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 生涯スポーツとしてのスキーを楽しもう 

会長 福 保 雄 成 
 

 昨年度、創設50年の節目を迎え、令和３年度、次の半世紀に向かっての一

歩を踏み出しました。しかしながら、新型コロナウイルス感染終息の目途が

立たず、「Withコロナ」を見据えた対策が必要です。このような不確実な世

の中において、生きる力、生き抜く力を子どもたちにどのように身に付けさ

せることができるのでしょうか。「これからの半世紀に向けて描き続ける

シュプール」をテーマとした「新潟県学校スキー研究会創設50周年記念事

業」は、大幅に内容を削減せざるを得ませんでした。しかしながら、各地

区、そして各学校では、「子どもの命を守る覚悟」の下、多くの制限がある

中でしたがスキー指導を着実に行うことができました。それぞれ、「正しい情報を得て、正しく判断

し、正しく行動する」という教育活動の結果であると推察いたします。正にこの「正しい情報を得

て、正しく判断し、正しく行動する」ことこそが、子どもたちの生きる力、生き抜く力を育てる根本

ではないかと思うのです。 

 学校教育は、数多くの「○○教育」の推進を求められています。それぞれ大切な内容ですが、授業

時数には限りがあります。授業者（指導者）が、教材研究をしっかりと行う中で、１つの教育活動に

複数の教育的価値を埋め込むことが大切です。私の学校では、「１粒で２度おいしいアーモンドグリ

コのような授業」を目指そうと伝えています。アーモンドグリコそのものを知らない若い教職員に

は、苦笑されてしまいます。生活科や総合的な学習の時間の教育活動と各教科の連携を図ることで、

ほんもの体験を重視した骨太の教育活動ができます。時数が不足するからと、安易にほんもの体験を

削減することは、「今、ここでしか学べないもの」を切り捨ててしまうような気がしてなりません。

教職員の多忙化解消も含め、今後も考えていかなければならない問題の一つです。 

 当校の３年生以上の子どもたちは、冬期間の体育として次の３つから選択します。①スキー場でア

ルペンスキーの学習に引き続き課外体育（AL）、②クロスカントリーコースでクロスカントリース

キーの学習に引き続き課外体育（CC）、③グラウンドでクロスカントリースキーの学習（課外体育に

参加しない）、というものです。毎週火曜日と木曜日の午後に実施しています。これを実現するため

には、保護者の理解とスキー場の協力、そして何よりも保護者会とジュニアスキー育成会の指導者の

支援が欠かせません。子どもたちは、練習して向上する喜びや大会で競い合う楽しさを感じていま

す。また、感謝の心や礼儀を学んでいます。このように当校の３学期は、「火曜木曜スキーの日」と

なります。子どもたちのためにという想いを胸に、私も朝からスノーモービルを走らせます。 

 私は、大学で行われる社会教育主事講習で社会教育や生涯学習について学ぶ機会を得て、社会教育

施設や教育事務所の社会教育課にも勤務しました。県が推進する「いきいき県民カレッジ」は、生涯

に渡って学びを楽しみ、社会に生かすことで地域社会を明るく元気にすることを目的としています。

新潟県学校スキー研究会が行う社会貢献事業「スキー授業・教室への指導者派遣」は、正にその目的

に合致した活動であると考えています。また、生涯スポーツとしての視点でゲレンデやクロスカント

リーコースを見ると、私よりも年齢を重ねた方が素晴らしい滑りをしている姿に刺激を受け、私もか

くありたいと思うばかりです。年齢を重ねても生涯スポーツとしてスキーを楽しみ、自分の技術を社

会のために生かしていけるよう新しい技術も学び続けたいと考えています。 

 指導者証・章は、研修を通して指導者としての力量を有する会員、今後も活躍を期待する会員に授

与されます。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。 
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人間万事塞翁が馬 

副会長 高野 克彦  
 
 このたび、副会長を拝命しました。福保会長、星野副会長と共に、会の振
興発展に向けて努力してまいります。スキー研は創設から半世紀を過ぎまし
た。その間、実績を積み上げ、伝統を築いてまいりましたが、その在り方を
振り返り改善を加えていくことは、どんな組織にも共通する課題です。一
方、時流に流されることなく大切にしていかなければならないことも厳然と
あるわけです。会員すべてがこれらを見定め、確かな方向性を見据えていき
ましょう。 
 さて、アルペンスキーの現状を見る時、スキー場に出かけて活動する時間
だけに特化して考えると、関東圏などの中学生や高校生は、２泊３日で「半

