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 第 76 号の記事  

●第 4 7 回 J S P A 総 会 報 告   

●事 業 報 告 ・決 算 ・予 算  

●我 等 の仲 間 「 秋 田 県 ： 鳥 海 高 原 矢 島 ス キ ー 場 」  

 ●ドクターコラム「 茨 城 県 ： 井 汲  彰 さ ん 」   

 

●第 4 8 回 J S P A 総 会 予 告  

●事 務 局 からのお知 らせ  

 

●全 国 安 全 対 策 委 員 長 会 議  

―日本スキーパトロール協議会会報―          第 76 号 

岩手県奥州市衣川【国民宿舎サンホテル衣川荘】 
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第 47 回 JSPA 総会は、2018 年 9 月 1 日

岩手県国民宿舎サンホテル衣川荘で、総勢

120 人が参加し開催されました。翌日は中

尊寺・毛越寺観光を堪能しました。  

総会では、2018 年度事業・決算報告、2019

年度事業計画・予算案について審議され、

すべて承認されました。  

特別講演は、奥州衣川青凛会による講談

「平安時代の奥州藤原氏初代清衡による

平泉政権の樹立に至るまで」を拝聴しまし

た。  

懇親会では、持ち寄られた各地の地酒や

特産品を堪能しながら会員相互の親睦を

深め、国指定・重要無形民俗文化財の「岩

崎鬼剣舞」による念仏踊りを楽しみました。 

今総会開催地の岩手県から次回総会の

北海道（総会初開催）へ、JSPA 旗が引き継

がれました。  

翌日は、バスをチャーターして、中尊寺

（金色堂）、毛越寺観光を 5 班に分かれて

ガイドの説明を聞きながら満喫しました。 

 

★次回総会（第 48 回）予告は 5 ページ  

★事業、決算・予算は 6・ 7 ページ  

★ JSPA ホームページの最新ニュース「第

47 回 JSPA 総会アルバムをアップしまし

た。」から総会の写真をご覧ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 47 回 JSPA 総会報告 

理事会  

総会受付  

地区幹事会  

神楽正司さん 横山ひろ凛さん 

奥州衣川青凛会講談師  

 

国指定・重要無形民俗文化財  「岩崎鬼剣舞」  
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総会  

懇親会会場  

JSPA 会長挨拶  JSPA 役員・司会  終身会員証授与  

(岩手県・25 期  

 宮原利雄さん）  

総会参加者  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会  

➡  ➡  

カラオケで「サライ」の歌が、時間が経つにつれ、人数が増え、やがて大合唱となりました。 

JSPA 旗は岩手県から次回

開催地の北海道へ引き継

がれました。 

各地の地酒と特産品  

同期の仲間達  
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期日：2019年 8月 31日（土）～9月 1日（日） 

場所：札幌定山渓ビューホテル 

住所：北海道札幌市南区定山渓温泉東 2丁目 111 

 

初の北海道開催！ “札幌の奥座敷”として有名な定山渓です。 

 

特別講演講師として川端絵美さん（冬季オリンピック 3 回出場の元アルペン選手、

北海道スキー連盟理事）を予定しています。 

 

9 月 1 日の観光は NHK 大阪放送局制作「マッサン」のモデルとなったニッカウ

ヰスキーの余市蒸溜所（北海道余市郡余市町）を予定しています。 

 

総会期日の前後に休みを追加して北海道観光を満喫してはいかがでしょう。 

 

詳細は次号（第 77号）パトロールニュースでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 
札幌定山渓ビューホテル          ニッカウヰスキーの余市蒸溜所      

次回総会（第 48回） 予告 

中尊寺金色堂、毛越寺観光 



6 

 

2018 年度事業報告                2019 年度事業計画 

事業行事名 期日 場所  事業行事名 期日 場所 

地区幹事会 2017/8/26 
滋賀県・琵琶湖 

グランドホテル 

 

