
－ １ － 

これからの半世紀に向けて描き続けるシュプール 

会長 福 保 雄 成 
 

 令和２年度、新潟県学校スキー研究会の会長を拝命した福保雄成（ふくほ 

ゆうせい）です。創設50年の節目を迎えた伝統ある新潟県学校スキー研究会の

会長という役職は、身に余る大役でありますが、職責を果たせるよう尽力し

てまいります。 

 世界に目を向けると新型コロナウイルス感染拡大が止まりません。「これ

からの半世紀に向けて描き続けるシュプール」をテーマとして計画した「新

潟県学校スキー研究会創設50周年記念事業」も大幅に内容を修正せざるを得

ませんでした。「新しい生活様式」が提案され、新型コロナウイルス感染拡大防止の取組が今後も続

くと予想される中、今シーズンのスキー学習は、どのようになるのでしょうか。本稿を執筆している

時点では、（公財）全日本スキー連盟等からのコロナ禍における活動指針は出されておりません。

「新しい生活様式」に則ったスキー指導の在り方を検討しなければなりません。コロナ禍の中で50年

の節目を迎えた新潟県学校スキー研究会は、「命を守る」を念頭に置き、歩みを進めてまいります。 

 昔話になりますが、私の新採用校は塩沢町立上関小学校（現在は南魚沼市）でした。クロスカント

リースキーの経験はなく、アルペンスキーも我流でした。上関小学校では、現顧問の関 潤治先生と

一緒に勤務する機会を得て、授業から課外活動まで具体的な指導をしていただくとともに、指導の基

礎基本を学ぶために書籍を読むことを教えていただきました。自分の仕事に責任をもつという意味で

「最後は自分」と教えていただいたことは、現在でも私のポリシーの一つとなっています。新採用校

で学校スキー研と出会い、多くの仲間と出会うことができました。２校目も中越地区の中里村立高道

山小学校（現在は十日町市、廃校）でした。ですから新採用からの６年間は、中下越地区の年末合宿

で鍛えていただきました。少雪の中で行われたタイムレースでは、田んぼの泥にストックを突き刺し

ながらの激走もありました。昼間の練習で顧問の先生から、「命の水だぞぅ。」とヤカンに入った水

をいただいたことも、夜の懇親会で「優勝者には、つまみ１年分だ。」とスルメをいただいたこと

も、楽しい思い出として記憶に残っています。クロスカントリースキー初心者にとって練習は辛かっ

たはずなのですが、それを上回る楽しい記憶が蘇ります。スキー談義に花を咲かせた皆様には、その

後の教職員人生で幾度も助けていただいております。新潟県学校スキー研究会の研修会を通して得た

素晴らしき出会いに、感謝の気持ちで一杯です。 

 新潟県『学校教育の重点』では、「ふるさとへの愛と誇りを胸に、夢や希望を持って粘り強く挑戦

し、未来を切り拓いていける、たくましいひとづくり」を大きな目標に掲げています。「主体的・対

話的で深い学びの実現」のための授業改善として、①「学ぶ楽しさ」「分かる喜び」が実感できる授

業づくりに全校体制で取り組む。②学びの姿から、適した指導方法を授業に取り入れるなど、指導の

改善に努める。③「指導と評価の一体化」を図り、目指す資質・能力を確実に育成する。と示されて

います。これは、スキー指導にもそのまま当てはまります。スキー指導の基礎基本は変わらなくと

も、学習主体である児童生徒の実態がどんどん変化しています。また、スキーを取り巻く環境も大き

く変化しています。コロナ禍において、正しい情報を得て、判断し、行動することが求められていま

す。今後、公式ホームページをはじめ、会報「にいがた学校スキー」、メール配信によるNewsLetter

の発行等、積極的な情報提供に努めます。会員の皆様には、各地区で行われる研修会に参加し、指導

者としての力量を高めるとともに、Face to Faceを大切にした人的ネットワークを築いていただけれ

ば幸いです。「これからの半世紀に向けて描き続けるシュプール」新潟県学校スキー研究会創設100

周年を目指して着実な一歩を踏み出しましょう。  
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スキー研の新たな50年に向けて 