日×４コマ」くらい活動します。これは、もしかしたら新潟県の児童生徒よりも活動時間としては多
いかもしれません。一方、新潟県においても、無制限にスキー活動の時数を増やすわけにはいきませ
ん。では、雪国新潟における「地域の特性を生かすスキー活動」とはいかにあるべきか。こんなとこ
ろに改善のヒントを求めて、先ごろ授業が公開されました。 
 令和２年度 新潟県学校スキー指導者講習会 兼 第50回新潟県学校スキー研究協議会で公開され
た、石打小学校高学年児童のアルペンスキー授業がそれです。上越線沿線のスキーのメッカたる石打
地区において、スキー活動の質をどこまで上げることができるかをテーマとした一提案でした。学習
指導要領や体育科におけるスキー活動の位置付け、社会情勢の変化、学校現場の状況、地域からの期
待など、多くの要素を考慮しながら、あるべき姿の一つとして現状が公開されていました。各校にお
けるスキー活動改善のための参考になれば幸いです。 
 ＣＯＶＩＤ-19の感染拡大にはまだ終息が見えてきません。変異株、ワクチン接種、治療薬開発な
ど、課題は多いですが、近く光明が見えてくることを期待しています。そのような中におきまして
も、スキー研の会員諸氏は、「スキーをする人」「スキーに思いを馳せる人」であってほしいと願っ
ています。今年度もよろしくお願いします。 

『できない（こと）』を楽しむ 

副会長 星野 浩一 
 

「失敗」もポジティブにとらえる！ 

 夏季オリンピックの新種目スケートボード。難しいトリックに挑戦し失敗

した日本人選手が他国の選手たちに肩車され、果敢な挑戦を称えられている

姿を見た方も多いと思います。「国を背負ってメダルを取りに行く」のとは

違う、スケートボードの文化を感じました。「スケートボードはトリックを

決めるよりも失敗していることの方が多い。トリックを学んでいるんじゃな

くて転び方を学んでいるんだ。転び方が上手いスケーターはけがが少ないか

らたくさんの大きなトリックを決めることができる」とは、外国のとあるプ

ロスケーターの言葉です。「失敗」もポジティブに捉え、次に生かそうとするところ、それをみんな

で支え応援する姿は、学校文化にも取り入れたいなと強く思いました。 

「チャレンジ」し続けよう！ 

 スキー研会員の皆さんは「来シーズンこそこんな滑りをしたい」という目標をもち、夏も勉強やト

レーニングをしている方もいるでしょう。スキーに限らず、趣味や仕事の中にも課題を見つけ、その

解決に挑戦している方も多いと思います。かつて院生時代、運動学の教授に「体育の先生（学生）こ

そ、新たな（運動）課題に挑戦し続けてほしい。できなくて困っている子供の気持ちに寄り添うこと

が何より大切」と言われたことは今でも忘れられません。 

 「できない自分」を自覚し「なりたい自分」に向けて、失敗を楽しみながら試行錯誤を繰り返す、

支え合える仲間がいる、そんな生き方をしていきたいと思っています。 

「ウイルス禍の2022シーズン」に向けて 

 来るシーズンも感染症対策は必須です。スキー学習（教室）、課外活動や大会の実施に向けて課題

も出てくるはずです。みんなで知恵を出し合って乗り越えていきましょう。 
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  第１章  総  則 

第１条 本会は、新潟県学校スキー研究会という。 

第２条 本会は、学校スキーを推進し、その振興を

図る。 

第３条 本会は、会の目的・事業に賛同するものを

もって組織する。 

第４条 本会の事務局は、会長指定のところにお

く。 

第５条 本会の事業は、毎年４月に始まり、翌年３

月に終わる。 

 

  第２章  事  業 

第６条 本会は、会の目的を達成するために次の事

業を行う。 

 （１） 研究会、研修会、講習会等の開催 

 （２） 学校スキーについての研究調査 

 （３） 会員の研究物等の交換 

 （４） その他本会の目的達成に必要な事項 

 

  第３章  決議機関 

第７条 本会は、毎年１回評議員会を開き、次のこ

とを行う。 

 （１） 活動の基本方針を立て、事業計画を決定

する。 

 （２） 役員を選出する。 

 （３） 予算を審議し、決算を承認する。 

 （４） 会則を改正する。 

 （５） その他の重要事項を決定する。 

 

