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日本スキー教程
「安全編」が2016年
11月1日付で発刊！
 
1965年の初発刊か
ら今回で10回目の    
改訂

 

 前回改訂は2010年
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6 月 25 日（土）：三重県鳥羽市商工会議所

で会員 81 名、総勢 100 名が集まり総会が開

催されました。宿泊先の鳥羽シーサイドホ

テルでは懇親会と二次会がおこなわれ、翌

日は伊勢神宮の外宮と内宮での特別参拝を 

おこないました。 

総会前：理事会・地区幹事会がおこな

われ現状報告・活動報告・協議事項が話

し合われました。 

総会に先立ち：岩手県 15 期・上田正男さ

ん、福島県 11 期・栗城啓一さんが亡くなら

れたので黙祷をおこない、引き続き会場に

来られている新終身会員の愛知県 23 期・余

谷真治さん、三重県 25 期・竹内和雄さんへ

の終身会員証授与、春の叙勲で瑞宝単光章

を受章した福井県 8 期・加茂勝康さんに花

束贈呈がおこなわれました。 

総会：副会長・田口晶英さんによる開会

の言葉に始まり 2016 年度事業報告・決算報

告・会計監査報告と 2017 年度事業計画・予 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算案が常任理事・保坂淳司さんと白取裕士

さん、監事・西舘忍さんにより報告され拍

手をもって承認されました。その他として

滋賀県 41 期・片岡弘明さんが次回総会開

催地となる琵琶湖畔・雄琴温泉（琵琶湖グ

ランドホテル）を PR し、副会長・廣田正

利さんによる閉会の言葉で総会は終了致

しました。 

特別講演：味の素株式会社スポーツニュ

ートリション部の片山美和さんによる「ス

ポーツシーンにおけるアミノ酸の有用性と

アスリート支援活動」と題して 1 時間講演

をしていただきました。 

懇親会、二次会：宿泊先の鳥羽シーサイド

ホテルに移動し、遅くまで親睦を深めてい

ました。 

26 日は観光：伊勢神宮へ行き、まず経験

出来ないであろう 1 日で外宮と内宮での特

別参拝をおこないました。また神楽殿では

JSPA の発展を願い、神楽を納めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 45 回 JSPA 総会報告  

理事会  地区幹事会  

JSPA ホームページでは

総会・懇親会・観光等の

様子を写真や動画で見

ることが出来ます。 

 

終身会員  余谷真治さん 終身会員  竹内和雄さん 瑞宝単光章  加茂勝康さん 
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 常任理事：白取裕士   常任理事：保坂淳司  

特別講演風景  

味の素株式会の片山美和さん

による「スポーツシーンにおける

アミノ酸の有用性とアスリート支

援活動」 

鳥羽市商工会議所での総会風景  
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 鳥羽シーサイドホテルでの懇親会＆二次会 
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祝 JSPA 参与 加茂勝康さん 瑞宝単光章 受章 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 

平成 28 年春の叙勲の受章者が 4 月 22
日（金）の閣議で決定され、4 月 29 日（金）

付で発令されました。我 JSPA 参与の加茂

勝康さん（福井県 8 期 75 歳）が瑞宝単光

章（伝統工芸業務功労）を受章しました。 
 1956 年から家業の事業所で越前打刃物

の製造に従事し、1975 年には「野菜収穫

包丁」を開発。越前打刃物の知名度を上げ

ました。  
 1991 年のタケフナイフビレッジ協同組  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合設立では、初代理事長として運営に尽力

し、後継者育成にも貢献しました。  

伊勢神宮の内宮での集合写真  

五十鈴川の御手洗場（みたらし）にて 

正宮前の階段（サミットでは各国首脳たちが集合写真を撮ったところ）で 2 班に分かれて 
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2016年度決算報告（2015年7月1日～2016年4月30日） 2017年度予算（2016年5月１日～2017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 66,000 新規会員・再入会 入会金 66,000 50,000 新規会員・再入会

年会費 950,000 624,000 年度会費・終身会費 年会費 624,000 950,000 年度会費・終身会費

物品販売収入 100,000 97,200 ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ・ｽﾃｯｶｰ・ﾋﾟﾝﾊﾞｯﾁ 物品販売収入 97,200 100,000 ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ・ｽﾃｯｶｰ・ﾋﾟﾝﾊﾞｯﾁ