副会長 長尾 昭浩 
 

 本年度、副会長を務めさせていただくことになりました。今までの役員の

皆様の功績を顧みるにつけ、その重責に耐えうるのかはなはだ不安でいっぱ

いなのですが、福保新会長の下、星野副会長と共に鋭意努力してまいります

のでよろしくお願いします。 

 さて、今年度はコロナ禍の中、特別な１年です。本来ならば創設50周年を

顧問の皆様や現職会員みんなで盛大にお祝いをする予定でした。この50年の

足跡を振り返り、新たな50年に向けて意をひとつにすべく全県から参集の予

定でした。しかし、その多くが中止あるいは期日未定の延期となったわけです。しかしながら、ス

キー研の歩みをここで止めるわけにはいきません。会員の皆様の英知を集め、コロナ禍での新しいス

キー研の在り方を考えていく好機ととらえ、頑張っていきましょう。 

 さて、先般中下越の評議員・幹事合同会議が行われました。その折に、お話させていただいたこと

は「今年は、コロナ禍の中、たくさんの判断・決断が迫られる場面が多い。そんなとき大切にしたい

ことは後悔しないという基準で判断すること」ということです。コロナ禍の中、感染予防を最優先に

努めつつも、今しかできないこととのバランスを考え、子どもたちがどうスキーと向き合っていくこ

とが「生涯スポーツとしてのスキー」が大好きな子どもに育つのか取り組んでいきます。 

 最後に余談ですが、私の卒業した塩沢町立舞子小学校（現中之島小学校）では、校内スキー大会の

種目として回転種目（全員）、距離種目（全員）、飛躍種目（高学年・希望者）の他に、アルペンの

板をはいて行うバイアスロン種目がありました。雪玉を的に当てたり、ゲームをしたりしてゴールを

目指すのです。必ずしもスキーが得意でなくても勝てる要素が盛り込まれていて燃えたことを覚えて

います。 

 いろいろなスキーの楽しみ方があります。それを子どもたちに伝えていきましょう。 

スキーが好き 雪が好き スキー研が好き 

副会長 星野 浩一 
 

 記録的少雪だった2020シーズンから、エピソードを２つ紹介します。 

episode１～雪の魅力～ 

 例年なら雪にすっぽりと包まれる１月の妙高青少年自然の家ですが、その

日は、地面が見え溶けかかった雪がわずかに残るだけでした。東京からのバ

スが到着するやいなや、中学生のにぎやかな声が聞こえてきました。雪を

触ったり投げたり、中には、転げまわる生徒もいました。みんな実に楽しそ

うです。「もっとたくさんの雪でお迎えできれば･･」と悔やむと同時に、「雪

を見るとワクワクするよな～！」とほっこりとした気持ちになりました。 

episode２～滑る感覚～ 

 当施設のクロスカントリスキーコースでは、昨シーズンも多くの選手がトレーニングに取り組みま

した。コースを維持管理する我々は、雪入れをしたり圧雪やカッターを入れるタイミングを悩んだり

と「わずかな雪をいかに活用するか」に腐心しました。短い距離を繰り返し滑らざるを得ない日も多

かったのですが、滑る感覚を鈍らせない一助にはなったと思います。「雪の上に何日出たか」は選手

の滑りにてきめんに現れます。練習場所確保に奔走した皆さんのご苦労がしのばれます。 

 さて、ウイルス感染（拡大）防止を念頭においた会務運営により、秋に予定されていた50周年記念

事業が縮小されます。また、各種会合や研修にも配慮が求められています。厳しい状況が続きます

が、スキー研が大切にしてきた「ソーシャル（人のつながりから価値ある情報を生み出し、共有する

こと）」の実践こそ、難局を乗り越えるのに必要です。知恵を出し合い、「新しい研修様式」を創り

ましょう。 

 スキー大好きな子どもを増やすためにも、指導者が「降る雪に心躍り」「明日も滑ろう！」と意欲

に満ちた姿勢を見せたいものです。みんなで学校スキー研を盛り上げていきましょう。 
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 「学校スキー研究会との出会い、そして感謝」 