  第４章  役  員 

第８条 本会には次の役員をおき、任期は１か年と

する。ただし、重任は妨げない。 

 （１） 顧問  若干名 

   必要に応じて評議員会にはかって顧 

  問をおくことができる。 

 （２） 会長   １名 

   評議員会において選出する。 

 （３） 副会長   ２名 

   評議員会において選出する。 

 （４） 監査員   ２名 

   評議員会において選出する。 

 （５） 評議員  若干名 

   上越・中越・下越地区より選出する。 

 （６） 幹事  若干名 

   会長が会員中より委嘱する。 

第９条 役員の任務は次の通りとする。 

 （１） 顧問は、会長の相談に応じる。 

 （２） 会長は、本会を代表し、会務を総括し運

営にあたる。 

 （３） 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある

ときはその職務を代理する。 

 （４） 監査員は、本会の会計を監査する。 

 （５） 評議員は、本会の重要事項を決議する。 

 （６） 幹事は、会の事務処理にあたる。 

 

  第５章  経費並びに会費 

第10条 本会の経費は、会員の会費とその他の収入

による。 

第11条 本会の会費は、年額3,000円とし、納入につ

いては別に定める。 

第12条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始ま

り、翌年３月31日に終わる。 

 

  第６章  補  則 

第13条 本会に入会を希望する者は、次の事項を

記入し、会費を添えて申込書を事務局に

提出する。「氏名・現住所・勤務先」 

退職後も本会に関わりを希望する者は、

学校スキー研究会会友届を事務局に提出

する。 

第14条 その他必要な事項は別途定めるものとす

る。 

第15条 この会則は、昭和47年12月１日より実施

する。 

 

 

 

 ※昭和57年 ４月 １日 一部改正 

 ※昭和62年 ６月24日 一部改正 

 ※平成 ３年 ６月27日 一部改正 

 ※平成 ６年 ６月29日 一部改正 

新潟県学校スキー研究会 会則  
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令和２年度 会務・事業報告 

１ 令和２年度新潟県学校スキー指導者講習会・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）会 場 舞子スノーリゾート 

（４）主な内容 

 ①公開授業   石打小学校 高学年児童のアルペンスキー学習 

 ②ポール体験滑走  公開授業で使用したポールセットの体験滑走 

 ③研究協議会   レポート集約形式 

 ④実技講習   アルペンスキー  受講申込：16名 

 ⑤指導者    高野 浩志（上関小）  石塚 有希（十日町小）  齋藤 達也（大崎小） 

      高野 智世（弥彦小） 

２ 会報「にいがた学校スキー」の発行    （PDF形式版下支給により経費を抑えて、カラー印刷とした。） 

（１）第92号 担当：上越地区担当  令和２年１０月発行 

（２）第93号 担当：中･下越地区担当 令和３年 ３月発行 

３ 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 山之内方史（第42号）  井口 和司（第43号）  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） 

４ 役員会及び運営委員会 

（１）全県評議員・幹事合同会議   ＊書面審議 

 ①期 日  令和2年7月27日から 8月3日 

 ②内 容  ・令和元年度事業報告、一般会計等の決算・会計監査 

    ・令和２年度事業計画案、一般会計予算案審議 

（２）運営役員会（令和２年度新潟県学校スキー指導者講習会・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21日（木） 

 ②会 場  舞子高原ホテル 

 ③内 容  ・令和２年度会務中間報告、研究協議会等の運営確認他 ＊正副会長と幹事長による書面確認 

５ 顧問、正副会長、幹事長会 

（１）期 日  令和３年３月６日（日） 

（２）会 場  上越市 割烹「卯月」 

６ 県学校スキー研究会創設50周年記念事業の取組 

（１）記念誌・クリアファイル  （発行・発送） 令和３年 ３月 

（２）アウターシェル    （作成・配付） 令和２年 11月 

  ＊ 予定していた記念講演会・式典・祝賀会については、令和２年度中の開催を断念した。 

７ その他 

 ・リフトの乗り方講習会（北陸信越山岳観光索道協会 新潟地区部会 主催） 

  ①令和２年11月30日 南魚沼市立石打小  ②12月１日 長岡市立栖吉小／長岡市立神田小 

  ③    12月３日 新発田市立荒橋小  ④12月８日 妙高市立妙高小 

 ・インターネットを活用した情報提供の推進（公式ホームページのQRコード →） 

 ・NewsLetterの発行（不定期） 

 