地区幹事会 2018/9/1 
岩手県・国民宿舎 

サンホテル衣川荘 

総会 2017/8/26 
滋賀県・琵琶湖 

グランドホテル 

 

総会 2018/9/1 
岩手県・国民宿舎 

サンホテル衣川荘 

理事会 2017/8/26 
滋賀県・琵琶湖 

グランドホテル 

 

理事会 2018/9/1 
岩手県・国民宿舎 

サンホテル衣川荘 

74 号会報発行 2017/12/15 事務局 
 

76 号会報発行 2018/12/15 事務局 

― ― ― 

 
全国安全対策 

委員長会議 
2018/11/3 

渋谷区立 

勤労福祉会館 

SAJ スキーパトロール 

検定会 
2018/2/16-18 

第 1会場 

北海道・ルスツリゾート 

第 2会場 

山形県・赤倉温泉ス

キー場  

 

SAJ スキーパトロール 

検定会 
2019/3/8-10 

第 1会場 

北海道・ルスツリゾート 

第 2会場 

長野県・一の瀬ダイヤ

モンドスキー場 

SAJ スキーパトロール 

総会・研修会 

2018/3/16-18 

2018/3/3-4 
各会場 

 SAJ スキーパトロール 

研修会 

SAJ スキーパトロール 

総会・研修会 

2019/3/1-3 

 

2019/3/15-17 

鳥取県・だいせん 

ホワイトリゾート 

北海道・富良野 

スキー場 

75 号会報発行 2018/6/15 事務局 
 

77 号会報発行 2019/6/15 事務局 

常任理事会 2018/6/23 岩手県 
 

常任理事会 2019/6/中旬 未定 

業務・会計監査 2018/6/24 岩手県 
 

業務・会計監査 2019/6/中旬 未定 

支部活動 年間 各支部 
 

支部活動 年間 各支部 

物品販売 年間 事務局 
 

物品販売 年間 事務局 

ホームページ 年間 事務局 
 

ホームページ 年間 事務局 

会員数充実 年間 事務局 
 

会員数充実 年間 事務局 

 

2018 年度事業報告・2019 年度事業計画 
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2018年度は2017 年 7月 1日～2018 年 5月 31日 
2019年度は2018 年 6月 1日～2019 年 5月 31日 

 
【収入の部】 

科目 20218 年度決算  2019 年度予算 適用 

入会金 52,000 50,000 新規、再入会 

年会費 838,000 850,000 年会費、終身会費 

物品販売収入 108,600 100,000 ネームプレート、ステッカー、ピンバッチ、名刺 

雑収入 110,000 217 貯金利息、寄付 

特別積立金より 0 0  

繰越金 452,282 823,783 前年度より繰越 

合計 1,560,882 1,824,000  

【支出の部】 

科目 2018 年度決算 2019 年度予算 適用 

事務局費 65,412 200,000 事務消耗品、インターネット経費等 

通信連絡費 225,557 250,000 切手、葉書、メール便送料 

会議費 362,020 450,000 理事会、各種会議 

交通費 23,218 200,000 各種行事 

印刷費 0 350,000 会報、封筒 

物品作製費 60,892 100,000 オフィシャル商品 

協賛金 0 0  

積立金 0 200,000  

予備費 0 74,000  

小計 737,099 1,824,000  

次期繰越金 823,783 0 次年度へ繰越 

合計 1,560,882 1,824,000  

 

特別積立金会計 
【収入の部】   

科目 2018 年度決算 2019 年度予算 適用 

繰越金 400,000 400,000 前年度より繰越 

積立金 0 200,000  

雑収入 0 0  

合計 400,000 600,000  

【支出の部】 

科目 2018 年度決算 予算 適用 

一般会計へ 0 0  

次期繰越金 400,000 600,000 次年度へ繰越 

合計 400,000 600,000  

 

2018 年度決算報告・2019 年度予算  
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全国安全対策委員長会議 

 

 

 

 