 前会長 山之内 方史 
 この度は、名誉ある「学校スキー功労賞」をいただき、誠にありがとうご

ざいました。これも、これまで学校スキー研究会を推進していただいた顧問

の皆様、そして学校スキー研究会を支えていただいた役員の皆様、積極的に

スキーに親しむ会員の皆様のお蔭と深く感謝しております。 

 私は、教職１年目の関山小学校（現在の妙高小学校）で入会し、多くの先

輩の皆様からたくさんのことを教えていただきました。それまでアルペンス

キー一筋にスキーに関わってきましたが、学校スキー研究会でクロスカント

リースキーを学び、教員としての幅を広げることができました。また、多く

の先生方と繋がることができたのも学校スキー研究会で寝食を共にしながら高め合う研修があったか

らと心から感謝しております。 

 新潟県のスキー学習にとって学校スキー研究会の果たす役割は大きなものがあります。今後とも学

校スキー研究会のさらなる充実、発展を心より願っております。ありがとうございました。 

学校スキー功労賞 受賞の言葉 

 「人づくりを基盤に更なる発展を祈念します」 

 前副会長 上村  淳 
 このたび役員の皆様のご推薦をいただき、功労賞を授かりました。このよ

うな賞をいただくことができましたのも、ひとえに真摯に事業に取り組む役

員や担当の皆様から支えていただいたお蔭と、心より感謝申し上げます。副

会長としての任期中は、深刻な雪不足の影響で県学校スキー研究協議会の縮

小開催、雪とスキーに親しむ研修会（上越地区研修会）の中止等に加え、コ

ロナ禍で創設50周年記念事業の大幅な計画見直しにも迫られるなど、思うよ

うな会務運営ができなかったことが未だに心残りとなっています。その一方

で、こうした活動制限の経験があったからこそ、「スキー指導を通した人づ

くり」という豊かな人間性を大切にした本研究会の素晴らしい側面を改めて実感している次第です。 

 新採用の時に入会以来、退職までずっとお世話になってきた本研究会には、心からスキーを愛して

やまず、また教師としての力量を備えた方々が多く集っています。そうした方々がこの困難下に結束

し、対話と実践の方法を工夫するとともに、互いに深くかかわりながら魅力ある学校スキー研究会へ

と尽力くださるようお願いいたします。 

 「皆さんと一緒に受け止めたい受賞」 

 前副会長 井口 和司 
 この度の受賞について、謹んでお礼を申し上げます。賞は昨年度、副会長

を仰せつかっていたことによるものと思いますが、正直なところどれほどの

貢献ができたかは甚だ恥ずかしい限りです。各種研修会や合宿での指導・運

営などにおいては、私よりもはるかにご尽力されてきた役員の皆さんが大勢

おられます。そんな中で私が身に余る賞をいただいたことは恐縮するばかり

であり、受賞は私個人と言うよりも同期を中心とした仲間の皆さんと共にい

ただいたものと思っています。同時に私には、今まで以上に会の活動が充実

するよう寄与しなさいという叱咤激励でもあると真摯に受け止めています。

振り返れば、スキー研に入会して30有余年、技量向上に向けてご指導をいただきました。加えて幹事

の間は主に実技研修のビデオ記録の担当、評議員では活動の見直しなどに関わらせていただく中で素

晴らしい方々との出会いも得て多くを学びました。私の貴重な財産です。 

 今回、顧問という要職も拝命しました。全てが激変する今日の状況の中、スキー研がますます発展

するよう、人気ドラマで話題の台詞「施されたら施し返す。恩返し！」を実践できるよう、微力なが

ら努めて参ります。 
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令和元年度 会務・事業報告 

１ 令和元年度新潟県学校スキー指導者養成講習会・第49回新潟県学校スキー研究協議会 

（１）期 日  令和２年１月24日（金） 

（２）テーマ  生涯にわたってスキーに親しむ資質や能力を育てるための学校スキー指導の在り方 

（３）主な内容 

 ①公開授業  少雪のため中郷小学校児童のクロスカントリースキー学習は中止 

 ②研究協議会 国立妙高青少年自然の家（上越市立中郷小学校から変更） 

 ③実技講習 

  ○クロスカントリースキー：国立妙高青少年自然の家周辺 

 講 師 駒村俊介様（妙高高原Jr.スキー育成会コーチ 2006年冬季トリノオリンピック日本代表） 

 指導者 小林保浩（妙高高原北小学校） 外立 努（豊原小学校） 

 受講生 12名 

  ○アルペンスキー    ：赤倉観光ホテルリゾートスキー場 

 指導者 金子謙太郎（新井小学校・院） 星野浩一（国立妙高青少年自然の家） 

     横田信子（新井北小学校）   松本高志（妙高小学校） 

 受講生 14名 

（４）運営役員会  令和２年１月23日（木）  国立妙高青少年自然の家 

２ 学校スキー指導者養成講習会・指導者証所有者研修会 

【上越地区】 

（１）第42回上越地区学校スキー指導者養成講習会・第27回上越地区指導者証所有者研修会 

  ～第４回スキーと雪に親しむ研修会～   〈少雪のため中止。予定した内容を記載〉 

（２）期 日  令和元年12月25日（水）・26日（木） 

（３）会 場  国立妙高青少年自然の家 

   ・クロカンスキー（国立妙高青少年自然の家周辺） 

   ・アルペンスキー（赤倉観光リゾートスキー場） 

   ・スキーと雪遊び（国立妙高青少年自然の家周辺）  

（４）内 容  実技研修 講演・講義等 

（５）責任者  副会長 上村 淳 

（６）申込者  ・顧問５名  ・指導者26名  ・クロカンスキー20名 

    ・アルペンスキー21名  ・雪とスキー遊び２名  合計74名 

【中下越地区】 

（１）第44回学校スキー指導者養成講習会・第29回指導者証所有者研修会 

（２）期 日  令和元年12月25日（水）・26日（木） 

（３）会 場  （１日目）クロスカントリースキー：銀山平 

    （２日目）アルペンスキー    ：奥只見丸山スキー場 

（４）内 容  実技研修 

（５）責任者  会長 山之内方史 

（６）参加者  １日目51名、宿泊48名、２日目49名   合計66名 

３ 地区別研修会 

（１）魚沼地区  期日：令和２年１月 ８日（水）堀之内小学校 中止 

（２）南魚沼地区  期日：令和２年１月 ９日（木）欠之上CCコース 12名参加 

              １６日（木）欠之上CCコース 19名参加 

（３）  期日：令和２年１月 ８日（水）十日町吉田CCコース 中止 

（４）小千谷地区  期日：令和２年１月１６日（木）白山運動公園 中止 

（５）  予定していたが計画が具体化する前に中止 

（６）糸魚川地区  今年度から上越・妙高地区研修会に参加（中止） 

（７）上  少雪のため中止 

４ 会報「にいがた学校スキー」の発行 

（１）第90号 担当：中・下越地区幹事 

  内容：平成30年度事業報告 

     令和元年度役員名簿・事業計画・会員名簿・会則 

（２）第91号 担当：上越地区幹事 

  内容：新潟県学校スキー指導者養成講習会・新潟県学校スキー研究協議会 

     の概要、新潟県学校スキー研究会 創設50周年記念事業のご案内 
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５ 指導者派遣・大会協力事業（社会貢献事業） 

（１）指導者派遣 

 ・各校スキー授業、スキー教室への指導者派遣 

（２）第69回全国高等学校スキー大会（インターハイ）への協力 

 ・アルペン競技、ジャンプ競技（赤倉観光リゾートスキー場） 

 ・クロスカントリー競技（赤倉観光リゾートクロスカントリーコース・池の平） 

 ・総勢23名（延べ59回）を派遣 

６ 新潟県学校スキー功労賞の授与、新潟県学校スキー指導者証・章の交付 

（１）学校スキー功労賞 

 前副会長 島田敏夫（第40号）  前副会長 戸田一弘（第41号） 

（２）指導者証・章 

 横山 正夫（第338号） 

７ 全県の役員会及び運営委員会 

（１）全県評議員・幹事合同会議 

①期日 令和元年７月12日（金） 

②会場 上越市「ホテルハイマート」 

③内容 ・平成30年度事業報告  一般会計等の決算・会計監査 

   ・令和元年度事業計画案  一般会計予算案審議 

   ・新潟県学校スキー功労賞の授与、指導者証・章の交付 

（２）令和元年度新潟県学校スキー指導者養成講習会・第49回新潟県学校スキー研究協議会 

   運営役員会（担当：会長、副会長、幹事長、副幹事長、上越地区役員） 

①期日 令和２年１月23日（木） 

②会場 国立妙高青少年自然の家 

③内容 令和元年度会務中間報告、研究協議会等の運営確認他 

８ 地区別の総会・役員会・幹事会の開催 

９ 顧問、正副会長、幹事長会 

（１）期日 令和２年３月８日（日） 

（２）会場 南魚沼市「中央楼」 

10 新潟県学校スキー研究会 創設50周年記念事業について 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、６月１日現在の状況（緊急事態宣言の発令）を受けて、