   【上越地区】 
１ 会務  上越地区幹事会 ※縮小 4名   ５月26日（火）9:30三郷小 

      上越地区役員会  ※中止 

      上越地区評議員・幹事合同会議 22名  ９月24日（木）16:00高陽荘 

      上越地区総会 34名     11月15日（日）13:30高陽荘 

２ 事業 

（１）第27回指導者証所有者研修会・第42回学校スキー指導者養成講習会～第４回スキーと雪に親しむ研修会～ 

 ・期 日  令和２年12月25日（金） 

 ・会 場  国立妙高青少年自然の家 

 ・内 容  実技研修 講演・講義 

 ・役 員  責任者：会長 福保 雄成  担当者：研修・講習幹事 

 ・参加者  顧問３名 指導者 19名 アルペン受講 14名 クロカン受講 ９名 雪遊び受講 ４名 

クリアファイルのデザイン 
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（２）地区別研修会 

 ・期 日  令和３年１月16日（土） 

 ・会 場  赤倉観光リゾートスキー場・国立妙高青少年自然の家 

 ・内 容  実技研修 講演・講義 

 ・役 員  責任者：会長 福保 雄成  担当者：研修・講習幹事 

 ・参加者  顧問３名  指導者４名（他にスキー学校指導員） 

    アルペン受講 42名（※北陸信越山岳観光索道協会と共催） クロカン受講 ２名 

（３）指導者派遣（社会貢献事業） スキー授業を実施する学校に対し指導者を派遣 12名 
 
   【中下越地区】 
１ 会務 

（１）第１回主要役員会 

 ①期 日  令和２年５月16日（土）14:00～ 石打小学校  ②出席者  ９名 

 ③内 容  ・令和２年度役員組織・事業計画について 

（２）第２回主要役員会 

 ①期 日  令和２年７月18日（土）10:00～ 石打小学校  ②出席者  13名 

 ③内 容  令和２年度役員組織・事業計画について 細案審議 

（３）中下越地区評議員会 兼 第１回幹事会 

 ①期 日  令和２年８月29日（土）14:30～ 旬彩の庄 坂戸城  ②出席者  32名 

 ③内 容  令和２年度 中・下越地区総会について 

  ・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について 

  ・令和２年度 新潟県学校スキー指導者講習会・第50回新潟県学校スキー研究協議会について 

  ・令和２年度事業について 

  ・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 

（４）横山館様への感謝の会 

 ①期 日  令和２年８月29日（土）15:50～ 旬彩の庄 坂戸城   ②出席者  35名 

 ③内 容  ・記念撮影 ・感謝状、御礼、花束贈呈 等 ・感謝の言葉、スピーチ 等 

    ＊料理は個別持帰り 

（５）第２回幹事会／中下越地区総会 

 ①期 日  令和２年11月14日（土）13:00～ 幹事会 15:00～ 総会 大和公民館 

 ②出席者  38名 

 ③内 容  ・令和２年度新潟県学校スキー指導者講習会・第50回新潟県学校スキー研究協議会について 

    ・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について 

    ・地区別講習会について 

    ・横山館様に感謝する会（報告） 

    ・新入会員確認 他 

      （新潟県学校スキー研究会創設50周年記念アウターウェア 引き渡し） 

２ 事業 

（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 

 ①期 日  令和２年12月27日（日） 

 ②準備会  期日  12月19日（土）10:00～ 

    会場  石打小学校 

    内容  ・日程詳細の検討、実技班編成、物品準備 他 

 ③会 場  アルペン（ムイカスノーリゾート）  クロカン（欠之上クロカンコース） 

     ＊16:00 アルペン・クロカン 合同反省会（欠之上クロカンハウス） 

 ④役 員  ・責任者：副会長 長尾 昭浩  ・担当者：研修・講習幹事 

 ⑤参加者  ・アルペン45名 ・クロカン30名  総数75名 

（２）地区別クロスカントリースキー実技講習会 

 ①魚沼地区  期日：令和３年１月７日（木）湯之谷小学校  29名参加 

 ②南魚沼地区  期日：令和３年１月12日（火）欠之上CCコース 16名参加 

                    15日（金）欠之上CCコース 21名参加 

 ③中魚十日町地区 期日：令和３年１月６日（水）吉田CCコース  35名参加 

 ④小千谷地区  期日：令和３年１月13日（水）白山運動公園  21名参加 

（３）その他 

 ①南魚沼市学習指導センター講座（令和３年１月12日、１月15日）への指導者派遣 

 ②ＯＢ会を中心としたアルペンスキー活動への指導者派遣 
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令和３年度 会務・事業計画 

