
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

会員のみなさま、祭典のチラシが届いていますでしょう

か？コロナ感染拡大 8 波のニュースが流れる中ですが、

続々の申込みがあります。定員 70 名に対して 11/17 現在

で昼発希望 40 名。夜発希望 6 名。現地参加 2 名です。 

そのうち 10 名の方が一般の方で、団体に配布したチラシ

やタナベスポーツに置いて頂いたチラシからの申込みも

あります。 

次回の実行委員会（11/22）では、企画など話合い、参

加のみなさまに少しでも安心して楽しんで頂ける内容を

計画したいと思っています。参加予定の方は早めの申込みをお願い致します。    

   祭典事務局：玉井 はるみ 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

２０２２年 11 月 17 日発行 大阪府勤労者スキー協議会機関紙   NO 417 

 

 

 

勤労者スキー協議会機関紙  NO 363 

大阪スキー協通信 No417 
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/   

第 45回 Osakaスノー祭典 
日 程 2月 9日(木)昼/夜発～ 

               12日(日)夜帰阪 

開催場所 志賀高原スキー場 

宿    泊  一の瀬スキー場 「ホテル山楽」 

集合場所 A JR 玉造駅付近(長堀通南側)  

集合場所 B 阪急 水無瀬駅前バスロータリー 

出 発     昼 12 時 / 夜 21 時 

申し込みお問い合わせ 大阪スキー協 

 玉井：090-9863-7737 (22 時まで) 

「大阪府勤労者スキー協議会」HP←検索 

 

  

第４５回 Osakaスノー祭典の実行委員長の藤原です。エコースキークラブに所属して

います。さてスノー祭典ですが、昨年、一昨年と開催がコロナの影響で直前に中止にな

りました。一応有志の会として開催はしているのですが、しかしまだコロナの収束は見

られませんが粛々と準備を進めております。今シーズンですが、ラニーニャ現象の影響

で、昨年同様、雪の多いシーズンになりそうです。行き先も志賀高原なので、雪不足の

心配はないと思われ標高も 1600m以上なので雪質も上々です。いろいろなゲレンデが連

なっていて、リフトを乗り継ぐことで広い高原内を一巡する事も可能です。白銀の世界

をめぐるのも良し、風を切って疾走するのもいいでしょう。どうぞみなさん、お誘い合

わせの上、白銀の世界に行きましょう。      実行委員長 藤原 英士 

 

 

HP QR コードはこちらから→ 

第 45 回 Osaka スノー祭典申込スタート!! 
＊好評につき昼発バスは定員になっています＊ 
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世界一の虎に会いにハイキング

‼  10月 18日 やっぱSkiやねんでに信貴山へ世界一の虎

に会いに行ってきました。7 人の参加でした。いいお天

気に恵まれ、ハイク日和でした。 

下見の時は 3 人で信貴山下からケーブルの廃線跡を

歩きましたが、真っ直ぐの登りでこれはしんどいとい

うことで、本番は王寺駅からバスで信貴山バス停で降

りて歩きました。トラの前で記念撮影を!?写真の中に 2

人トラ年がいます、さて？ 今年は寅年なので白いトラを買いました。

奥の院まで行ったのは 1 人、近くまで行きましたがそれぞれ休憩お弁当。本堂は閉鎖中でした。平日

ということですいていました。王寺駅でコーヒータイム反省会をやりたいとのことで天王寺駅の甘太

郎で乾杯� 疲れが取れました 皆さん健脚でした。お疲れ様でした。       

房本 実(やっぱ Ski やねん) 

                        

                        

                        

                            

11月6日(日)13時より指導員会議が開催されました。

会場は大阪国労会館、参加者は 25 名 コロナ以後で、

参加者も多く研修中心の指導員会議でした。今季新リ

ーダーテキストが刊行され、ホームページでも見られ

る新たなものとなり、スキーを盛り上げ、クラブを盛

り上げ、楽しいスキー生活に導ける指導員たれ！感じ

るところもあり、新たな気持ちでシーズンが送れるの

ではないかと思いました。（講師赤木上級指導員）技術のところでは近年言われている谷まわりター

ンの重要性について、谷まわりターン技術ターン前半の減速によりスピードの一定を作り操作性を高

め恐怖心を小さくするなど指導する立場で指導対象者の年齢、技術、体力にあわせた指導としてター

ン前半(谷まわり)の技術の重要性が良く理解できたのではないかと思います。(講師伊東中級指導員)

スキー場で中々減らない事故、ケガ、まず何故起こるか、私はまずルールを守る、注意を払う(他人に、

自分に、環境に)が重要だと思いました。他の人に対して配慮・注意を払う⁉、混み具合、距離感、レ

ベル等 自分には自己技術力、過信、体調・体力・疲労等に

気をつけ、起きてからどうするか、昔スキー事故 10 則があ

りましたがそれ以外に事故原因、相手や事故の情報、事故後

の援助などあるとも言われています。事故、ケガは少しの注

意で減らせることを肝に銘じています。事故、ケガはなくて

当たり前と思える環境を！今回の指導員会議には本来参加

予定を組んでいなかったのですが、今回受けないと指導員規

定に反しますよとの指摘もあり参加しました。コロナ禍で規

定が緩まったと思っていましたが前と何ら代わってないの

だと思います。指導員研修が年 1 回で都合が付かない恐れが多分にあることがわかりました。今後改

善をお願いしたいものです。                    小原 四郎(島本 SC) 

指導員会議に参加して!! 