雑収入 500 64,085 貯金利息・寄付 雑収入 64,085 500 貯金利息

特別積立金より 0 0  特別積立金より 0 0  

繰越金 1,009,910 1,009,910 前年度より繰越 繰越金 1,009,910 682,679 前年度より繰越

合計 2,110,410 1,861,195 合計 1,861,195 1,783,179

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 200,000 109,483 事務消耗品・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経費等 事務局費 109,483 200,000 事務消耗品・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経費等

通信連絡費 350,000 233,691 切手・葉書・宅配便送料 通信連絡費 233,691 250,000 切手・葉書・ﾒｰﾙ便送料

会議費 500,000 367,225 理事会・地区幹事会・FIPS 会議費 367,225 600,000 理事会・各種会議

交通費 300,000 223,593 各種行事　 交通費 223,593 250,000 各種行事

印刷費 300,000 138,024 封筒・郵便振替用紙・会報 印刷費 138,024 200,000 会報・封筒

物品作製費 250,000 41,500 ポロシャツほか 物品作製費 41,500 200,000 オフィシャル商品

協賛金 50,000 50,000 ﾊﾟﾄ技術競技大会 協賛金 50,000 50,000 ﾊﾟﾄ技術競技大会

積立金 0 0 積立金 0 0

予備費 160,410 15,000 誤入金の返却 予備費 15,000 33,179

  

小計 2,110,410 1,178,516 小計 1,178,516 1,783,179

次期繰越金 0 682,679 次年度へ繰越 次期繰越金 682,679 0 次年度へ繰越

合計 2,110,410 1,861,195 合計 1,861,195 1,783,179

特別積立金会計（2015年7月1日～2016年4月30日） 特別積立金会計（2016年5月1日～2017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 400,000 400,000 前年度より繰越（定額） 繰越金 400,000 400,000 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 400,000 400,000 合計 400,000 400,000

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 0

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

合計 400,000 400,000 合計 400,000 400,000

2016年度事業 2017年度事業
事業行事名 期間 事業行事名 期間

地区幹事会 2015/7/11 地区幹事会 2016/6/25

総会 2015/7/11 総会 2016/6/25

理事会 2015/7/11 理事会 2016/6/25

全国安全対策 会報発行 2016/12/15

委員長会議

会報発行 2015/12/15

2017/3/25-26

2017/3/4-5

2016/4/9-10  

2016/3/26-27

 

スキ－パトロール 会報発行 2017/6/10

技術競技大会 常任理事会 2017/5/中旬

FIPS会議 2016/4/2-9 業務・会計監査 2017/5/中旬

会報発行 2016/5/10 支部活動 年間

常任理事会 2016/5/14 物品販売 年間

業務・会計監査 2016/5/15 ホームページ 年間

物品販売 年間 会員数充実 年間

ホームページ 年間

会員数充実 年間

2015/11/7

2016/3/11-13
検定会第２会場  兵庫県・ハチ高原スキー場

JSPA決算、予算、事業報告

三重県鳥羽商工会議所

青森県まかど観光ホテル 三重県鳥羽商工会議所

青森県まかど観光ホテル

東京・岸記念体育館

場所

三重県鳥羽商工会議所

場所

青森県まかど観光ホテル

次期繰越金400,000円(内訳：郵便定額貯金400,000円）

 

パトロールニュース第72号発行

事務局

事務局

事務局

パトロールニュース第70号発行

検定会第１会場  北海道・ルスツリゾート

研修会第２会場  長野県・一ノ瀬ダイヤモンド

イタリア

仙台

会員勧誘

仙台

パトロールニュース第71号発行

研修会第１会場  青森県・八甲田スキー場

会員勧誘

その他の研修会・開催する各都道府県

2016/3/26-27 長野県・一ノ瀬ダイヤモンド

2017/2/17-19
検定会第１会場  北海道・ルスツリゾート

検定会２会場  新潟県・胎内スキー場

会員勧誘

研修会（東日本）  福島県・猪苗代スキー場

研修会（西日本）  兵庫県・ハチ高原スキー場

会員勧誘

その他の研修会・開催する各都道府県

事務局

全国スキーパト
ロール総会

2017/3/25-26 福島県・猪苗代スキー場

事務局

未定

パトロールニュース第73号発行

事務局

未定

各支部
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第 20回 FIPSが 2016年 4月 2日～9日イタリ