記念誌の発行と記念クリアファイルの作成、記念アウターウエアの作製（希望販売）のみを実施する

ことに変更した。（詳細は次頁に掲載） 

11 その他 

（１）学校スキーの推進と振興 

 ・当会の活動や実績を積極的にアピールする。（会報の発行、公式ＨＰ） 

 ・会員の所属意識の向上と会費の徴収 

（２）新規会員の入会 

 ・当会の魅力を伝え、活動意欲のある人材に積極的に声を掛けていく。 

 ・入会を希望する者は、入会申請書に必要事項を記入し、各地区副幹事長へ提出する。 
（３）指導者章 

 ・各種会議研修会には、指導者章を付けて出席を心掛ける。 

（４）ホームページ（右のＱＲコードからアクセス） 

 ・適時適切に情報公開していく。URL http://www17.plala.or.jp/skiken/ 

上 越 地 区  中 ・ 下 越 地 区  

〈総会〉  令和元年11月17日（日） 

   高陽荘（上越市） 

〈総会〉  令和元年11月17日（日） 

   金誠舘（南魚沼市） 

〈幹事会〉 第１回幹事会 

   ・令和元年６月７日（金） 

   ・高陽荘（上越市） 

〈役員会〉 上越地区役員会 

   ・令和元年６月20日（木） 

   ・高陽荘（上越市） 

〈幹事会〉 第１回幹事会 

   ・令和元年６月７日（金） 

   ・南魚沼市立六日町小学校 

   第２回幹事会 

   ・令和元年10月10日（木） 

   ・南魚沼市立六日町小学校 

〈評議員会〉 ・令和元年９月27日（金） 

   ・高陽荘（上越市） 

〈評議員会〉 ・令和元年８月29日（木） 

   ・TORAJIRO（南魚沼市） 
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令和２年度 会務・事業計画 

１ はじめに 

 新型コロナウイルス感染症は全世界に感染拡大し、７月19日現在、米ジョンズ・ホプキンス大学システ

ム科学工学センター（CSSE）の集計では、世界の累計感染者数は1,430万人を超え、死者は60万人を超えた

と発表している。同日、東京では188人、大阪では89人の新規感染者数を数え、国内の新規感染者数は511

人に上っている。 

 学校に目を向けると、「学校における新しい生活様式」を実践することで、少しずつではあるが、教育

活動の正常化に向かっている。しかし同時に国内では、緊急事態宣言の解除が行われ、都道府県を越えて

の移動が緩和された結果が、先に述べた感染者数の大幅な増加である。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のためには、「危険な状況を察知し、危険に近づかない」ことが求め

られる。今年度の新潟県学校スキー研究会は、「命を守る」を基本的な考え方とし、その上で、事業推進

が可能か否かを検討する。新型コロナウイルス感染拡大防止を最重要課題とし、「命を守る新潟県学校ス

キー研究会」として、今年度の活動を進めていく。 

２ 令和２年度新潟県学校スキー指導者養成講習会・第50回新潟県学校スキー研究協議会 

（１）期 日  令和３年１月22日（金） 

（２）テーマ  生涯にわたってスキーに親しむ資質や能力を育てるための学校スキー指導の在り方 

（３）主な内容 

  ①公開授業 ・舞子スノーリゾート 

    ・南魚沼市立石打小学校、高学年児童のポールを使ったアルペンスキー授業 

  ②研究協議会 ・参観レポート集約形式（現地または後日メール添付等） 

  ③実技講習 ・アルペンスキー：舞子スノーリゾート（クロスカントリースキーは実施しない。） 

（４）運営役員会 ・会合を中止し、書面による確認とする。 

３ 学校スキー指導者養成講習会・指導者証所有者研修会 

【上越地区】 

（１）第43回上越地区学校スキー指導者養成講習会・第28回上越地区指導者証所有者研修会 

 ～第５回スキーと雪に親しむ研修会～ 

（２）期 日  令和２年12月25日（金） ＊状況によっては、宿泊も検討 

（３）会 場  国立妙高青少年自然の家 

    ・CC（国立妙高青少年自然の家周辺） AL（赤倉観光リゾートスキー場） 

    ・スキーと雪遊び（国立妙高青少年自然の家周辺）  

（４）内 容  実技研修 

（５）責任者  会長 福保雄成 

（６）指導者  上越地区学校スキー研究会 研修・講習幹事他 

【中下越地区】 

（１）第45回学校スキー指導者養成講習会・第30回指導者証所有者研修会 

（２）期 日  令和２年12月27日（日） 

（３）会 場  CC（欠之上CC）か、AL（六日スノーリゾート）を選択して参加 

（４）内 容  実技研修  

（５）責任者  副会長 長尾昭浩 

（６）指導者  中・下越地区学校スキー研究会 研修・講習幹事他 

４ 地区別研修会 

（１）魚沼地区  期日：令和３年１月 

（２）南魚沼地区  期日：令和３年１月12日（火）、15日（金） 

（３）十日町地区  期日：令和３年１月６日（水） 

（４）小国地区  期日：令和３年１月 

（５）小千谷地区  期日：令和３年１月 

（６）上越地区４市 期日：令和３年１月16日（土） 

５ 会報「にいがた学校スキー」の発行 

（１）第92号 担当：上越地区幹事 

  内容：令和元年度事業報告 

     令和２年度役員名簿・事業計画・会則（会員名簿は別刷り） 

（２）第93号 担当：中・下越地区幹事 

  内容：新潟県学校スキー指導者養成講習会・新潟県学校スキー研究協議会 

     の概要、新潟県学校スキー研究会創設50周年記念事業の報告 
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６ 新潟県学校スキー功労賞の授与、新潟県学校スキー指導者証・章の交付 

