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電 話 ＆ＦＡＸ ０７６－４４１－０５４１ 

発行責任者  荒 井 英 治 

   

新日本スポーツ連盟富山県連盟 第３３回定期総会開催 

 １２月１日(日)富山県教育文化会館でスポーツ連盟とやまの第３３回定期総会が開催さ

れました。総会議案が承認され、新たな役員体制が決まりました。理事には各クラブおよ

び団体から７人の方が選出され、理事会役員として理事長に荒井英治（三島野スポーツク

ラブ）さん、副理事長に長谷川博（富山県スキー協議会）さんと山村勇（富山ハイキング

クラブ）さん、財政部長に青山光夫（雷鳥ランニングクラブ）さんが就任しました。

 

総会議事録（質疑応答部分のみ抜粋） 

的場代議員(三島野スポーツ)：パークゴルフクラブが創立されたが、会費は次年度からで良いというこ

とですか。 

荒井理事長 ：準備から設立まで紆余曲折があったので今回こういう形で認めた。 

青山財政部長  ：ルールは明確にしておいた方がよいと思いますが、財政部の立場としては設立総会

の月からが良いと思います。 

長谷川副理事長：石川スキー協主催の「スキー映画の夕べ」に参加したが２０年以上続いており、参加

者も６０人位で全員に参加賞があたり感心した。北信ブロックの初すべりやフェステバ

ルには富山から半数以上の参加があり、貢献しています。 

木谷理事 ：パークゴルフは当初、冬は休むつもりでいたが、フルシーズンで行うので多くの会員に参

加して頂きたい。 

林恵美子代議員(ウォーキング)：長く続けるために魅力あるものをと、昼は美味しいお店に入るなどし
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ています。 

荒井理事長：１０月の研修会＆スポーツ交流会は各クラブの交流も目的に開催したが、会場の制約もあ

って充分な交流できなかった。今後の検討課題として残った。 

堀井代議員(スキー協)：発言は三島野の話をします。ルンルンと歩いているポスターを作り、スポーツ

店やスーパーに貼らせてもらい２～３人の加入がありました。ホームページに会報(８～１

２頁)ものせています。遭難のニュースも多いので単独登山者を組織してゆきたいと思って

います。 

的場代議員 ：全国に研修会の指導員の派遣を要請したら応えて貰えるか。 

福島事務局長：順序としたら種目組織又は県連盟に行うのが一般的。総会の記念講演などは別。 

長谷川理事 ：スキーに関しては全国スキー協に言ってもらえばよい。 

山村副理事長：技術的な面は労山に、健康の面は県連盟に。 

 

 

スポーツ連盟パークゴルフクラブ１２月例会結果 

１２月例会 １２月３日（火） 射水市堀岡 元気の森パークゴルフ場 

 

※ 東日本大震災義援金 100×9人＝900

円供出、１２月末合計 8200 円募金。 

１月例会は、場所は黒部市おおしまパー

クゴルフ場にします。日は週間天気予報

で安定した天気の頃に決定し、連絡しま

す。（１月中旬の予定） 

集合場所は薬勝寺池駐車場と射水市博

物館駐車場とし、車を乗り合わせて行き

ます。 

  

 

スキー教室（無料）のおしらせ 

富山県スキー協議会主催でスキー教室を実施します。富山県スキー協議会のベテラン指導

員が初心者から上級者までを対象に教えます。小学生以上であれば誰でも受講できます。 

期日：２０１４年１月２６日（日）午前９時～午後３時 

場所：牛岳スキー場 

集合場所：牛岳スキー場管理事務所前に９時までに集合 

申込方法：受講者の名前・住所・連絡先（電話）・年齢を書いて下記宛にハガキ等で申し込

んで下さい。締切は１月２０日（月）まで 

申込先：〒９３９－０３２２ 射水市上野４６５ 荒井英治宛 ℡0766-56-3058(荒井自

宅) 

