スキー大会のサポート役員

活動等、地域の人々との交流など多岐にわた

る活動を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、春スキーについての活動を紹介しま

す。岩木山春スキーは、ここ数年間 4 月の第 

4 週末から５月のＧＷまでの期間となって

おり、4 月の上旬より嶽、百沢、長平、弥生

の春スキーコースへ誘導ポールや危険個所

への迷い込み防止対策及び案内看板の設置

などの安全対策を隊員総出で準備をしてお

ります。 

 また、準備期間中は 8 合目から各コースへ

リフト無しの登りとなり、体力に自信のある

方、ぜひ手伝いにきてください。 

他には、倒木の撤去、コース内外に発生する

亀裂などの確認と雪崩れ対応として、弱層テ

スト、ビーコンとゾンデ棒のよる捜索訓練、

シートボート作成・搬送訓練など期間中の安

全・安心に努めております。そして期間中は、

お客様へのコース状況の情報提供、案内と各

コースの最終パトロールといった活動にな

ります。 

 毎シーズン、日々違う顔を見せる岩木山は

美しくもあり、同時に知るほど怖くもおいま

す。また、各コース外を好む方もおり、全て

把握出来かねると言う状況もありますが情

報収集、声がけ等常勤、ボランティアパトロ

ールで春山を守っております。 

また、この時期、桜の季節です。岩木山で 

我等の仲間 

 
 

岩木山パトロール隊赤十字奉仕団の紹介 

                                   

事務局長 今 良弘（左） 

                        隊員 三上 智香（右） 
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春スキーを楽しみ、満開の桜の弘前公園で春

の岩木山と桜のコラボを楽しみ花見酒を酌

み交わすといった、贅沢な楽しみ方ができま

すので、ぜひ皆さま春の岩木山においでくだ

さい。お待ちしております。 

Schi Heil！ 
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60歳以上の方へ終身会員登録のご案内 

JSPA規約の第 2章(組織)第 6条(終身

会員)に、『本会の会員で 60 歳以上の者

が別に定める終身会費を納入した場合、

終身会員となれる』とあり、内規に「終

身会費は 1万円」とあります。 
60歳以上の方が 1万円の終身会費を納

めていただくと、年会費千円が終身不要

となり、終身会員として認定・登録され

ます。 

認定・登録を希望する方は JSPA 事務

局まで連絡をお願いいたします。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 
 

      事務局よりお知らせ  事務局 e-mail：info@jspa.la.coocan.jp 
 

新終身会員の紹介 
2014年 10月 16日までに登録

された方です。 

（敬称略、順不同） 

 

                   
 

北海道スキー連盟 

小林  博 

青森県スキー連盟 

一戸  繁輝 

宮城県スキー連盟 

奥田  惇二 

千葉  正道   

秋田県スキー連盟 

佐藤  良男 

東京都スキー連盟 

田中  右一 

川和田  毅 

田島  まさ子 

渡邊  道子 

埼玉県スキー連盟 

伊藤  清美 

新潟県スキー連盟 

工藤  裕子 

石川県スキー連盟 

林  秀秋 

水尻  豊美栄 

富山県スキー連盟 

堀  忠司 

大阪府スキー連盟 

今井  津司 

静岡県スキー連盟 

望月  信雄 
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次回第 44回 JSPA総会のお知らせ 
 

開催場所 

青森県野辺地町「まかど観光ホテル」 

 

日程 

2015年 7月 11日（土）、12日（日） 

の 2日間です。 

 

総会後は講演や観光がありますので 

家族、パトロール仲間を誘い合わせ 

の上、多数の参加をお願致します。 

 

詳細はパトロールニュース第 69号 

  で、お知らせいたします。 

      事務局よりお知らせ  事務局 e-mail：info@jspa.la.coocan.jp 
 

ホームページのリニューアル 

JSPAホームページが 2014年 8月 1日より、SAJ安全対策部ホームページが 2014年 9月 7日

よりリニューアルしました。「お気に入り」「ブックマーク」登録されていた方は変更をお願

いたします。 

   

ＪＳＰＡ  http：//jspa.la.coocan.jp/        ＳＡＪ安全対策部  http://snowsafety.info/ 
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住所変更された方は郵便局に転居転送届の提出 

と共に JSPA事務局に住所変更の連絡をお願致します。 
 

当協議会では、会報等発送費削減のため、ヤマトメール便を利用しています。 

住所変更した旨事務局に連絡が無い場合、同便では宛先不明で返却され、 

郵便で再送するため経費がかさんでしまいます。住所変更の際は，忘れずに 

JSPA事務局長 保坂淳司宛て（メール・FAX・電話）連絡願います。 

 

最初はヤマトメール便                    再発送は郵便 

    （82円）                                （140円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

      事務局よりお知らせ  事務局 e-mail：info@jspa.la.coocan.jp 
 

訃報 
井口 真隆さん 

（顧問・元会長 新潟 2期 84歳） 

2014年 11月 14日に、ご逝去されました。 

JSPAの前身の公認スキーパトロール連絡

協議会当初より役員を歴任され、1976年

に副会長、1987年に会長、1991年より顧

問として JSPAの発展に寄与されました。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

訃報 
木村 優さん（東京 41期 66歳） 

2014年 10月 22日に、ご逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

訃報 
富田 隆一さん（茨城 準会員 63歳） 

2014年 4月 21日に、ご逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

公認パトロールネームプレートに続き、

公認ドクターパトロールと功労パトロー

ルのネームプレートを公財に変更しまし

た。 

公認パトロールネームプレートと同様、 

安全ピンとクリップが使える金属両用ク

リップを採用しました。 

  購入希望者は JSPAホームページの「販

売・刊行物」の「JSPAオンラインショッ

プ」から注文してください。 

 

大きさ、価格は変更ありません。 

ヨコ 80mm×タテ 30mm 

1枚 1800円（税込み総額） 

送料無料 
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