１ 新潟県学校スキー研究会 創設50周年記念事業 

  ＊ 前年度に開催できなかった記念講演会・式典・祝賀会については、ＣＯＶＩＤ-19の感染状況 等に 

   より、今後検討する。 

２ 令和３年度新潟県学校スキー指導者講習会・第51回新潟県学校スキー研究協議会 

（１）期 日  令和４年１月21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 ・妙高市立妙高高原北小学校 グラウンド ・雪遊び授業 

    ②研究協議会 ・妙高市立妙高高原北小学校 会場 

    ③実技講習 ・アルペンスキー：会場未定 ・クロスカントリースキー：会場未定 

（４）運営役員会 令和４年1月20日（木）国立妙高青少年自然の家 

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３年12月25日（土）～26（日） 

（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） 

          ・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 

（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46回学校スキー指導者養成講習会・第31回指導者証所有者研修会 

（２）期 日  令和３年12月25日（土）～26（日） 

（３）会 場  １日目：ＣＣ（欠之上）２日目：ＡＬ（ムイカスノーリゾート） 

    宿泊：上の原地区 ロッジ 

（４）内 容  実技研修 

（５）責任者  副会長 高野 克彦 

（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４年１月 

（２）南魚沼地区  期日：令和４年１月18日（火）、25日（火） 

（３）十日町地区  期日：令和４年１月 

（４）小国地区  期日：令和４年１月 

（５）小千谷地区  期日：令和４年１月 

（６）上越地区４市 期日：令和４年１月21日（金） 

５ 会報「にいがた学校スキー」の発行 

（１）第94号  担当：中下越地区幹事 

（２）第95号  担当：上越地区幹事 

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 長尾 昭浩（第45号） 

（２）新潟県学校スキー指導者証・章の交付について 

      小林 大将（第342号） 髙橋 圭祐（第343号）   

      遠山俊一郎（第344号）  本田 義徳（第345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（COVID-19感染拡大防止の対応） 

 ②内容 ・令和２年度事業報告  （一般会計等の決算・会計監査） 

   ・令和３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 

地区別研修会（中越地区） 
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（２）令和３年度新潟県学校スキー指導者講習会・第51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） 

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４年３月初旬 

（２）会 場  南魚沼市 

10 指導者派遣（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 

11 その他 

（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。 

（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）入会について 

 ・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。 

 ・各地区副幹事長は、会長（副会長）の承認を得て、入会申請書を幹事長へ届ける。 

 ・各地区副幹事長は、会計幹事と地区責任者に報告する。 

 ・幹事長は、入会申請書を集約し、管理する。 

（４）退会について 

 ・退会届（支払うべき会費を添えて）を各地区副幹事長に提出する。 

 ・各地区副幹事長は、会長（副会長）の承認を得て、会計幹事と地区責任者に報告する。 

 ・幹事長は、退会届を集約し、管理する。 

（５）指導者章を胸に会議に臨む 

 ・各種会議研修会には、指導者章を付けて出席する。 

（６）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/ 

（７）メールアドレスの管理 

 ・当会では、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図っている。 

 ・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。 

 ・不定期発行であるが、NewsLetterを発行していく。 

（８）会友について 

 本会の会則 第13条には、「退職後も本会に関わりを希望する者は、学校スキー研究会会友届を事務局に

提出する。」とある。これまでのところ、会友届については、明確にしてこなかった。しかし、社会貢献活

動として実施している「スキー授業・教室等への指導者派遣」は、指導者証・章を有するOBに声を掛けて協

力していただいている。各地区で独自の取組としているが、今後、「会友」を明確にして運用することで、

社会貢献活動として実施している「スキー授業・教室等への指導者派遣」を組織的に実施できるのではない

かと考えている。今後、社会貢献活動に協力していただける会員を増やす取組として検討していく。 

上 越 地 区  中 ・ 下 越 地 区  

〈総会〉 令和３年11月20日（土） 〈総会〉  令和３年11月27日（土） 

〈幹事会〉 上越地区幹事会 

 ・令和３年６月10日（木） 

 ・高陽荘 

〈役員会〉 上越地区役員会 

 ・令和３年６月18日（金） 

        ・高陽荘 

〈幹事会〉 第１回幹事会 

   ・令和３年６月13日（日） 

   ・石打小学校 

   第２回幹事会 

   ・令和３年11月27日（土） 

   ・会場未定 

〈評議員会〉 ・令和３年９月21日（火） 

 ・高陽荘（上越市） 

〈評議員会〉 ・令和３年９月25日（土） 

   ・会場未定 

新潟県学校スキー研究会のホームページ 

動画サイトに掲載中のスキー指導方法 

ホームページに 

リンクがあります。

活用してください。 