アのモンテデレーニョに於いて開催されました。 

参加 17 ヶ国、150 名の参加者と開催国イタリ

アからの多数の参加者によって盛大に行われま

した。日本からは、SAJ を代表して、岡田良平 安

全対策部部長、秋元洋一 安全対策委員長が参加

されました。一般参加は、東京 43期 保坂淳樹、

JSPA副理事長 保坂淳司の２名でした。 

午前中は雪上でのデモ・実習、午後は室内で各

国の研究発表等の盛り沢山の内容でした。 

 

次回の第 21回は 2018年 1月 13日～20日ロシ

アのソチで開催されます。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

SAJ 役員と撮影         日韓友好！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    国別対抗アキヤレース（前半） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 回会議デザイン 50 台限定モデルの手作りスキー 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者集合写真 

 

 

 

 

 

 

雪上デモ①          雪上デモ② 

 

 

 

 

 

 

 

雪崩救助訓練     各国のプレゼンテーション 

 

 

 

 

 

 

 

FIPS 旗の継承      次回開催ロシア代表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回開催地ロシア・ソチのスキー場 

FIPS 報告 
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 「FIPS に参加して」 
            東京都 43 期 保坂 淳樹 
 

 初めて参加した FIPS 国際会議はとても貴重な

経験になりました。久しぶりの海外で、憧れのイ

タリアということもあり楽しみ半分、緊張半分の

初日でした。それも束の間で、挨拶したらもう仲

間という人達ばかりでそれからは楽しい時間の

始まりです。 

午前中は雪上で救助訓練、午後は室内で講義と

いう日程でした。雪上訓練では日本では見たこと

ない道具や機械を使って実践してくれました。 

最初に開催国のイタリアのやり方を実演して、

その後に他の国のやり方を見せるという流れで

した。皆さんプロですから常に本気で自分たちの

主張がすごかったです。そして、他の国の良いと

ころは素直に受け止めて吸収していて感心しま

した。 

雪崩救助訓練は自分にとって初めてで、話で聞

くのと実際にやるのとでは大きく違い、とても良

い体験になりました。 

ちょっとした息抜きに国別対抗アキヤレース

もあって楽しかったです。惜しくもイタリアに敗

れましたけどワールドカップで１勝できてとて

も満足です。 

 室内講義ではイタリアのドクターが怪我の対

処法の説明を行い、各国は活動内容をプレゼンテ

ーションしていました。英語なので聞くのに必死

でしたがこれも貴重な経験です。 

 そして、夜は毎晩パーティーです。一日ごとに

各国が主催でお酒を飲みながら歌って踊って語

り合い、２次会はイタリア人の行き付けのバーで

歌って踊ってお酒飲んで、部屋に戻るのは毎晩夜

中の３時でした。無駄のない２４時間７日間でし

た。 

 次回の FIPS 国際会議は２０１８年１月１３日

から２０日までで、ロシアのソチで開催されます。

毎回３月か４月に開催されますがロシアでは１

番ゲレンデのコンディションの良い１月に日程

を設定し、会場はソチオリンピックで使用した施

設を使うそうです。 

私は今回出会った多くの仲間に会いに、また、

新しい仲間に出会いたくさんのことを共有する

ために次回のロシアにも参加します。１月はスキ

ーシーズン真最中で皆さんもお忙しいと思いま

すが、２年に１度の貴重な時間を一緒に体験して

みませんか。 

少しでも興味のある方はご連絡をお待ちして

いますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

雪上バギーカー 

現地スタッフと（中央が筆者）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国別対抗アキヤレース（後半） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人文字に参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

イタリアチームと 

 

 

 

 

連絡先  

東京都 43 期 保坂 淳樹 

atsuki.hosaka.0729@gmail.com 

携帯電話 090-2542-0106 

または 

東京都 24 期 保坂 淳司 

jhtotoro821@gmail.com 

携帯電話 090-3230-2239 
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我等の仲間 
 

 
 
 

北海道小樽市 

スノークルーズ  
オーンズスキー場   

 

 

 

 