（１）学校スキー功労賞 

  前 会 長 山之内方史（第42号） 

  前副会長 井口 和司（第43号）   前副会長 上村 淳（第44号） 

（２）指導者証・章 

  高野智世（第339号）   樋口智哉（第340号）   平賀貴文（第341号） 

（３）授与と交付について 

  上越地区と中下越地区で、それぞれ然るべき会議において授与、交付する。 

７ 全県の役員会及び運営役員会 

（１）全県評議員・幹事合同会議 

①書面審議で実施（新型コロナウイルス感染拡大防止の対応） 

②内容 ・令和元年度事業報告  一般会計等の決算・会計監査 

   ・新潟県学校スキー研究会 創設50周年記念事業の変更報告 

   ・令和２年度事業計画案  一般会計予算案審議 

   ・新潟県学校スキー功労賞の授与、指導者証・章の紹介 

（２）令和２年度新潟県学校スキー指導者養成講習会・第50回新潟県学校スキー研究協議会 

   運営役員会（担当：会長、副会長、幹事長、副幹事長、中・下越地区役員） 

①会合は実施せず、書面による確認（新型コロナウイルス感染拡大防止の対応） 

８ 地区別の総会・役員会・幹事会の開催 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年の会議と日程と内容を大幅に変更した。特に３月か

ら６月にかけては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、通常の会議は一切行うことができ

ず、電話やメールによる情報交換に留まっていた。今後の予定についても、予定した内容の会議が実

施できるか、先が見通せない状況である。 

９ 顧問、正副会長、幹事長会 

（１）期日 令和３年３月初旬 

（２）会場 上越地区 

10 指導者派遣・大会協力事業（社会貢献事業） 

（１）指導者派遣 

 ・各校スキー授業、スキー教室への指導者派遣 

（２）大会協力事業 

 ・依頼があれば、協力する。 

11 その他（新規の取組） 

（１）命を守る教育、かけがえのない命を守る新潟県学校スキー研究会 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、あらゆる手段を講じる。 

・終息は見通せない中、新しい生活様式を実践し、感染の未然防止に努める。 

・新しい研修とスキー指導の在り方を模索する。 

（２）学校スキーの推進と振興 

・当会の活動や実績を積極的にアピールする。（会報の発行、公式ＨＰ） 

・会員の所属意識の向上と会費の徴収、魅力ある事業の推進 

（３）メールアドレスの管理 

・個人のメールアドレスを一括管理し、各種情報提供の効率化を推進する。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止や働き方改革に資するため、今後も、ICTの効率的な活用方法

