
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9 月 8 日（木）第 45 回 Osaka スノー祭典実行委員会がス

タート。各クラブから選出された実行委員・クラブ代表

と理事会代表のメンバーを含め 9 名が参加。2 年連続コロ

ナ感染拡大のため中止になった祭典ですが、3 年ぶりの祭

典の成功にむけて積極的＆活発な会議となりました。以

下の内容が決まりました。 

開催日程：2023 年 2 月 9 日（木）昼/夜出発 ～12 日（日） 

バスは昼発と夜発を出します。定員：70 名です。 

場所:志賀高原 宿舎:一の瀬スキー場「ホテル山楽」  

10 月末にチラシ配布予定です。参加費は現地で徴収します。 

期間中にコロナ緊急事態宣言が出た場合は中止となります。 

・事務局：玉井（森の宮）・会計：松本（島本）・紺谷（やっぱ）・バス：富田(北大阪) 

・保険：竹中（此花）※ 実行委員長・副実行委員長に推薦の 2 人が欠席のため次回決定。 

参加して良かった・楽しかったとなるような企画を今後、検討していきたいと思います。祭典に向

けてのご意見・ご要望がありましたらクラブ実行委員・役員までにご連絡下さい。 

                                                  祭典事務局：玉井 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年９月 15日発行 大阪府勤労者スキー協議会機関紙    NO 416 

 

 

 

勤労者スキー協議会機関紙  NO 363 

大阪スキー協通信 No416 
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.ne.jp    

   ホーム P★osakaskikyou.wix.com/osakaskikyou 

    
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/   

関西ブロックオンライン学習交流会 

日時 10月 15 日(日)13 時～16 時 

＊会場：オンライン（ZOOM 使用） 

☆第 1 講義 13 時～14 時 50 分＊スキー協の活

動・組織運営と指導員の役割＊スキー事故の予

防と対応＊指導員規程の理解と運営 

「改訂版リーダーテキストとスキーを安全に

を深堀り」☆第 2 講義 15 時～16 時 

*スキーの技術と指導法 締切:9/30(金) 

参加費:2,000 円 申込問い合わせ・村原圭伊子 

主管：兵庫スキー協 

 

 

 

「大阪府勤労者スキー協議会」←検索  

みなさんの意見とアイデアで楽しいスノー祭典を

作りませんか? 昨年の第 44 回 Oosaka スノー祭典は

新型コロナの影響で有志の取組みとなりました。今

回こそは思う存分滑れて、楽しく交流が出来るスノ

ー祭典にしていこうではありませんか‼ こんな企画

が良いな！前にこんな企画に参加して楽しかったと

言ったご意見やご要望を私たちは待ってます。クラ

ブの実行委員又はスキー協役員にご意見ください。 

              小原 四郎(島本 SC) 

大阪スキー協のメールか HPでも待ってます❣ 

 
＊第 45 回 Osaka スノー祭典スタート!! 
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昨年開催予定がコロナで延期となり、3 年を経て北海

道札幌市でサマーセミナーが開催され、大阪からは石

垣康夫、伊東敏紀が参加しました。参加者数は、現地

参加道外 19 名、道内 56 名、Zoom53 名、合計 128 名

でした。  

前日オプション企画:夕食交流会・私は 8/19 神戸空港か

ら夕方の便でしたので参加しませんでしたが、北海道

出身の石垣さんは 18 日(木)に札幌入りしており、大い

に歓談を楽しんだようでした。 

第 1 日目午前：北大キャンパス散策・朝 9 時北大正門集合、北海道大学のキャンパスを道スキー協の

案内で 2 時間の散策。広くて、自然が多い、樹歴の長い樹林やきれいなイチョウやポプラ並木、歴史

ある建物の学び舎、クラーク像をはじめとした記念碑、満足の散策でした。 

第 1 日目午後：基調講演①と札幌ビール園・元 SAJ デモの吉田勝大氏の講演

「1.用具の進化に伴うスキー技術の変化、2.スキーなことで生きていく」は、

ノーマル板の身体を使って上下の抜重切り替えしますが、カービング板では

板のたわみによるターンとなったことで傾きによるコントロールに替わりま

した。それに伴いターンの中でのスキー技術がどのように変わったかを話さ

れました。 

 カービングスキーが主流となったのは 2001 年。当初の板は短めでワイドス

タンスの滑りでしたが、最近の板は長さが身長程度でやや幅狭の板となり、

ブーツも前後が柔らかくなり、スキーのポジションもかかと荷重の腰高で足

は揃えたスタンスに変わってきています。このあたりの話が聞けなかったのが残念でした。 

夜の札幌ビール園での交流会は、おいしい生ジンギスカンを堪能しました。北海道は 148 のスキー

場があり、お隣に座った十勝帯広中心のクラブの方に聞くと毎週スキー行事を組んでいるそうで雪国

北海道は違うわ! 