平成 30 年 11 月 3 日 (土)、東京の渋谷区

役所勤労福祉会館において、SAJ 安全対策

部･各加盟団体安全対策委員長、総勢 26 人が

集まり､全国安全対策委員長会議が開催され

た｡（記事内容は抜粋） 

 

 

              

 

SAJ 安全対策委員会  

担当理事 白石博基 

  

 

わたしは、ずっとスキー指導者で来ました

ので、安全対策部とはなかなか接点がなかっ

たのですが、長年、東京都スキー連盟で教育

本部長を務める間に安全対策がどのような

ものか教えられました。 

今後は、全国に誇れる安全対策委員会とし

て情報発信をしていけたらいいと思います。

各都道府県スキー連盟の皆様においては、安

全対策の啓蒙活動をはじめ様々なことに協

力いただければいいと思います。 

この時代、スキー場でのケガについてトラ

ブルが発生していることを聞くようになり

ました。スキー指導者に対して、受講者に対

して、また一般スキーヤーに対して安全啓蒙

活動がしっかり行われ、今後とも楽しいスキ

ーが続けられる環境ができれば良いと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●2018 事業報告は、教育本部報告書に記載さ

れているが、安全対策部ホームページにも

アップされているので、利用してほしい。 

 

    SAJ20１７-20１８安全対策部審議事項 

 

●全国安全対策委員長会議を、2 年にわたり

全国パトロール総会中に開催したが、シー

ズン前の開催希望が多かったため、この時

期に移した。 

●パトロール受検資格年齢引き下げについ

て教育本部会議に提案し、理事会で検討さ

れたが、パトロールは人命に関わる重責を

負う可能性があるため従来どおり 20 歳以

上とする答申があった。 

●ボードパトロール検定について実施方法

を綿密に検討するよう回答があった。来シ

ーズンの検定実施を目指し、検討を続けて

いるが、まだ不十分である。先行して長野

県パトロール検定にて実施する予定であ

る。 

●全国スキー安全対策協議会（ス安対）は、

SAJ からも役員派遣を行っている。スキー

場の標識の統一、傷害調査、外国人スキー

ヤー対応等雪上安全に関わる活動を展開

しているため、今後も連携を密にしたい。 

●昨年のパトロール受検者数は 50 人足らず

と減少しているが全国のスキー場の数は、

それほどに減っていない。パトロール活動

を行うための資格に関する法整備（関係省

庁は国土交通省、観光庁、スポーツ庁、厚

生労働省等）が必要である。 

 

 

SAJ 安全対策委員会担当理事挨拶  

SAJ20１７-20１８安全対策部事業報告  
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●公認パトロール検定会  

第一会場  北海道：ルスツリゾート  

第二会場  長野県：一の瀬ダイヤモンド  

スキー場  

●公認パトロール研修会  

東日本会場 北海道：富良野スキー場  

   （全国スキーパトロール総会）  

西日本会場 鳥取県：だいせんホワイト  

リゾート  

●全国スキーパトロール総会  

北海道：富良野スキー場  

 

 

研修テーマⅠ 

スキー技術：横滑りと横滑りをつなぐ切り換

え動作  

研修テーマⅡ 

搬送技術：切り換えと横滑りの応用  

 

 

各加盟団体ではパトロール研修会、パト

ロール受検者養成講習会、指導員・準指導員

養成講習会理論講師、日赤救急員資格更新・

取得講習会、各種大会への派遣等の報告があ

りました。ここではこれら以外の報告を紹介

します。 

北海道  

●道内で調査したスキー場傷害調査報告書

を各スキー場へ配付し、リスクマネジメント

に活用している。 

石川県  

●研修会において JPTEC ファーストレスポ

ンダーコースを初めて開催。重大事故のほと

んどは、高エネルギー外傷となるので、ネッ

クカラー装着とバックボード固定は必須技

術といえる。 

 

