
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍になり 3回目の新年を迎えま

す。長期天気予報では今シ-ズンは積雪

が多いと予想されていましたが、なかな

か本格的な雪は望めていません。過去２

回の大阪スノー祭典はコロナ禍で中止

してきましたが、今年も楽しい祭典に向

け実行委員会を立ち上げ、取り組んでい

ます。問い合わせや申し込みが例年にな

く早い状況です。会員さん、また一般の

方の参加を楽しみに、お待ちしています。

大阪スキー協は来年 55周年を迎えます。

スキー人口の減少や高齢化に伴いスキー協もクラブや会員の減少が近年続いています。その反面コロ

ナ禍でスキーが出来ないなど、周りとの繋がりが少なくなる中、ホームページからの問い合わせが増

加し少ないながらも会員拡大もできています。スキー協の出番は今でしょ!!バ

ラバラになりがちなスキーヤーのま

とめ役、一人ぼっちのスキーヤーにさ

せない事だと思います。理事会で各ク

ラブの状況などを話し合いクラブが

楽しく、その力を大阪スキー協に伝え

て頂き、相乗的に発展していけたらと

思います。そのためにも指導員の役割

は大切です。それぞれの繋がりを活か

し楽しいスキーシ-ズンにしていきましょう。         

                                                                                     

大阪スキー協会長 赤木 徹郎 
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勤労者スキー協議会機関紙  NO 363 

指導員技術研修会＆レベルアップ 

日  時 1 月 28 日(土)～29 日(日) 

スキー場 木曽福島スキー場 

内  容 大阪スキー協 技術研修 

    養成講習 レベルアップ 

宿  舎 木曽文化公園旅館「駒王」 

住  所 〒399-6101 

長野県木曽郡木曽町日義４８９８−３７ 

申込・問合せ 事務局（島本 SC 池垣）まで 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：ken_ike@khaki.plala.or.jp 

TEL：090（6902）7497 （19 時～22 時） 

大阪スキー協通信 No418 
大阪府勤労者スキー協議会発行責任者 赤木 徹郎  

〒537-0024 大阪市東成区東小橋 1-7-15 栄ビル 2F 

  TEL06-6753-7121  FAX06-6753-7128 

メール★961skiy460@gmail.com ★yqk04665@nifty.com    

    

    
大阪府勤労者スキー協議会発行責任者 十河 義行  

〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央 1 丁 16-15 三双ビル 

  TEL06-6942-4751  FAX06-6942-4753 

メール★kobaragaski@gmail.com★yqk04665@nifty.ne.jp    

   ホーム P★http://www.geocities.jp/osakaskikiyoo/   

「大阪府勤労者スキー協議会」HP←検索 

 

  

HP QR コードはこちらから→ 

＊2023シーズンはスキー協の出番‼ 
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関西ブロック初滑りでレベルアップ!! 

 

 

 

2023年シーズン幕開けを告げるスキー協関西ブロック初滑

り指導員養成・研修会が、志賀高原一の瀬スキー場ファミリ

ーゲレンデで行われました。参加者は全体で 79名、大阪スキ

ー協から 28名となりました。昨年に引き続き大阪からスキー

バスを出し京都スキー協の 6名を含め 29名で志賀高原へ向か

いました。前回より参加者が少し増えましたが、円安・ガソ

リン高で交通費もバカに成らず、しかし車を出すより安全・

安心な企画だと思っています。今回の関西ブロックは 12月

17日(土)～18日(日)昼までの一日半の日程でした。我々は 15日(木)13時大阪(玉造)発水無瀬駅前、

京都駅前を経由して志賀高原へ向かうコースで二日半の日程で参加しました。17日 8 時 45分一の瀬

ファミリーリフト券売り場前にて開校式が行われました。開会の挨拶、講師紹介等と続き、講習へと

向かい、私は池田指導員のもと初級指導員研修を受けました。天気は土日とも雪が降り続くコンディ

ションで寒い研修でした。それでも、スキー協の掲げる今シーズンの谷まわりを大きくしてスピード

コントロールする滑りを習得出来たかな？と思いました。関ブロ始まって以来短期集中日程でしたが

前日にフリーで滑れたとても楽しい関ブロとなりました。指導員、スタッフのみなさんご苦労様でし

た。誠にありがとうございました。 

小原 四郎(島本 SC)             

関西ブロック初滑りに参加させていただきありがとうございました。

徳島から 2人で参加しました。コロナ禍の中で県外にも出れず 1年ぶり

のスキーで緊張と不安でいっぱいでしたが、コーチの適切な指導で無事

に終えることができました。又久しぶりにクラブの方ともお会いし交流

も出来て楽しかったです。シーズンは、始まったばかりです。教えても

らったことを忘れずに、確認しながら滑りたい思います。ゆっくりレベ

ルアップできればと思います。寒いなかでのご指導ありがとうございま

した。                                    割石 一志(エコーSC) 