第 2 日目午前：①改定リーダーテキスト、②谷回りターン技術・「リーダーテキ

スト」「スキーを安全に」が改訂されて一冊にまとめられ、ネット公開と 800 冊

の印刷版作成。改定による変更や増補箇所の説明と解説が行われました。その後

に、谷回りターン技術で滑れるようになるにはどうすれば良いかを、荻原全国ス

キー協副会長がパワーポイントを使っての講義で、スキー協はターンの時に「腰

プリ」の人が多いと言われたのが印象に残りました。時間不足で動画が見れなか

ったのが残念でした。 

第 2 日目午後：基調講演② 地球温暖化とスキー環境・温暖化が世界と日本でどのように進んでいる

のか、スキー界は雪不足になるのか、尾関俊浩(北海道教育大教授)氏の講義でした。雪崩の原因とな

る弱層をみるために雪面にピットを掘る映像や雪の結晶の写真は、かつて冬山をやってた頃に 10 年

程雪崩防止講習会で早朝から雪の断面を掘り、弱層テストをやり、生徒を連れて実践で教えた講師時

代なども思い出され懐かしいものでした。結論では、温暖化で気温が低くなくても今後も大雪になる

ことがあり、すぐに雪が雨に変わるものではない。 

最後に・帰阪後、道スキー協に依頼して谷回りターン技術講演での動画と講演 DVD が送付頂けます

ので、大阪での紹介の機会を作りたいと思います。お疲れ様でした。       伊東 敏紀(北大阪 SC) 

8/20～21 全国スキー協主催:サマーセミナー in Hokkaido 報告 



 

 

 

エコー夏山志賀高原&湯田中温泉

8/16(火)～18(金)冬のシュプールの

跡を追って!?宿泊の湯田中温泉は昔

エコーが志賀高原スキーの時に常宿

にしていた渋安代温泉「安代館」へ

15年振りです。オフ行事も盛況にな

りスタートと同時に定員オーバーに

なり、14人乗り大型ワゴン車レンタ

カー使用、宿の予約を増やし 11名参加うち女性 6名と華やかでにぎやか

になりました。天気予報は下り坂、16日朝桜ノ宮駅集合曇り空スタート!!順調にドライブお昼は軽く

済ませ湯田中には 17 過ぎ着。お宿は温泉街の中でもレトロ感ある建物。久しぶりの女将さんのお出

迎えで早速温泉へ。レトロで熱い温泉に入り、女性陣はお洒落な浴衣に着替え、夕げの宴スタートで

す。ボリューミーな内容で次から次でお腹いっぱいの大満足ご馳走様でした。その後はらごなし、温

泉街散策～アニメ「千と千尋の神隠し」のモデルになった旅館へ、翌 17 日は雨予報です。朝、温泉

にも入り朝食も「我が家の夕食レベル!?」の声も、朝食後志賀高原へ。

山の家から 3 連ゴンドラでブナ平ゴンドラへ乗り継ぎ東館山ゴンド

ラで楽々東館山山頂 2000m到着です。植物園はお花の時期は終わって

いましたが、山頂テラスから景色も楽しめ、一の瀬ゲレンデ上部まで

歩き寺子屋スキー場も望み、冬とは

違う景色を満喫しました。お昼は山

の家に戻り、後雨模様になり一の瀬

から焼額奥志賀までドライブ、湯田

中まで戻り、ゆっくり温泉にも入りリフレッシュ&リラックス。夕食

は連続豪華メニューになり、普段にはない温泉旅館の雰囲気をエン

ジョイしてアッと言う間の 3

日間になりました。ジンクス

通り帰る日天気になりお宿

お勧めの温泉饅頭も買って、玄関前で記念撮影、湯田中駅に

も立ち寄り、いつもの農協のお店で買い物済ませて後渋滞も

無く明るいうちに帰阪しました。お疲れ様でした。ありがと

うござました。又お宿への「リピートしたい」の声も有り、

行くかも!?次は 10 月秋上高地&新平湯温泉です。こちらも盛

況です。                           八嶋 勝(エコーSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬のシュプールの跡を追って!? 