神奈川県 

●昨年度よりニュースタイル委員会が発足

し、バックカントリーの安全対策に取り組ん

でいる。 

滋賀県  

●スノーボードパトロールの養成を検討し

ている。 

群馬県  

●草津白根山噴火によりリフトは止まり、火

山灰でスキーは滑らずの状態であったが、噴

火後 1 時間弱ですべての救助活動を終了で

きた。また山頂駅舎にとり残された 80 人を

夕方 6 時までに全員下山させることができ、

普段の訓練の成果が出た。 

広島県  

●ロープ、三角巾の強化合宿を行い、ロープ

レスキューについての研修を行った。 

兵庫県  

●ドクターヘリに対し消防とヘリの受け入

れ態勢を相談し、スキー場に来るようになっ

た。 

宮城県  

●指導者研修会の中で、スクール事故をきっ

かけとし、安全対策志向班を設けた。パトロ

ール受検者が増えることを期待している。 

スキーのケガにより PTSD を発症し、不登校

になった子どもが、スキースクールの保険の

支払い対象となった。 

その他 

●各都道府県連のパトロール有資格者は、多

いが資格停止者が増えている。研修会への参

加を促したい。 

 

SAJ20１８-20１９安全対策部事業計画  

２０１９年度 安全対策部研修テーマ 

加盟団体報告  
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我等の仲間 

 

 
 

 

 

秋田県鳥海高原 

矢島スキー場 

 

 

スキーパトロール隊長 

金子 賢也  

 

 鳥海高原矢島スキー場は東北の名峰鳥海

山の北側、秋田県由利本荘市矢島町にありま

す。昭和 52 年、旧矢島町に石滝ファミリー

スキー場が開設されましたが、全国的なスキ

ーブームによる利用客の増加に伴って、ゲレ

ンデや駐車スペースが不足してきました。そ

こで住人の強い要望により、広域的な冬季観

光施設として、立地や斜面が見直され、昭和

59 年、現在の位置に開設されました。 

 今年度のスキー場パトロール隊はスキー4

名、スノーボード 3 名、スノーパークディガ

ー2 名の 9 名で構成されています。初心者か

ら上級者まで全ての方々に楽しんでいただ

けるゲレンデを目指し、スノーパーク、GS ポ

ールコースの開放、ウエーブコースの作製や

維持管理、様々なイベントへの協力を通じて

常にお客様と共にあるスキー場というコン

セプトを軸に、かぎられたコース、決まった

営業時間、毎年変わる降雪状況のそれぞれに

柔軟に対応し挑戦を続けてきました。 

同時に高レベルな安全基準を掲げ、地元の

消防署指導の下、スキー場全体での普通救命

講習、パトロールに加え各部門の代表者によ

る上級救命講習を毎年実施しております。 

近年のバックカントリーブームやスキー/

スノーボードの進化によるスノースポーツ 

の価値観の多様化や、お客様のニーズも変化 

 

 

 

 

 

し続ける現代において、各スキー場の安全を

司るパトロールの役割も又進化し続けなけ

ればならないものと考えます。 

未来を創るのはいつも現代であり、良質な

雪が降り積もる日本のスノースポーツ界の

発展のため、鳥海高原矢島スキー場もその一

助となるよう努めてまいりたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

同じ釜の飯（これからのスノーシーンを考える） 

 

ゲレンデマップ 

コース説明看板  

 

「大蛇」バーン 

 

 

 

「トカゲ」バーン 

 

 

 

「一般用  

 ポールコース」 
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⑤佐々木  陽広  隊員(パト 圧雪隊) 

⑥小松  満亮  副隊長(JSBA 公パト 圧雪隊  ) 

⑦井口  真  隊員(パト 圧雪隊  ●ライダー) 

⑧高橋  力斗  隊員(ディガーパト) 

バックカントリーでの私(金子賢也) 

 

スノーパークの作業風景  

⑨太田  賢  ディガー長(ディガーパト●ライダー) 

① 西山  正治  隊員(SAJ 公パト 圧雪隊) 

 ②金子  賢也  隊長(SAJ 公パト 圧雪隊●元ライダー) 