雪不足の心配と一転して大雪の心配で、ドキドキしましたが、

最終日こそ降ったものの帰る頃にはピカピカの良いお天気で、帰

りたくなくなるほどでした。どなたか存じませんが、日頃の精進

の良い方に感謝です。ゲレンデは、下部のみのオープンで、懐か

しいリフト待ちと、芋の子洗いのよう混み具合でした。でも、プ

ルーク、初歩パラの滑りを繰り返すのには充分！今回「谷まわりを大切に」の感覚が少しわかったよ

うな気がして、嬉しかったです。行事そのものは、二日間でしたが、大阪からバス（初めて乗りまし

たが安心、快適）でいった人は、2泊 3日コース。初日フリーと言いながら赤木、明星コーチにみっ

ちり教えてもらえ、ありがたかったです。余談ですが、今回の班分けは、年齢順だったとか。私の班

は二番目に若い班と聞いてびっくり エーッ！でも、スキーは生涯スポーツ。年を重ねながらスキー

を楽しんでおられる姿をみて、私も、まだまだ頑張ろう！と勇気をもらいました。最後に、運営に関

わられた沢山の皆様、本当にありがとうございました。 

林 容子(大阪 RC) 

スキーシーズンの開幕を告げる関西ブロック初滑り 

 

徳島から参加して～ 



指導員養成に挑戦!! 

12月 17～18 日 2日間の養成でしたが、今シーズンの初滑りでもあり、滑る

事自体もおぼつかない状態でした。初めてのパラレル、ベーシック、洗練 1

を主に教えて頂きました。結論は「まあまあかな」と言う感じです。3 回目

の挑戦になります。そういう意味では今シーズンが最後になるかと、自分自

身に気合をいれて指導員検定に挑みたいと思います。藤原 英士(エコーSC) 

 

わくわくの BBQ⁉ 

 

 

                                

 

 

11月 20日(日)大阪スキー協 BBQ大会西中島河川敷にて 2年ぶり

で開催しました。事前の天気予報では雨も心配されましたが、天

気も味方になり!? 少し寒かったですが、時々晴れ間も見えて、

絶好の BBQ日和になりました。各クラブから 18名参加、東京か

ら転居で HPから紹介の有った方も含めて一般の方の参加も有り

ました。赤木会長挨拶と乾杯から始まり焼肉から焼きそばまでお

腹いっぱい食べて飲みました。参加者自己紹介や近況報告、大久保理事長即興のお馴染みじゃんけん

ゲームも有りクラブの交流も出来てスキー談義でスキーシーズン向けて盛り上がりました。お疲れ様

でした。              

 

 

先日は、大阪スキー協に会員登録していないにもかかわらず、快

く BBQ 大会に参加させていただいて、ありがとうございました。 大

阪へ 24 年ぶりの U ターン、引越とシーズン準備が重なり、慌ただ

しい中、楽しい時間を過ごさせていただきました。 雨の心配もど

こへやら。キツイほどの陽射しと少々強い河川敷の風の中、これか

らスキーでご一緒させていただく皆さんの顔とお話を聞く事ができて、とてもホッとしました。

いっぺんに、皆さんの名前を覚えられない年になりましたがごめんなさい、ご容赦を!!一緒に

滑る仲間を探して入会された話、職場のこと、ホームページのこと等々。 準備してくださった

バーベキュー食材もとっても美味しくて…お腹も頭も満腹の時間を過ごさせてもらいました。 

本当に、「地域の友達できたよ」という感じもありました。 大阪では、まだどこのクラブに入

ろうか？？？ 今シーズンは、東京のクラブで登録してきたので、会員外のままですが、行事に

は参加させていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。     

【番外編；ちょっと嬉しかったこと】 会場のテントに設置された「スキー協」のブルーののぼり旗。

そこに書いてあるイラスト。うちのクラブ会員の孫が、クラブ恒例の「越年スキー」の感想で書いた絵

でじーじが活用。本人は知らないかもしれませんが、東京以外でも目にすると滑っていた姿を思い出し

て嬉しくなりました。                                          加藤 展子(カトウ ヒロコ） 

 

 