☆新シリーズ第二弾～ 私は◎◎が魅力で入会しました!!  田中弘子(島本 SC)  
1990 年に京都の会社に入社し、会社の先輩に誘われてのスキー部に入部したのがスキーを始めるきっか

けでした。スキーの楽しさを知り、毎週スキーに行くほどスキー好きになりましたが、1997 年に結婚し、

寒がりでスキーに行きたがらない主人を説得できず、スキーから遠のくことになりました。 

2016 年 50 歳になり、このままスキーをしない人生なんて嫌だと思い、スキー部に復帰。 

しかし、スキー部の合宿は、年末と春スキーの２回のみで、それ以外は若いメンバーとは歩み寄れず、ひ

とりでスキーのバスツアーに参加する日々でした。 

2018 年目標にしていたスキー検定２級を受験するも、合格できず、来年こそはと誓いましたが、2019 年

から新型コロナでバスツアーに行けなくなり、またスキーから遠のくことになりました。 

2021 年、このままではいかんとコロナ下でもスキー活動を続けているスキークラブを探し、島本スキーク

ラブにたどり着きました。これからは島本スキークラブの皆さんとスキーを楽しみながら、上達を目指し、

２級検定合格したいと思います。 島本スキークラブに 2021年 12 月 23 日加入。 



あっちゃこっちゃと歩き廻った高野山ウォーキング⁉ 

3連休の真ん中。大気の影響で不安定な天候の中、運良く高野山は

曇りながらも雨に降られることもなく、時折、晴れ間が覗くこともあ

りました。地上より気温も低く丁度良いウォーキング日和で、他クラ

ブや家族参加もあり 15名が参加しました。 

南海難波駅から「8時ちょ～どの～♬」特急こうやに乗って出発。行楽

日という事もあり難波駅での空席（指定席）も停車駅ごとに埋まりま

した。下車して高野山までの乗り継ぎが慌ただしく混み合い、極楽橋

駅（ケーブル）高野山駅（バス）奥の院口まで「みんな乗った？」「誰々

さんは前のバスで先に行きました！」「それはええけど、どこで降り

るか判ってるんか？」。15人も居ればちょっとした団体行動なので幹

事さんがいきなり重責を担うことに（笑）。ウォーキングが始まって

も３グループ程に別れ「みんな居るか？誰々さんまだ来てません！」

「どこ行ったんや」と。奥の院参道～奥の院、水向け地蔵、一旦バ

スで移動して昼食は予約しておいた「精進料理 丸万」さんで。後

半戦は濱田屋さんで名物 胡麻豆腐（1丁 1,600円！）を買って～金

剛峯寺（拝観）～根本大塔をウォーキングして終了。距離的には短

くても、「あっちゃこっちゃ」と歩き廻ったのでそれなりに疲れま

した。 

事前に下見に行って頂いた石垣さん、宮田さん、伊東さんのお蔭で

広い高野山を楽しく迷うことなくウォーキング出来ました。ありが

とうございました。             松本 努(北大阪 SC) 

 

●54期理事体制 

会長:赤木徹郎（黒姫） 副会長:石垣康夫（北大阪）明星栄子（大阪 RC）事務局長:富田英弘（北大阪） 

理事長:大久保正二（森の宮） 副理事長: 玉井はるみ（森の宮）八嶋勝（エコー） 

理事:池垣憲二（島本）伊東敏紀（北大阪）小原四郎（島本）塩田浩之（北大阪）竹中美根子（此花）

濱田辰巳（黒姫）房本実（やっぱ）藤原英士（エコー）森岡健治（北大阪）嶋正義（山スキー） 

会計監査: 上原ちか子（エコー）松本努（北大阪） 

 

●54期理事役割分担 

〇技術教育局⇒局長（明星） 

指導員部➡部長（伊東）➡部員(赤木)（池垣）（塩田）（房本） 

技術部 ➡部長（塩田）➡部員（赤木）(伊東)(藤原) 

競技部 ➡部長（赤木）➡部員（池垣） 

〇事務組織局⇒局長（富田）副局長（石垣）(八嶋) 

広報機関紙部➡部長（小原）➡部員（紺谷）（竹中）(玉井)  

書籍部➡部長(富田) ➡部員(八嶋) 

組織部（山スキー・ボード部含む） 

➡部長（大久保）➡部員（嶋）（濱田）（森岡） 

   財政部➡（紺谷）（玉井） 