を模索していく。 

上 越 地 区  中 ・ 下 越 地 区  

〈総会〉  令和２年11月15日（日） 〈総会〉  令和２年11月14日（土） 

〈幹事会〉 主要役員打合会 

   ・令和２年５月26日（火） 

   ・上越市立三郷小学校 

〈役員会〉 上越地区役員会 

   ・令和２年８月下旬 

〈幹事会〉 第１回幹事会 

   ・令和２年８月29日（土） 

   ・ホテル坂戸城 

   第２回幹事会 

   ・令和２年11月14日（土） 

〈評議員会〉 ・令和２年９月24日（木） 

   ・高陽荘（上越市） 

〈評議員会〉 ・令和２年８月29日（土） 

   ・ホテル坂戸城 
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１ 顧 問 

 久保田 冲  石井 通麿  石倉 照男  矢崎 長雄  新保 暢一  堀口清一郎 

 関  潤治  町田 紀夫  竹田 一雄  笛木 健作  秦  周司  長崎 一男 

 奥野 正春  荒川 孝市  吉越  明  高澤 誠一  桑原  正  蟹澤 宏光 

 本田 俊夫  竹内 修一  金子 博信  上村  勝  上村  勤  丸山 治夫 

 島田 敏夫  戸田 一弘  山之内方史  井口 和司  上村  淳 

２ 正副会長 

 会 長 福保 雄成（妙 高：妙高小学校） 

 副会長 長尾 昭浩（長 岡：神田小学校） 星野 浩一（妙 高：国立妙高青少年自然の家） 

３ 会計監査 

 坂詰 浩一（妙 高：妙高中学校） 水口 正則（南魚沼：大崎小学校） 

４ 評議員 

【上越地区】 

 ・江口 克也（妙 高：斐太北小学校） ・加藤  晃（妙 高：新井中央小学校） 

 ・岡田 和則（妙 高：妙高高原北小学校） ・湯浅 昭司（妙 高：妙高高原南小学校） 

 ・村井 友明（妙 高：新井中学校） ・坂詰 浩一（妙 高：妙高中学校） 

 ・遠藤 和英（上 越：高志小学校） ・小島 隆宏（上 越：三郷小学校） 

 ・中島 秀晴（上 越：大町小学校） ・長谷川明寿（上 越：直江津小学校） 

 ・亀山  浩（上 越：春日新田小学校） ・百目鬼弘通（上 越：牧小学校） 

 ・饒村 泰世（上 越：中郷小学校） ・村治 隆夫（上 越：上越市教育委員会） 

 ・石田 浩久（上 越：上越教育事務所） ・小林 辰男（上 越：上越教育事務所） 

 ・藤本 高雄（上 越：上越教育事務所） ・廣井 弘敏（糸魚川：中能生小学校） 

 ・鈴木 修治（糸魚川：大野小学校） ・猪又 英一（糸魚川：田沢小学校） 

 ・秋山 伸宏（糸魚川：青海小学校） ・七澤 伸一（糸魚川：糸魚川中学校） 

 ・小野  聡（糸魚川：糸魚川市教育委員会） ・山賀 吉一（柏 崎：大洲小学校） 

【中・下越地区】 

 ・笛木  隆（南魚沼：六日町小学校） ・五十嵐哲也（南魚沼：塩沢小学校） 

 ・桑原 一之（長 岡：豊田小学校） ・川池 雅樹（小千谷：東小千谷小学校） 

 ・若月 典明（長 岡：表町小学校） ・西本 直史（長 岡：栖吉小学校） 

 ・今成  満（長 岡：桂小学校） ・水口 正則（南魚沼：大崎小学校） 

 ・関澤 明浩（長 岡：四郎丸小学校） ・小菅 哲志（南魚沼：塩沢小学校） 

 ・種岡 和也（長 岡：歴史博物館） ・水落 義彦（南魚沼：北辰小学校） 

 ・北村 敏春（新 潟：西内野小学校・再）  ※ 〈・再〉は、再任用を表す 

５ 幹 事 

 幹事長  ・高野 克彦（南魚沼：石打小学校） 

 副幹事長 ・二瓶 昭夫（上 越：黒田小学校） ・板垣 幸男（南魚沼：上関小学校） 
【上越地区】 
 庶務幹事 
 主任 中村  裕（上 越：中郷小学校） ・長谷川和彦（妙 高：妙高小学校） 
 会計幹事 
   ・松本 高志（妙 高：妙高小学校） 
 調査・研究 
 主任 竹内 政仁（上 越：大瀁小学校） ・室岡 洋司（上 越：牧小学校） 
   ・髙橋  哲（上 越：谷浜小学校） 
 研修・講習（アルペンスキー AL） 
 主任 金子謙太郎（妙 高：新井小学校） ・井田 聡志（妙 高：新井南小学校） 
   ・横田 信子（妙 高：新井北小学校） ・宮﨑 栄子（妙 高：妙高高原北小学校） 
   ・下鳥 弘行（上 越：雄志中学校） ・下澤 陽一（糸魚川：能登青少年交流の家） 
 研修・講習（クロスカントリースキー CC） 
 主任 小林 保浩（妙 高：妙高高原北小学校） ・杉田 和宏（妙 高：新井中央小学校） 
   ・大野 隆司（妙 高：妙高高原北小学校） ・東條 秀大（妙 高：妙高小学校） 
   ・宮口 正規（妙 高：妙高小学校） ・渡辺 耕大（上 越：国府小学校） 
   ・長澤 虎幸（上 越：浦川原小学校） ・小林 健太（上 越：柿崎小学校） 
 研修・講習（雪遊び） 

 主任 外立  努（柏 崎：高柳小学校） 

令和２年度 新潟県学校スキー研究会役員名簿 
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 会 報 

 主任 日木 芳道（上 越：戸野目小学校） ・竹内 智光（上 越：稲田小学校） 

   ・宮腰 和彦（上 越：東本町小学校） 

【中・下越地区】 

 庶務幹事 

 ・荒井 一人（南魚沼：六日町小学校） ・田端 智絵（魚 沼：堀之内小学校） 

 ・常山 昭男（南魚沼：北辰小学校） ・大重 涼平（津 南：津南小学校） 

 ・大塚 貴央（魚 沼：堀之内小学校） 

 会計幹事 

 主任 関   泰（南魚沼：中之島小学校） ・鈴木 貴道（長 岡：川口小学校） 

   ・小宮山文子（南 魚：六日町小学校） 

 調査・研究 

 主任 長谷川成生（魚 沼：広神西小学校） ・小野塚眞郎（小千谷：東小千谷小学校） 

   ・金子 和宏（新 潟： ） ・小島  誠（魚 沼：堀之内小学校） 

   ・近藤 博道（小千谷：小千谷小学校） 

 研修・講習（アルペンスキー AL） 

 主任 石塚 有希（十日町：十日町小学校） ・高野 浩志（南魚沼：上関小学校） 

   ・田邊 輝明（長 岡：中越教育事務所） ・石井 達也（十日町：松之山小学校） 

   ・佐野  完（小千谷：東小千谷小学校） ・斎藤 達也（南魚沼：大崎小学校） 

   ・高野 智世（弥 彦：弥彦小学校） 

 研修・講習（クロスカントリースキー CC） 

 主任 竹田  明（十日町：吉田小学校） ・松本 茂行（小千谷：南小学校） 

   ・高野 真也（長 岡：表町小学校） ・山本未知雄（長 岡：県立近代美術館） 

   ・中川 玄祐（十日町：松之山小学校） ・櫻井 有希（南魚沼：浦佐小学校） 

   ・瀧澤可奈子（柏 崎：枇杷島小学校） ・宮園 健吾（十日町：貝野小学校） 

   ・平賀 貴文（魚 沼：広神東小学校） 

 会 報 

 主任 池田 由美（十日町：十日町小学校） ・滝沢めぐみ（十日町：十日町小学校） 

   ・桑原 利恵（十日町：西小学校） ・江村 泰子（津 南：津南小学校） 

   ・若山 浩子（十日町：吉田小学校） 

６ 地区責任者 

〈妙高１（旧新井市）〉 ・井田 聡志（妙 高： ） ・横田 信子（妙 高：新井北小学校） 

〈妙高２ 〉 ・宮﨑 栄子（妙 高： ） ・小林 大将（妙 高： ）

〈上越１・２ブロック〉 ・丸田 敬根（上 越： ） 

〈上越３・４ブロック〉 ・松岡 貴徳（上 越：大手町小学校） ・小林 辰男（上 越：上越教育事務所） 

〈上越５ブロック〉 ・中村  修（上 越：三郷小学校） 

〈上越６ブロック〉 ・小林 健太（上 越：柿崎小学校） 

〈上越７ブロック〉 ・滝沢真紀子（上 越：安塚小学校） ・山﨑 勝美（上 越：上杉小学校） 

〈上越８ブロック〉 ・五十嵐健太（上 越：豊原小学校） 

〈糸魚川〉 ・有坂 英子（糸魚川：糸魚川小学校） 

〈柏崎刈羽〉 ・外立  努（柏 崎：高柳小学校) 

