
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

厳しい残暑の 9 月、第 43 回 Osaka スノ

ー祭典についての話合いがスタートしまし

た。今回は、コロナ禍という事で実行委員

会でなく理事会で取組を進めていくことに

なりました。 

 

 

 

 

日 程：2021 年 2月 11 日（木・祝）昼出発 

～2 月 14 日（日）夜帰阪 

場 所：志賀高原  宿舎：一の瀬スキー場 ホテル山楽  

 今回は、出発日が祝日という事でバス 2台とも昼発で計画しています。また、宿舎の 1部屋あたり

の定員を少なくすることで合意、結果、募集人数を５７名となりました。貸切バスについても換気が

優れた乗り物である確認や感染予防対策の徹底などの説明を受けています。 

 新型コロナウイルス感染症対策のため、いろいろ制約はありますが、これまで同様に参加の方に安

全で楽しくレベルアップ・楽しく交流・新会員を増やすなどの目的を持って、様々な工夫を考え取組

んでいきたいと思います。 広いゲレンデで雪景色に癒されながら、颯爽と風をきって滑りましょ

う！すでに一般の方から参加希望の声もあります。友人・知人を誘って頂き、皆様の参加をお待ちし

ています。                         事務局：玉井 はるみ 

 

２０２０年１０月８日発行 大阪府勤労者スキー協議会機関紙   NO 403 

 

勤労者スキー協議会機関紙  NO 363 大阪スキー協通信 No403 
大阪府勤労者スキー協議会発行責任者 赤木 徹郎  

〒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★ 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/   

指 導 員 会 議 
日  程 : 11 月８日（日） 

場  所 : クレオ大阪西部館(西九条) 

時  間 : 13:10～16:30 

参 加 費 : 500 円・研修の場合 3,000 円 

締切:10 月 30 日(金) 

＊指導員部まで 

会議参加者はマスク 

の着用をお願いし 

ます。 

       

 

＊＊第 43 回 Osaka スノー祭典スタート!! 

＊雪のゲレンデで会いましょう＊ 
 

「大阪府勤労者スキー協議会←検索 
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 9 月 26 日（土）滋賀県栗東市の栗東芸術文化会館

『さきら 小ホール』で 2020 関西ブロック学習交流

会が行われました。参加者は全体で 57 名、大阪から

は 19 名が参加。 

【講師の話をピックアップ】 

① 外国人スキーヤーが増え、それにつれ外国人との

接触事故が増加している。ことばが通じないなど

で事後の対応が大変という問題も。 

② スキー協では 1990 年 7123 名の会員が 2019 年

2509 名と 35%にまで減少、会員の高齢化、次世代

への継承等が課題となっている。会員の要求をし

っかり受け止めて魅力あるクラブ、行事を実現し

やれることを見極めていくことが重要。高齢者も

楽しめる行事、孫と一緒に楽しめる、滑る、食べる、泊まる等幅広く取り組む。日帰りスキー等手軽に行

ける行事を。 

③ ホームページの充実等でクラブ、スキー協が身近に感じられる事。2021 年は新型コロナの影響を逆手に 

窮地を好機に⁉。変化の時機である。 

④スキー協指導員として何よりもたいせつなのは！スキーへの情熱を持ち続けること。いつまでも信頼される

指導員でいるために、日々の感謝とお礼の気持ちを忘れず、生徒がスキーへの情熱を高められるように、指導

員としての質の向上に努力すること。 

⑤試乗会はスキー板と対話しながら乗る場。メーカーの板の特

徴、自分に合っているか、何を求めているかを知るために多く

の板を履く。 

⑥またスキーは整地だけでなく、新雪、深雪、ツリーラン、オ

フピステなど従来のゲレンデとは違う、知らなかったスキーの魅

力をつかんでください。 

今回の学習交流会はコロナで親睦会、宿泊もなく物足らなさも

ありましたが、従来とは少し違った学習交流会となりました。                                   

小原四郎         

                             

志賀高原に新型ゴンドラ(3 連)新設!! 

蓮池旧ロープウェイ駅～ジャイアントゲレンデ

間が便利に移動できます。後シャトルバスで横

手山方面も楽々に～ 

20〜21 スノーシーズンへ  
関西ブロック学習交流会開催される!! 

滋賀スキー協主管 



関西ブロック学習交流会に参加して 
第 1 講義 オガサカスキーの魅力。以前からプ

レチューンナップが必要ないことは知っていた

が、広葉樹を芯にしてフラットな板を作るのにど

れだけの手間がかかるのか話を聞いて驚いた。不良品が出たら交換すればいいとの製品もある中、不良品を出

さないように作るオガサカのものづくりの姿勢はすばらしい。 

第 3 講義 和田さんの大変くわしいスキー界の状況。きびしさの中でも、観光庁補助金で新しい取り組みをす

るところもあるとの話に希望がわく。 

どの講義でも雪景色、スキーの写真や動画が出てくる。あんな景色の中で仲間と滑りたい！滑れるようになる

のだろうか？今回私はオンラインでの講習を切望していた。滋賀のスタッフの方も今月初めまで迷われたらし

い。検温消毒、大きなホールに定員の半分の人数で間隔を開けて座った。懐かしい方とも会うことができて、

やはり実際に会って話をすることはええなあ～！                  坪井多恵(大阪 RC) 