 ③佐藤  正幸  副隊長兼務圧雪車  メンテナンス長(パト 圧雪隊) 

④松本  学  隊員(SAJ 公パト 圧雪隊) 

 

ナイター風景  

ゲレンデ風景  

山頂より巡回開始  

後列左から 

前列左から 

由利本荘市山岳救助隊員としても 

活動しています 
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ドクターコラム 
 

 

 

SAJ 公認ドクターパトロール 

日本スポーツ協会公認スポーツドクター 

全日本柔道ナショナルチームドクター 

茨城県スキー連盟  

 

 

筑波大学  

整形外科  井汲 彰  

 

 皆様はじめまして。この度ご縁があり

JSPA パトロールニュースにコラムを書か

せていただきました筑波大学整形外科の井

汲（いくみ）と申します。普段の診療専門分

野は手外科になりますが、スポーツドクター

として選手サポートも行っており、現在は柔

道のナショナルチームのチームドクターを

しています。  

 本来はスキーパトロール活動などについ

て書くべきだと思うのですが、今回は私のス

ポーツドクターとしてのスキーとの関わり

を紹介させていただければと思います。  

 私は高校までは柔道漬けの日々を過ごし

ていたためスキーをする機会はほぼありま

せんでした（幼少期に両親に連れられてスキ

ー場に行ったことがある程度）。  

そんな私がスキーを始めたきっかけは大

学 2 年の時に高校の友人に誘われて参加し

た筑波学園スキークラブの年越しスキーツ

アーでした。パラレルすらまともに滑れなか

った私ですが、いきなりコブだらけの上級者

コースに連れて行かれ、指導員の先生方のス

パルタ指導を受けながら 1 日中滑り（転び？）

続けたおかげで、なんとか 1 日でパラレル  

 

 

 

ターンができるようになりました。  

 非常に雰囲気のよいクラブで、ツアーの夜  

の部（飲み会）でスキーの素晴らしさを熱く

語ってくれた会員の方たちの人柄に惹かれ、

お酒の力もあってその日のうちにクラブへ

の入会を宣言していました。入会宣言の際に

「入るなら目標を決めなきゃだめだよ」と言

われ、「とりあえず 1 級と、医師になったら

ドクターパトロールをとります！」と宣言し

たようなのですが、酔っ払っていたので自分

ではよく覚えていません（笑）  

 クラブへの入会を契機に学生時代は年に

10 回程度はスキーに行くようになり、大学

4 年のときに 2 級に、医師 4 年目に 1 級に

合格することができました。1 級取得と同時

にドクターパトロールの資格も得ることが

できましたが、ちょうどこの頃から柔道のチ

ームドクターの仕事が忙しくなってきまし

た。休日返上で柔道大会の救護活動を行いつ

つ、年に 1-2 回、国際大会にナショナルチー

ムドクターとして帯同し、2016 年には日本

代表選手団の一員としてリオデジャネイロ

オリンピックに参加することができました。 

 現在スキーと関わるのはスキーシーズン

に怪我をして病院を受診する患者様の治療

にあたるときぐらいですが、手術が必要な大

怪我をした人でも「いつからスキーができま

すか？今シーズンは無理ですか？」と尋ねて

くることが非常に多いことに驚いています。

怪我をしてもまたやりたくなる魅力があり、

40 代・50 代になっても楽しめるスキーは素

晴らしいスポーツと思います。私も柔道のス

ポーツドクター活動が落ち着いたらまた自  
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分でもスキーを楽しみ、ドクターパトロール

としてもスキーに関わる仕事をしたいと思

いつつ日々診療にあたっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友人と初海外スキー１＠Whistler,Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リオオリンピック選手村にて＠Rio de Janeiro 
Brasil 2016 年  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニバーシアードにて＠台北 2017 年  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友人と初海外スキー2＠Whistler,Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スキー検定 1 級受検（県民スキー場）  

 

 

 

 

 

 

 

無事 1 級合格（2012 年 2 月）  
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[名誉顧問] 