 前日テレビなどの天気予報は雨で降水確率も高く大丈夫かなと思いながら就寝。当日の朝、実家が

ある宝塚の山奥は雨音で目が覚めるくらいの大雨で中止かなと思い企画の皆様へＬＩＮＥすると開

催しますとの事。やっぱり山奥と都会では天気が違うのか？と思いながらバス停へ、途中で全ての願

いが叶うと言うお寺「満願寺」へ晴れを祈願してから電車に飛び乗りました。最寄駅に着くと雨はや

関西ブロック初滑りに～ 講習を受けて丁寧に自分の滑りをじっくりと見ることが出来、また自

分の滑りに無いものがあるな～と感じました。夜の飲みにケーションは特に大事だなぁ(北大阪 K

さん) 指導員の人も基礎はみっちり行うんだなぁ基礎は大事なんだと思いました。 

※関西ブロック参加者感想文から掲載しました。               Ｕ（森の宮 SC） 

これからはスキーでご一緒させてください 

スキーシーズンを呼ぶ秋空の中の BBQ!! 



☆第 45回 Osakaスノー祭典は定員になりました!! 

んで曇り空、ワクワク気分で会場へ。BBQはデモの赤木さんが率先して美味

しい肉を焼いて頂きテキパキ配膳・流石！自由時間には他スキークラブメン

バー様とスキー談話で盛り上がり楽しい時間はあっという間に過ぎて行きま

した。2023シーズンは 2月スキー祭典のみ参加予定ですが、他企画にも可能

な限り参加したいと思いますのでゲレンデでご一緒した時には皆様・気軽に

お声かけください。今回の BBQでアルコールが呑めない森田用にオールフリ

ーをご用意頂いたり美味しいお肉や食材をご用意頂いた企画の皆様、本当にありがとうございました。

静岡産の本わさび絶品でした。先ずは御礼まで              森田 実（北大阪 SC）                              

 

 

 

第 45回 Osakaスノー祭典ですが 12月 12日に定員達成（73名）となりキャンセル待ちの状況です。

その後も会員からの参加希望の話や一般の方からの問合せの電話や申込み FAXが届いています。いつ

にない盛況に喜びつつ、スキーに行きたい方々の要求に応えきれない事に贅沢な悩みを感じる今日こ

の頃です。参加希望の方はキャンセル待ちになりますが取りあえず申込みをお願い致します。 

祭典事務局：玉井 はるみ 

☆連絡重視と新人重視‼《入会・退会の理由まとめ》 

クラブ代表者、理事、会員へのヒアリングを行い、大阪スキー協の事務組織局内の検討を踏まえ、

まとめてみました。また、会員の生の声を記載していますので、下記文書をご覧頂き、クラブ会員の

入会促進と退会を食い止めるため、クラブ内で討議して頂けるよう宜しくお願いします。 

【入会を促進するために！】 

◎HP、SNSにより入会したケースが多いことから、ホームページの中身の充実と各案内に QR コード（HP

へのダイレクトアクセス）の掲載が重要。 下記リーフレット参照 

◎個々の会員の仲間探しにより、クラブへの入会の誘いが必要です。 

◎指導員は進入会員のスキーを上達したい要望に応える。 

◎クラブ員との連絡重視する行事、会議等の実施が必要。 

◎”新人の加入は、クラブ・組織発展のバロメーター”誘いの重要性を考え、声かけを根気強く行う。 

【退会を食い止める方法！】 

◎スキー行事の企画の際、魅力あるものにする。 

 ・現地指導員や他府県の指導員を呼んでスキー教室の充実を図る。 

 ・スキーも大切ですが、美味しい物を食べる企画、日帰り温泉、名

所へ行く等会員の要求を取り入れた楽しい行事を企画する。 

 ・クラブ内で、会員間の話合いの場を設ける。 

◎クラブ員の連絡を重視する。役員から会員だけでなく、会員から会  

員も必要。(例)クラブのグループラインの設定など。 

◎新人歓迎のための行事を実施する。 

大阪スキー協理事長 大久保 正二 

※スキー協リーフレット(名刺)を各クラブに送付しています。 

 

 

 

↑大阪スキー協宣伝用リーフレット 
 

大阪スキー協行事案内… 
＊大阪スキー協ポール練習会-2023年 1月 7 日(土)～9日(月) 1/6(金)夜発 木島平スキー場 

＊技術研修会・養成研修・レベルアップ・STT-1月 28日(土)～29日(日) 木曽福島スキー場 

＊Osakaスノー祭典-2/9(木)昼/夜発～2/12(日)夜帰阪 志賀高原一の瀬 「ホテル山楽」 

＊2023関西ブロックスプリングレベルアップ指導員研修会-4/1(土)～2(日)1泊 2日 

(締切 3/20 3/1まで申込割引有り 志賀高原一の瀬「ホテル山楽」主管 関西ブロック京都スキー協) 