コロナ禍の中、感染拡大防止対策をして 9 月 26 日栗東芸術文化会館さきらにて関西ブロック学習会が行わ

れました。第一講では、創業 100 年を超えるオガサカスキーの島川部長さんから自社工場のビデオ見ながらオ

ガサカスキーの魅力やこだわりを熱く語っていただき、オガサカスキーの良さが伝わり、欲しくなりました。 

第二講、第三講ではスキー人口・スキー場の動向、スキー協の状況や関西ブロックの各府県の現状と組織拡大

について学びました。 

第四講は、野瀬デモから若者の新しいスキーの楽しみ方や圧雪されたゲレンデではなく、オフピステの魅力を、 

映像を見ながら教えていただきました。パウダー最高!!  先ずはゲレンデサイドの非圧雪部分で練習かな？ 

                                        山本秀明(島本 SC) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スノースポーツ＆クラブの魅力を語ろう‼ 

第 1 弾：竹中 美根子（此花ファミリー） 

此花ファミリークラブとの出会いは 40 年程前。医労協のスキ 

ーに参加した時に熱心に教えてくれた指導員に誘われたのがき

っかけ。それまでは、職場の仲間たちと行き自己流で滑ってい

ました。仕事が忙しくスキー休暇が取れない・子育て真っ最中

でスキーと縁が遠くなっている仲間もクラブを継続。忘年会・

夏のビール会など楽しい企画には参加してくれ旧交を温めてい

ます。ファミリーと言うクラブ名に恥じない温かい雰囲気にホ

ットします。 

運動音痴な私ですが、家族があきれるほどスキーだけはスキ！

上達には人の 3 倍かかりますが、継続は力なりと自分に言い聞かせて励んでいます。 

青森スキー製作会社の社長は 80 歳のおじいちゃん。歩くときは両手を支えてもら

いながらヨボヨボと歩いていますが、板を履けば別人みたいにスイスイ。それを聞い

て勇気百倍、100 歳ぐらいまで滑れそう。 

白銀の世界が今年も私を待っています。少しは上達したいなぁ…。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程：１１月１５日（日）11時～16時 場所 ： 淀川河川敷・西中島地区 

    （阪急南方駅又は地下鉄御堂筋線西中島駅から徒歩 10分） 

   ＊集合時間 現地に 10時 45 分 ＊申し込み 11 月 5 日（木）まで 

※必ずマスク着用と手の消毒をお願い致します。当日、体調悪い方は連絡頂き、参加はご遠慮下さい。 

消毒液は会場でも設置しています。新型コロナ感染状況により中止の場合もあります。中止の場合連絡します。 

会員 ： 大人 4,000 円 子供 1,000 円（協力金・食材費・飲み物代） 

  ※協力金は小学生以下・65 歳以上は無料（年齢確認の証明書必要） 

   

 

『スポーツのひろば』と『スキーメイト』の購読を！ 

                      大阪スキー協理事長 大久保正二 

新日本スポーツ連盟は、“いつでもどこでもだれでもがスポー  

ツを！”を合言葉に活動しています。そして、スポーツに関わる

すべての人の可能性が開花するよう、誰でも参加できる大会の開

催、スポーツを行う条件の充実、文化としてのスポーツの発展を

目指す活動をしています。その情報源として、自治体とスポーツ

都市宣言（2020.9号）、各種目の大会･試合の案内、各地域の活動

報告などを取りまとめた機関誌が、『スポーツのひろば』です。 

             また、スポーツ連盟の参画種目のスキーとして、『スキーメイト』

（全国勤労者スキー協議会：発行）があります。みなさんの身近

なスキー、山及びスノーボードの記事が多々載っています。その

中身は、全国スキー･スノーボード競技大会の報告（2020.4号）、

スキー教程改訂の解説、リフト券レポートなど手作り感たっぷり 

の機関誌になっています。 

 是非、これを機に『スポーツのひろば』ならびに『スキーメイト』の読者になりましょう！ 

《価格》                   年間購読料（送料込） 

『スポーツのひろば』  290円/冊  3,600円 

『スキーメイト』    320円/冊  2,000円 

 

バーベキュー大会（懇親会企画） 
 

＊＊楽楽ししくく安安全全にに初初滑滑りりにに行行ここうう！！  
関西ブロック：レベルアップ・指導員養成・研修会 

主管：関西ブロック 大阪スキー協 

会員の皆さんには自然を楽しく安全にレベルアップコースを設定し、初級・中級指導員の養成と研修

を行います。例年同様スノースポーツを楽しめるよう企画しました。 

日 時：２０２０年１２月１８日（金）～２０日（日）場 所：志賀高原 一の瀬スキー場 

宿泊先：ホテル山楽 志賀高原一の瀬 

＊会員、一般コースと指導員研修・養成コースが有ります。それぞれ定員があります。 

締切:12 月 6 日(日)問い合わせは大阪スキー協事務局まで 

 