秋元 洋一 (SAJ 安対委員長) 

 

[顧問] 

宮本 忠五郎 (功労者) 

城戸口 慎一 (元会長) 

草彅 俊一 (元会長) 

一戸 繁輝 (前会長) 

[アドバイザー] 

速水 修 (元安対委員長) 

片倉 善文 (元安対委員長) 

上平 尚 (元安対委員長) 

 

[参与] 

奥田 惇二 (功労者) 

加茂 勝康 (功労者) 

志水 淳 (功労者) 

中村 光一郎 (功労者) 

久永 正利 (功労者) 

平田 春雄 (功労者) 

本宮 秀孝 (功労者) 

小林 正彦 (功労者) 

[会友] 

後藤 昌弘 (栃木県08期)

 

 

[会長] 

遠藤 正 (岩手県24期) 

[副会長] 

松本 徹也 (北海道12期) 

田口 晶英 (秋田県10期) 

廣田 正利 (富山県22期) 

扇浦 行弘 (福井県23期) 

加藤 昭光 (愛知県21期) 

相澤 徹 (徳島県Dr.07) 

[理事長] 

富樫 泰一 (茨城県24期) 

[副理事長] 

保坂 淳司 (東京都24期) 

[監事] 

西舘 忍 (岩手県24期) 

安田 耕寿 (福島県27期) 

[常任理事] 

富樫 美昭 (北海道28期) 

白取 裕士 (青森県32期) 

照井 敏勝 (宮城県19期) 

石川 由紀子 (茨城県45期) 

酒井 潤 (東京都32期) 

[理事] 

池田 卯一郎 (北海道31期) 

須藤 光春 (青森県24期) 

佐藤 俊寿 (埼玉県38期) 

前田 初志 (福井県35期) 

小椋 健司 (愛知県20期) 

 

[地区幹事] 
伊藤 彰人 (北海道50期) 
小笠原 崇文 (青森県37期) 
青名畑 幸彦 (岩手県37期) 
奥山 光幸 (宮城県26期) 
畑山 卓二 (秋田県19期) 
木村 正幸 (山形県14期) 
稲村 豊作 (福島県27期) 
大曽根 正幸 (茨城県47期) 
星  伸也 (栃木県32期) 
伊藤 清美 (埼玉県39期) 
吉田 浩二 (千葉県31期) 
野口 幸子 (東京都51期) 
小川 康 (神奈川県 37期) 
辺見 秀利 (新潟県24期) 
森  正親 (富山県33期) 
丸七 茂樹 (石川県31期) 
前田 初志 (福井県35期) 
田村 一司 (長野県24期) 
竹内 進 (岐阜県36期) 
西山 敏明 (静岡県50期) 
福岡 優子 (愛知県41期) 
井上 修三 (滋賀県51期) 
今井 津司 (大阪府22期) 
米田 幸雄 (兵庫県25期) 
伊沢 正純 (鳥取県24期) 
青木 政明 (徳島県37期) 
相澤 徹 (徳島Dr.07) 

[事務局] 

保坂 淳司 事務局長    （東京都 24期） 

照井 敏勝 総務委員長 （宮城県 19期） 

白取 裕士 会計委員長 （青森県 32期） 

富樫 美昭 広報委員長 （北海道 28期） 

石川 由紀子 HP 委員長 （茨城県 45期） 

福岡 優子 広報委員 （愛知県 41期） 

酒井 潤 広報委員 （東京都 32期） 
 

2018/2019 年度 役員 
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 事務局よりお知らせ 事務局 e-mail : info@jspa-net.jp 

新終身会員の紹介 

2018 年 05 月 01 日から 

2018 年 11 月 15 日までに 

登録された方です。 

（敬称略、順不同） 

                   

 