〈南魚沼〉 ・関   泰（南魚沼：中之島小学校） 

〈魚沼〉 ・田端 智絵（魚 沼：堀之内小学校） 

〈十日町・津南〉 ・竹田  明（十日町：吉田小学校） ・滝沢めぐみ（十日町：十日町小学校） 

〈小千谷〉 ・松本 茂行（小千谷：南小学校） 

〈長岡〉 ・高野 真也（長 岡：表町小学校） ・田邊 輝明（長 岡：中越教育事務所） 

〈 〉 ・中村 秀治（三 条：旭小学校） 

〈新潟〉 ・廣川 純平（新 潟：桜が丘小学校） ・堀川 善行（新 潟：山の下小学校） 

  ・松田 康伸（新 潟：根岸小学校） 

〈 〉 ・邊見孝太郎（新発田：東豊小学校） ・大関  聡（阿賀野：分田小学校） 

〈佐渡〉 ・安藤  剛（佐 渡：羽茂小学校） 

 

＊ FIS、SAJにおけるスキー競技の略称（表記）は、ジャンプ(JP)、コンバインド(NC)、クロスカント

リー(CC)、アルペン(AL)、フリースタイル(FS)、スノーボード(SB)となっていることから、当会で

もそれらの略称を使用します。 



－ １０ － 

 高野 智世（弥彦村立弥彦小学校）    第339号 
 

 この度は、指導者証をいただき、ありがとうございます。微力ではあり

ますが、指導者として貢献できるように、自分自身の技能向上や研修に励

み、先輩方のように研究に取り組み、指導法等を発信できるように尽力し

ていきます。 

 私は、南魚沼市出身で、小さい頃から雪に親しんできました。雪遊びを

したり、家族と休みの日にアルペンスキーやクロスカントリースキーで遊

んだりしました。遊びだけでなく、小学生の時にはスキーの課外活動に参

加し、大学生の時には、基礎スキー部に所属し、スキー競技にも取り組み

ました。スキーを通して「楽しさ」「苦しさ」「達成感」「恐さ」「人と

のつながり」などたくさんのことを学び、経験してきました。子どもたちのよりよい成長につな

がるように、そして、スキーのおもしろさを伝えられるように、今までの経験を生かして、ス

キー指導に取り組んでいきます。よろしくお願い致します。 

指導者証・章の交付 

 樋口 智哉（魚沼市立堀之内小学校）   第340号 
 

 この度、指導者証をいただくことになりました、樋口智哉と申します。

堀之内小学校勤務３年目になりました。任せていただけることも少しずつ

増え、充実した毎日を過ごしています。 

 また、私事ですが、８月１５日に長男が誕生しました。今年は新型コロ

ナウイルス感染症拡大により、マスクの着用や外出の自粛など、心苦しい

生活が続いています。国内だけでなく世界中が大変な状況の中だからこ

そ、終戦の日に生まれた我が子には、明るく平和で、穏やかな将来を送っ

て欲しいと願いを込めて名前を付けました。 

 父として、仕事に子育てに、より一層励んでいきたいと思います。そして、新潟県学校スキー

研究会の一員として、頂いた指導者証に恥じぬよう、指導力向上に努めてまいります。 

多くの人に支えられていることに感謝の気持ちをもち、多くの人を支えられるような人間になれ

るよう、日々邁進してまいります。今後もご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。 

 平賀 貴文（魚沼市立広神東小学校）   第341号 
 

 この度、新潟県学校スキー指導者証・章をいただき、ありがとうござい

ました。地元南魚沼六日町で育った私は、子どもの頃からアルペン、クロ

カンと雪に親しむことができ、幼い頃からその魅力に触れることができて

いました。その経験がいまにつながっているのだなとつくづく感じていま

す。 

 小・中・高の授業やプライベートでしか関わってこなかったスキーです

が、教職に就き子どもたちと向かい合う中で、自分の力をさらに子どもた

ちに還元していきたいと考え、学校スキー研究会で研修を積ませていただ

きました。 

 実習形式の研修は自分の力を高めるのに最適な研修でした。新潟県学校スキー指導者証・章を

いただけたことをゴールとせず、これをスタートとして、さらに自己研鑽を積んで、子どもたち

にスキーの魅力を伝えていきたいと考えています。 

 今後ともご指導よろしくお願いします。 



－ １１ － 

   【中下越地区だより】 

 中下越地区評議員会を、８月29日（土）旬彩の庄 

坂戸城において開催しました。今回は、延期されて

いた第１回幹事会と、長年にわたりお世話になった

横山館様への感謝の会を同日の開催としました。 

 中下越地区評議員会兼第１回幹事会では、令和元

年度の報告や令和２年度の計画等を協議・確認しま

した。また、学校スキー功労賞と新潟県学校スキー

指導者証・章の伝達を行いました。 

 引き続き開催された、横山館様への感謝の会は、

横山館のご主人様と奥様のご臨席をいただき、感謝

の気持ちの一端をお伝えできたと感じております。

当初予定していた懇親の会は、

感染拡大防止に鑑みて見送るこ

ととなりましたが、顧問様８名

をはじめとして、34名の参加者

を得て盛大に開催できました。 

   【上越地区だより】 

 上越地区評議員会と役員会を、９月24日（木）高陽荘で開

催しました。これまでご尽力いただいた前副会長 上村 淳