僭越ながら私ＯＮＺＥパトロール隊長で

スキーブームの残党の櫻庭が我がスキー場、

パトロールの紹介をさせてもらいます。 

ＳＮＯＷ ＣＲＵＩＳＥ ＯＮＺＥの「Ｏ

ＮＺＥ」はフランス語で「11」の意味で、シ

ーズンオープンが人工降雪機稼働で 11 月か

ら、営業も夜 11 時までと、とことん 11 にこ

だわったスキー場であります。 

場所は北海道小樽市銭函界隈の春香地区、

春香山の裾野にあるスキー場で、山頂からは

日本海の石狩湾、暑寒別連山が見渡せ、天気

が良い日は空知方面のスキー場も見渡せる

風光明媚？な所です。 

小樽市では天狗山、朝里川スキー場と並び

小樽三大スキー場と勝手に解釈しておりま

す。まあ知名度では少し劣りますが・・・     

いいのです！ 札幌からも一番近い所にあ

りますし。 

年齢層は日中、祝祭日はファミリー、シニ

ア中心で、ナイターは 20 代の若者が圧倒的

に多いです。 

昨今はこのような片田舎のスキー場にも

国際化の波が押し寄せてきているようで。ア

ジアからの観光客が増加の一途をたどって

おります。ですので、スキー初めての方から

の山頂からの援助要請や、言語に苦労しなが

ら楽しく勤務しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏季営業もしており、緑の時期はゲレンデ

一面がゆりの園となり、違った一面を見るこ

とができ、地域住民、観光客に好評を得てお

ります。山頂までリフトで上がることができ

下りは散策しながら降りてくることができ

ます。ゆりサイダー、ゆりソフトクリームな

るものまで販売をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲレンデ一面が「ゆりの花」 

我が隊の特徴としては地域のコンビニス

キー場としてコンビニと同じように正確・迅

速・笑顔・安心を大切にしております。隊員

ＯＢの救急救命士による講義や、結果はとも

あれＳＡＪスキーパトロール技術競技大会

出場などのスキルアップも欠かせません。 

スキーパトロール隊長 櫻庭 宙（ひろし） 
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チームワークもなかなかなもので非番隊

員達の近郊での繁華街のパトロールも見逃

せません！  

 このスキー場もそうですが、隊員の人員不

足は深刻なので、この紹介文を見て興味があ

る方はご一報ください。 

北海道にお越しの際は日中スノーリゾー

ト、ナイターは当スキー場、それからネオン

街に繰り出し北の幸に舌包みと、このような 

 

 

 

 

 

 

クワッドリフト乗り場とサンシャインクルーズコース 

 

 

 

 

 

山頂カフェ「福寿」とパノラマクルーズコース 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

スキー場マップ 

 

 

 

 

 

 

 

レジャーもありかと思いますが、いかがでし

ょうか？ 

とにもかくにも一度はＯＮＺＥ来てみて

下さい。 うらの春香山は昭和初期からのバ

ックカントリーのメッカなので遊び方いろ

いろとなっております。 

私たちパトロール隊一同、パトロール道を

研鑽し、お待ちしています。 

 
 

 

 

 

 

 

日中は石狩湾と石狩の街並みが見えます 

 
 
 
 
 

夜は石狩の夜景がきれいに見えます 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

伊藤彰人 
西山直樹 

福井友哉 

櫻庭宙隊長 

納谷 誠 中谷智次 児玉英明 

櫻庭宙隊長 

三輪俊史 

「体験しよう Jr.パトロール隊」アキヤやスノーモービル試乗体験、ケガ人対応などの体験イベント 

オーンズスキーパトロール隊
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安全教育と安全啓発 

   布目靖則（中央大学） 

1.はじめに 

滑走用具の多様化、増加する外国人客や多発

するバックカントリー事故など、新しい課題へ

の対応に日々苦心されながらスキー場の管理に

あたられていることと思います。 

私もスキー指導などでいくつかのスキー場を

利用させてもらっていますので、スキー場をめ

ぐる近年の環境変化を自身の肌で感じています。

流動する情勢のなかにあって、指導場面におい

ては、受講者が不測の事態に巻き込まれること

のないよう更なる安全教育の充実が図られねば

なりません。しかし、どのようなやり方でそれ

をすれば実効性あるものとなるのか、現場での

試行錯誤が続いています。 

2.スノースポーツ安全の成立要件 

 スノースポーツを安全なものとするには、さ

まざまな条件が整えられなくてはなりません。

それらを要約すると図 1 に示す通りとなります。 

 