青森県スキー連盟  

24 期 須藤 光春 

26 期 須々田 剛 

43 期 工藤 雅人 

53 期 小坂 明 

56 期 原田 富次男 

ドクターパトロール 

113 期 冨浦 一行 

秋田県スキー連盟  

10 期 田口 晶英 

53 期 長谷川 弘一 

宮城県スキー連盟  

02 期 宮本 忠五郎 

長野県スキー連盟  

24 期 田村 一司 

福島県スキー連盟  

20 期 大竹 洋一 

39 期 武藤 信也 

栃木県スキー連盟  

08 期 後藤 昌弘 

東京都スキー連盟  

15 期 小林 紀夫 

46 期 清水 弘行 

52 期 恩地 博 

愛知県スキー連盟  

10 期 大森 鶴正 

42 期 三浦 欣也 

 

福井県スキー連盟  

35 期 前田 初志 

 

埼玉県スキー連盟  

49 期 牛久保 努 

岩手県スキー連盟  

25 期 宮原 利雄 

36 期 鈴木 幸一 

37 期 青名畑 幸彦 

新潟県スキー連盟  

49 期 諸橋 敬一 

富山県スキー連盟  

28 期 瀬戸 博志 

山形県スキー連盟  

ドクターパトロール 

101 期 結城 正明 

滋賀県スキー連盟  

24 期 寺村 冨二夫 

兵庫県スキー連盟  

25 期 岡田 尚士 

島根県スキー連盟  

24 期 伊澤 正純 

ドクターパトロール 

101 期 中寺 尚志 

広島県スキー連盟  

57 期 津田 秀行 
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JSPA 終身会員限定 

 ブラックネームプレートのご案内 
 

 

 

JSPA 終身会員限定の「ブラックネームプレート」ができました！ 

ブラックプレートにゴージャスなゴールド文字です。 

書体も特別なフォントを利用しており，ワンランクアップのデザインです。 

肩書き等は一切入れられません。お名前のみです。 

1 枚 3000 円でお作りいたします。 

この機会に，プレミアムなネームプレートを作ってみませんか？ 

 

購入は JSPA ホームページ内の JSPA オンラインショップよりお申し込みください。 

 

 

 

 

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

寄付金の受領 
2018年 05月 01日から 2018年 11月 15日までに寄付金をお納めくださった方々です。 

今後の JSPA活動に有効活用させていただきます。ありがとうございました。 

2018 年 05 月 15 日 宮城県 02 期 宮本 忠五郎 様 終身会員 

2018 年 05 月 31 日 愛知県 26 期 羽田 道信 様 終身会員 

2018 年 06 月 04 日 岩手県 Dr パト 長野 隆行 様 終身会員 

2018 年 06 月 13 日 東京都 36 期 中澤 義昭 様 終身会員 

2018 年 06 月 27 日 愛知県 20 期 小椋 健司 様 終身会員 

2018 年 06 月 29 日 東京都 24 期 保坂 淳司 様 終身会員 

2018 年 07 月 03 日 神奈川県 16 期 澤田 昭一 様 終身会員 

2018 年 07 月 04 日 青森県 Dr パト 川島 信二 様 終身会員 

2018 年 07 月 06 日 神奈川県 41 期 辻内 賢一 様 終身会員 

2018 年 07 月 07 日 東京都 11 期 山口 英信 様 終身会員 

2018 年 07 月 24 日 山口県 14 期 大森 誠 様 終身会員 

2018 年 08 月 10 日 秋田県 10 期 杉原 博治 様 終身会員 

2018 年 08 月 14 日 兵庫県 22 期 大出 泰正 様 終身会員 

2018 年 08 月 14 日 青森県 19 期 富波 侔 様 終身会員 

2018 年 08 月 22 日 北海道 10 期 小林 博 様 終身会員 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

訃報 
戸嶋 洋治さん（神奈川県 31期 76歳） 

2018年 8月 17日に、逝去されました。 

謹んで御冥福をお祈り申しあげます。 
 

 

訃報 
堀  昭 さん（千葉県 33号期 76歳） 

2018年 5月 31日に、逝去されました。 

謹んで御冥福をお祈り申しあげます。 