順位  参加者氏名 OUT IN ｸﾞﾛｽ HC ﾈｯﾄ 

１位 林 憲彦 27 29 56  56 

 ２位 関井 邦子 27 30 57  57 

３位 鍛冶 悦子 29 29 58  58 

４位 黒川 絋三 28 31 59   59 

５位 甲 厚子 30 32 62   62 

６位 法土 武雄 35 32 67   67 

７位 木谷 鐵太郎 43 33 76   76 

BB８位 関井 弘 46 35 81   81 

９位 蒦手 勝子 44 40 84   84 
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早春の常願寺の流れを見ながら走りませんか        第３０回全国スポーツ

祭典記念 

第５回常願寺川マラソン・ジョギング大会のお知らせ 

河川道路を走ります。初心者・初級者歓迎          

２０１４年３月３０日(日)  
種目  ５ｋｍの部(男・女)：１往復 

１０ｋｍの部(男・女)：２往復 

両部とも午前９時３０分同時スタート 

＊順位表彰はしません。各自掲示時計にて確認 

参加費：中学生以上８００円、・ 

        小学生以下５００円(完走証・傷害保険・ドリンク・参加賞)当日払い可 

             当日参加も受付ますが中学生以上１，０００円とします 

受付：午前８時３０分～９時２０分 

               常願寺川公園中央駐車場・公園事務所横にて 

申込：３月２６日まで(以降は当日扱)ＦＡＸまたは、 

お近くの連盟員まで 

主催：新日本スポーツ連盟 富山県連盟 

          富山市内幸町３－２２管谷ビル ＴＥＬ０７６－４４１－０５４１ 

             後援：常願寺川公園管理事務所 ０７６－４６３－２０３４ 

主管：雷鳥ランニングクラブ ＦＡＸはこちら０７６－４２２－２８５２ 

           事務局(富山市高屋敷５４７－２０、青山光夫方) 

           問合せ 青山光夫へ ０９０－４６８３－９４８６ 

                                         

                                                   

第５回常願寺川マラソン・ジョギング大会参加申込書 

氏名  男 女 年令   才(大会当日) 

住所 〒  種目 ｋｍ 

連絡先電話  所属  

よろしければメールアドレスを 
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第１２回北信ブロックスキーフェスティバル 

in 志賀高原 全国スキー協北信ブロック 
                  

パウダースノーの志賀高原すべてのゲレンデを                                   

 多くのスキー仲間達と一緒に楽しく滑りませんか 

  

日   時  ２０１４年１月１８日（土）～１９日（日） 

 （両日共 午前９時ホテル前に集合してから行動します） 

宿   舎  志賀高原高天原「ホテル サニー志賀」 

電 話 ０２６９（３４）２６０４   

参 加 費  １泊２食 １１，０００円（リフト代・昼食代・交通費は別です） 

       指導員検定受験者は１泊２食 １５．０００円（同上） 

  自分の好きなコースを選んで参加しよう（①～③コース）  

参加申し込み締め切りは２０１４年１月１２日必着・長谷川 博まで。℡ ０７６５－５４－３０９３ 

                      〒９３８－００６３ 黒部市生地四ツ屋新５６－１ 

 

 

第１２回北信ブロックスキーフェスティバル参加申し込み書 

 

名 前              年 齢     才   性 別   男 ・ 女 

  〒    －     住所                         

ＴＥＬ     （   ）         参加希望コース   ① ・ ② ・ ③ 

 

交通手段  相乗りを希望する。   個人で、又は友人などと乗り合わせてゆく。 

 

初級中級指導員検定

会 

 

１２月２１日・２２日 

に、学んだ実技講習の

成果を十分発揮して、

それぞれ合格目指し

てがんばってくださ

い。 

① コース 

 一般スキー教室 

 

ブロックの指導員が

つちかった足前で丁

寧に指導、そのおかげ

で上達まちがいなし。 

初心・初級者のみ教室 

（事前に予約してね） 

② コース 

 ゲレンデめぐり 

 

多くのスキー仲間と

一緒に、志賀高原の全

ゲレンデ滑走にチャ

レンジしてみません

か。ワンポイントレッ

スンもありますよ。 

③ コース 

フリー滑走 

 

誘い合って参加し

た仲間同士でグル

ープを作り、思う存

分志賀高原の全ゲ

レンデを満喫して

ください。 


