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タント２５歳の今

　最初に主観的な考えであることを断っておきます。家族から KY だと言

われているので・・

　会員数は意外なことにそれほど減っていないのですが、スタッフが固定

化してしまいました。多くの会員がスタッフを経験してしまったが為に、

スタッフになるのを固辞する状況です。特に会員部が顕著で１０年ほど前

に廃部となりました。会員を増やそうとする行動はコストパフォーマンス

が悪く、つらいだけでやりがいが無いかも知れません。それでも、それほ

ど会員が減っていないのは、普段の活動が人を引き寄せていると思います。

　２５年経つと２５歳年を取ります。女性は結婚とかすると参加できなく

なる可能性があります。その結果、現状では女性比率が２０％程減りました。

年齢構成も当たり前に高齢化しました。

　その現状を一言で言うと、はじける事が無くなったという事だと感じま

す。別の言い方では分別のある大人になったのかも知れません。10 代の頃、

２５歳はおばさんだと思ってました。もうすぐ古希になる今、自分の精神

年齢は余り変わってないのが不思議です。全て誤解なのかも知れません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副会長　三浦　茂

タント初期の考え方です
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わ・す・れ・た・い・・・？

行事日記

２０１２～２０２２

あの人は今・・・なにを・・・してるの？

スキークラブは人の集まりです

団体自体に個性は無く

会員の個性が反映されます

タントが存在する時は

あなたが存在します

過去 10年間のあなたの記録です
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９８年ザウスレッスン
０１年月山詣で始まる

０３年バックカントリー

１６年プライズ検定始まる

０７年ファミリー・キッズ企画
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丸沼特別レッスン
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２５周年記念グッズは、ゴーグルカバーとネックチューブ



030927 幹事会後

191110 行事発表会風景

211031 行事発表会風景 ( 対面 & Zoom )
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企画部

遊佐　卓大

本間　義啓

立川　洋之

橘田　淳一郎

片川　昭紀

加藤　一馬

教育部

小林　広和

丸橋　英正

川﨑　英輝

鈴木　智明

能登谷　威功

杉尾　徹

柏原　俊樹 (兼任 )

井上　春樹

総務部

池澤　康之 (兼任 )

小高　泰志

柏原　俊樹

恩地　博

早川　義昭

杉尾　徹 (兼任 )

井上　春樹 (兼任 )

各部からのメッセージ

各部メンバー
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会員名簿

2022/8/31 現在
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継続会員の似顔絵です。誰だか判りますか？

継続会員の 1998.12.6 の滑りです。誰だか判りますか？

ASAMA2000 です
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P57: 似顔絵の答え
松村　渡辺　一雅　菊池
小川　川﨑　岩崎　小林
三浦　瀬尾　宏至　本吉

P57: 滑りの答え
菅原　菊池　池澤　宏至
一雅　早川　三浦 記念誌QRコード
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