図 1―「スノースポーツ安全」の成立要件 

スキー事業者は、営利としてスキーヤーを迎

え入れる以上、スキーヤーが自身で甘受すべき

限度を超えた危険に遭遇することのないよう、

スキーヤーの利用状況やゲレンデ状況等を考慮

しながら適切な措置（対物管理や対人管理など）

を講じて、スキーヤーの安全を確保しなければ

なりません。これが、スキー事業者（パトロー

ル）の責務です。 

しかし、そのようにしていくらスキー場が整

備されたとしても、スキーヤーの側が安全教育

をないがしろにしたり、安全行動を心掛けてい 

 

なかったりすれば、事故の発生を防ぐことはで

きません。滑り始めたスキーをコントロールで

きるのは本人をおいて他にないので、スキーヤ

ー自身による安全管理が必須となります。これ

が、スキーヤーの責務です。 

スキー事業者とスキーヤーとが、それぞれに

課された責務をしっかり果たして、はじめてス

ノースポーツ安全を成立させる条件が整います。

そして、ここで強調しておきたいのは、両者が

良好な関係を維持しつつ“相互補完”的に機能

し合うようになると、事故防止に最も大きな効

果を発揮できるということです。そうした意味

で、スキー事業者とスキーヤー（指導者を含む）

との連携が不可欠です。 

3.安全学習教材の開発 

平成 25 年に全面改定された『スノースポーツ

安全基準』は「指導者は受講者に滑る技術を教

えるだけでなく、この基準に定めるルールおよ

び安全に滑走する方法をも指導しなければなら

ない」と定めています。指導場面においては、

技術を教えるばかりでなく、安全に関する正し

い知識や好ましい態度を育むための安全教育を

積極的に推し進めていかなくてはなりません。

そして、そのための教材開発も急務となってい

ます。写真は、筆者が開発した教材「スノース

ポーツ安全手帳」です。伝えたい内容について、

読み手の誰もが視覚を通して直感的に理解でき

るようピクトグラムを活用したり、解説（文章）

をできるだけ平易かつ短文化したりするよう工

夫しました。 

 

写真－「スノースポーツ安全手帳」 

 （仕様＝ポケット版・防水紙・蛇腹折り，全 22 頁） 

このうち FIS ルールについての部分が、一昨

年より全国スキー安全対策協議会のポスターに 
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採用されていますので、ご覧になった方もいら