様へ「学校スキー功労賞」の授与が行われました。評議員

会、役員会には、顧問様６名をはじめとして23名の参加者を

得て、コロナ禍における当研究会の活動の在り方についてフ

リートークで意見交換を行いました。 

 社会貢献事業として平成20年度から実施している「指導者

バンク」指導者派遣事業についても、コロナ禍の中において

実施が可能なのか、どのような対策を実施するのかなど、議

論が交わされました。顧問の皆様から

は、学校が実施するスキー教室の指導者

の依頼が多いので、更に検討してほしい

とのご指導をいただきました。社会貢献

とコロナ禍への対応を両立させる難しさ

を感じました。 

 上越地区では、スキー教室を実施する

学校は多いのですが、体育の授業で

スキーを実施する学校は、限られて

います。地域で活動する育成会や保

護者の思いを受け止め、地域と一体

となった指導体制の在り方について

も意見が交わされました。 

長尾副会長の挨拶 

受賞 井口顧問 ご挨拶 笛木顧問 横山館のご夫妻を囲んでの集合写真 

学校スキー功労賞を受賞 上村顧問 

５名の顧問をお迎えしました。 

顧問の皆様のご健勝を祈念しております。 



－ １２ － 

創設50周年記念事業を縮小して実施します。 

実行委員長 湯浅 昭司 

 新潟県学校スキー研究会創設50周年記念事業実行委員会は、令和元年度に山之

内前会長の下、２回の実行委員会を開催し、実行委員会の組織づくり及び各部の

計画立案に当たってきました。そして、記念事業の概要や実行委員会組織につい

て、会報第91号（令和２年３月発行）で会員の皆様にご案内いたしました。 

 しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大やそれに伴う社会情勢、県内の

教育関係団体の動向等を鑑み、当初計画していた記念事業を縮小して実施するこ

とにいたしました。かけがえのない命を守る観点からの苦渋の決断であることを

ご理解ください。 

 記念事業（講演会、式典、祝賀会）を予定していた令和２年11月14日に、新潟県学校スキー研究会に関

わる皆様が一堂に会して、創設50周年を喜び合うことはできませんが、引き続きコロナ禍の中でできる事

業に全力で取り組んで参ります。今一度会員の皆様の力強いご協力をよろしくお願いいたします。 

【新潟県学校スキー研究会 創設50周年記念事業 修正案】 

（１）テーマ  これからの半世紀に向けて描き続けるシュプール 

（２）事業内容 ①記念誌の発行（令和３年３月に発行予定 

       ※ 10月上旬に原稿依頼文書を配付） 

    ②クリアファイルの作製 

     （令和３年３月に記念誌と一緒に配付予定） 

    ③創設50周年を記念したアウターウエアの作製 

     （希望者に販売） 

    ＊予定していた記念講演会・式典・祝賀会の開催は中止とします。 

（３）事業費  現職会員は、2,000円を会費と一緒に納入していただきます。 

    顧問並びに指導者証を有する退職者（記念誌執筆者）は、2,000円を納入していただき

    ます。 

（４）実行委員（再編成） 

役職・部会 氏名 所属 主な業務と担当 

会 長 福保 雄成 妙高・妙高小 全体統括、顧問との連絡調整 

副会長 長尾 昭浩 長岡・神田小 会長補佐、中下越地区統括・連絡調整 

副会長 星野 浩一 会長補佐、上越地区統括・連絡調整 

実行委員長 湯浅 昭司 妙高・妙高高原南小 実行委員会統括、正副会長との連絡調整 

副実行委員長 川池 雅樹 小千谷・東小千谷小 実行委員長補佐、中下越副会長との連絡調整 

幹事長 高野 克彦 南魚沼・石打小 正副会長補佐、記念品（ウエア）発注、配付、集金等 

副幹事長 板垣 幸男 南魚沼・上関小 幹事長補佐、総務部サポート 

副幹事長 二瓶 昭夫 上越・黒田小 総務部サポート、記念品（クリアファイル） 

総 

務 

部 

部 長 湯浅 昭司 妙高・妙高高原南小 記念事業の統括、記念誌部サポート（上越地区） 

副部長 川池 雅樹 小千谷・東小千谷小 総務部関係の統括、記念誌部サポート（中下越地区） 

会 計 関   泰 南魚沼・中之島小 
会費・負担金徴収、各種支払、会計報告 

会 計 松本 高志 妙高・妙高小 

記 

念 

誌 

部 

部 長 石田 浩久 上越教育事務所 
・記念誌作成計画策定と予算確認 

・印刷会社への見積り依頼（２社）、業者選定 

・冊子部数算出 

  （会員、顧問、来賓、関係機関、予備） 

・ページ構成、各ページの体裁の決定 

・写真等の資料収集 

・原稿の依頼と集約、督促、編集 

・記念誌発送作業 

副部長 高橋  哲 上越・谷浜小 

江口 克也 妙高・斐太北小 

部 員 

小島 隆宏 上越・三郷小 

小菅 哲志 南魚沼・塩沢小 

田邊 輝明 中越教育事務所 

山本未知雄 県立近代美術館 

金子謙太郎 妙高・新井小 

横田 信子 妙高・新井北小 

渡辺 修司 南魚沼・中之島小 

新潟県学校スキー研究会 

50th Anniversary 

アウターウエアに取り付ける 
ロゴのデザイン 