っしゃるかと思います。“ルールを守って安全で

楽しいスポーツを！ 10FIS RULES”と銘打たれ

た黄色のポスターです。教材として作成された

「スノースポーツ安全手帳」が、その本来目的

を超えて“安全啓発”に流用されたことに、実

は大きな意義があったと考えます。その理由は

次に示す通りです。 

4.スキー事業者がインフォーマル・グループへ

の安全教育（啓発）を 

 スキー場来場者のうち、クラブやスクール・

学校行事として訪れる人たちをフォーマル･グ

ループ、他方、個人あるいは仲間同士で楽しみ

に訪れる人たちをインフォーマル・グループと

呼びます（話を進めていく上での便宜的な分類

です）。前者に対しては、指導員や教師が講習を

通して安全指導・教育を行うことができます。

しかし、来場者の圧倒的多数を占める後者につ

いては、「誰がルールやマナーを教えるのか」「誰

が安全滑走を呼びかけるのか」という課題が残

されます。 

 この点、スノースポーツ関連団体やスキー事

業者などが組織立って行う安全啓発事業やキャ

ンペーンは、インフォーマル・グループに対し

て“ソフトな”安全教育の機会を提供するもの

として期待されます。そして、啓発やキャンペ

ーンの内容はといえば、指導員や教師が受講者

に対してする安全教育の内容と基本的に変わら

ないものです。これは、全国スキー安全対策協

議会ポスターの事例が示す通りです。 

5.指導者が安全教育のなかで“スキー事業者の

安全確保”を教える 

図 2,3 は、現在作成中の安全学習教材の一部

です。図 2 はコース合流、図 3 は危険表示につ

いてのものです。特に注目してもらいたいのは、

どちらの教材にも「スキーヤーの行動規範」に

関する内容に加え、“SLOW DOWN”バナーや竹矢

来のように「スキー事業者の安全確保」に関す

る内容が盛り込まれている点です。スキーヤー

が守るべきルールやマナーとともに、スキー事

業者がどのような意図や方法をもってスキーヤ

ーの安全確保をはかろうとしているのか、指導

者がそれらを受講者へ分かりやすく教えること

も安全教育に課せられた新たな役割であると考

えます。 

“まとめ”として、再び図 1 に戻ります。ス

キー事業者とスキーヤーとの“相互補完”的な

関係性の一例として、①スキー事業者が、来場

者の対人管理として安全教育（啓発）をしてい

くこと、同時に、②指導者が、安全教育のなか

でスキー事業者の対物・対人管理について教え

ること、を取り挙げました。 

きっと、これ以外にもさまざまな連携の取り

方があるはずです。安全なスノースポーツ環境

の創出に向けて、現場感覚に優れたパトロール

の皆さんの知恵とお力を是非お借りしたいとこ

ろです。 

  

図 2―「ｺｰｽ合流」のﾋﾟｸﾄ 図 3―「竹矢来」のﾋﾟｸﾄ 

 

6.付 記 

 ピクトグラムを活用した安全教育・安全啓発

は、スキー場内（管理区域内）について筆者ら

中央大学保健体育研究所が、BC（管理区域外）

について日本雪崩ネットワークが、パークにつ

いて全日本スノーパーク管理協会が、それぞれ

活動を展開しています。 

＝URL＝（上記掲載順,2016.12.1 現在） 

http://www.chuo-u.ac.jp/research/institutes/hsscience 

http://www.nadare.jp/ 

http://assoc.snowpark-navi.com 
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JSPA 総会は

湖グランドホテル」で開催いたします

会場の滋賀で、日本一の琵琶湖を眺めつつ、日ごろの疲れ

間との交流や家族サービスをしませんか

非滋賀へいらしてください。エクスカーションとして、比叡山延暦寺参拝を予定しております。総

会詳細や申込方法等については第

様の参加を、心よりお待ちしております。
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様の参加を、心よりお待ちしております。 
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総会 予告

JSPA 事務局に住所

皆様のご協力により宛先不明で返却される郵便物が激減しました。誠にありがとうございます

・電話等）連絡をお願いいたします。
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を温泉で癒し、パトロール仲

。パトロール仲間やご家族・ご友人お誘いあわせの上、是

非滋賀へいらしてください。エクスカーションとして、比叡山延暦寺参拝を予定しております。総

号（次号）パトロールニュースにてお知らせいたします。皆

予告 

滋賀県

琵琶湖グランドホテル

事務局に住所

皆様のご協力により宛先不明で返却される郵便物が激減しました。誠にありがとうございます。引き続き

・電話等）連絡をお願いいたします。

info@jspa-net.jp

滋賀県大津市雄琴の「琵琶

を温泉で癒し、パトロール仲

。パトロール仲間やご家族・ご友人お誘いあわせの上、是

非滋賀へいらしてください。エクスカーションとして、比叡山延暦寺参拝を予定しております。総

号（次号）パトロールニュースにてお知らせいたします。皆

滋賀県 

琵琶湖グランドホテル

事務局に住所

。引き続き

・電話等）連絡をお願いいたします。 

net.jp 

滋賀県大津市雄琴の「琵琶

を温泉で癒し、パトロール仲

。パトロール仲間やご家族・ご友人お誘いあわせの上、是

非滋賀へいらしてください。エクスカーションとして、比叡山延暦寺参拝を予定しております。総

号（次号）パトロールニュースにてお知らせいたします。皆

琵琶湖グランドホテル 
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事務局よりお知らせ 事務局 e-mail：info@jspa-net.jp 
 

JSPA ホームページに JSPA 専用名刺注文サイトが完成！ 
 

         【サンプル】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              表面（写真なし） 

 

 

 

 

 

 

  表面（丸抜き）       表面（背面ぼかし）    裏面             裏面 

 

JSPA専用名刺注文サイトをオープンしまし

た。基本デザインをベースに片面・両面、写

真の有無、肩書・住所・連絡先等をご入力い

ただき、あなただけのオリジナル名刺をおつ

くりいただけます。また名刺はラミネート処

理により破れにくく湿気（雨や雪）に強い素

材で仕上がります。 

申し込みは JSPAホームページの「JSPA専用

名刺サイト」より、お申し込みください。 

100枚単位（4色カラー） 

片面（写真なし）  1500円 

片面（写真あり）  1600円 

両面（写真選択）  2000円 

 

JSPA ホームページリニューアルのお知らせ 
 

このたび、JSPAホームページが、「JSPA-NET」

として生まれ変わりました。 

今までのホームページの情報に加えて、新し

いコンテンツや情報をどんどん増やしていく

予定です。 

また、リニューアルに伴い URL（ホームペー

ジのアドレス）も変更となっておりますので、

お気に入り（ブックマーク）などに登録されて

いた方は、登録の変更をお願いいたします。 

載せてほしい情報などございましたら、ぜひ

事務局までご連絡ください。会員の皆さまから

の情報をお待ちしております。 

 

2016年 12月より 

http://jspa-net.jp/ 
Japan Ski Patrol Association Network 

 

※旧サイト（http://jspa.la.coocan.jp/）は、2017年 2月末で閉鎖いたします。 
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新終身会員の紹介 
2016 年 3 月 1 日から 2016 年 8 月 7 日までに

登録された方です。 
 

2016年 3月 7日 

鳥取県 19 期 吉木 義高 様 

2016年 3月 17日 

福島県 21 期 相田 好美 様 

2016年 5月 1日 

北海道 29 期 舟橋 みゆき 様 

2016年 6月 1日 

東京都 16 期 小林 公生 様 

2016年 6月 1日 

愛知県 36 期 村松 瀧男 様 

2016年 6月 1日 

兵庫県 22 期 大出 泰正 様 

2016年 6月 1日 

愛知県 27 期 余谷 真治 様 

2016年 7月 1日 

石川県 23 期 神谷 和夫 様 

2016年 8月 7日 

神奈川県 51 期 笹生 修一 様 
 
 
 

外国人スキーヤーに対応「現場で

利用できる用語集」を英語版と中国

語版とで各 44 例を音声と文章でホ

ームページにてアップしております。 

引き続き韓国版を作成中です。 

私はスキーパトロー

ル隊です。  

アイアムア スキー 

パトローラー 

I am a ski patroller. 
   

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

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

寄付金の受領 
2016年 2月 13日から 2016年 6月 11日までに JSPAへ御寄付くださいました方々です。 

今後の JSPA活動に使用させていただきます。ありがとうございました。 

 

2016年 5月 23日               2016年 5月 27日 

東京都 11 期 小野 傳 様（終身会員）         福島県 13 期 鈴木 隆司 様（終身会員） 

2016年 5月 23日               2016年 6月 1日 

青森県  9 期 古川 博 様（終身会員）         愛媛県 24 期 岩田 雅好 様（終身会員） 

2016年 5月 23日               2016年 6月 1日 

東京都 36 期 中澤 義昭 様（終身会員）        福井県 23 期 扇浦 行弘 様（終身会員） 

2016年 5月 24日               2016年 6月 8日 

東京都 49 期 村松 寛治 様（終身会員）        富山県 26 期 佐伯 千尋 様（終身会員） 

2016年 5月 24日               2016年 6月 8日 

長野県 28 期 西澤 正昭 様（終身会員）        富山県 14 期 平井 貞夫 様（終身会員） 

2016年 5月 26日               2016年 6月 9日 

山口県 14 期 大森 誠 様（終身会員）          岐阜県 16 期 上平 尚 様（終身会員）  

2016年 5月 26日               2016年 6月 11日 

宮城県 32 期 吉田 正明 様（終身会員）        東京都 11 期 山口 英信 様（終身会員） 

 
 

訃報 
和田 均さん（神奈川県 19 期 60 歳） 
            JSPA 理事 

2016 年 11 月 25 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 
羽賀 剛さん（青森 12 期 73 歳） 

2016 年 11 月 9 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。 

http://jspa.la.coocan.jp/jspa_wp/wp-content/uploads/2016/05/1-01.mp3
http://jspa.la.coocan.jp/jspa_wp/wp-content/uploads/2016/06/2-01.mp3
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