“森の宮 SCの新人歓迎ウオーキング” 

2022年 10 月 29日(土)新人“毛利美奈

子さん”歓迎のため、奈良公園で散策ウ

オーキングを行いました。森の宮 SCとし

てクラブ・組織発展のバロメーターであり、今回３年連続して新人歓迎を行いました。 

（写真の前列真ん中に毛利美奈子さんが写っています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 16 日（日）黒姫 SC 毎年恒例の収穫祭を開催しました。場所

は田原会長の奥さんの実家。参加者はクラブ員と家族 20名、まずは

収穫の準備、バーベキューなど担当ごとに作業。ゆずの実もたくさ

んあり収穫。そしていよいよ芋ほり、今年も大きく成長している。会長に感謝。子供たちは虫にも触

れ楽しんでいました。私の娘の所にアメリカからの留学生（17歳男性）が来ていて参加。みんな英語

で話そうと必死。しかし、留学生が日本語上手。日本の生活風景を楽しんでもらいました。お腹のす

いたところで、バーベキュー。黒豆・新米おにぎり・お肉・焼き芋と秋の味覚をいっぱい受け取りま

した。近シーズンの話や雑談など楽しい

会話にシーズン到来の予感を感じる 1日

でした。 

                赤木 徹郎(黒姫 SC) 

 

《参加者の感想》                       

秋晴れの 10 月 29 日古都奈良をウオ

ーキングしてきました。10時に近鉄奈

良駅に 12名（クラブ員 7名他 5名）集

合。堀野さん（森ノ宮クラブ員）のガ

イドのもと興福寺→東大寺→春日大社

と世界遺産を巡り飛火野で昼食。浮見

堂、猿沢池、ならまちと 2 万歩、歩き

ました。堀野さんのガイドでより有意

義な楽しい 1 日となりました。谷さん

お手製の栗アンパンや、有名な餅屋へ

も寄り、飲み会もあり、とにかくお腹

いっぱいの 1日でした。 

参加された皆さん、どうもありがとう

ございました。   山原 さち子                                

 

英語で話さな！「私日本語話せます」で一安心⁉ 

黒姫,恒例の収穫祭!! 



訃報 創設以来の友を喪う‼ 

デエサとの思いで 白乗でのスキー祭典のとき、GS の横にある居酒屋で呑んでいてマスターが「若栗の

お客さんですね！デエサを連れて帰ってくれませんか」と頼まれ若栗ロッジへ。デエサの部屋まで送って

行くと元気を回復したデエサにお酒に誘われ 1 時間ほど‼あの時に一緒に居た初参加の若者には迷惑だっ

たと思いますが私にとっては懐かしい思い出です。          小原 四郎(島本 SC) 

 

 

 

 

新しく北大阪スキークラブの会長になっちゃいました宮田昌純です。会

ったこともなく「誰なん？知らんわ」という方も多いと思います。まぁぼ

ちぼちお会いして話しができたらなぁと思ってます。 

みなさん、えらい世の中になってますなぁー。年金は下げられるわ、ウ

クライナ侵攻と円安で物価はどんどん上がるわ、地球は温暖化していくわ、

生活がたいへんやのに軍事費は倍にしようとするわ、プーチンさんは戦争

をやめそうになくて核兵器を使うようなこと言うわ。コロナ禍もあり、ス

キー・スノボを楽しむ雰囲気ではないんとちゃいますか？コロナ禍や物価高で外出や旅行に行く機会

も減り体力面やメンタル面でもスノースポーツをやる気力なかなか湧いてけえへんと思います。北大

阪スキークラブではコロナ禍での運動不足とクラブ員の高齢化での健康年齢をのばすだけでなくス

ポーツ年齢の向上めざして先日の総会で体力測定やトレーニング方法も紹介しました。「自分の体力

の気づき」から始めてトレーニングをしてクラブ員がスキー・スノボを安全に楽しめる身体にしよう

と方針にも書きました。 

また、戦争はアカン「スキー・スノボは平和でこそ！」もクラブとして発信していこうと思っており

ます。大阪スキー協の各クラブも高齢化してるのとちゃいますか。安心・安全でうまくなる行事でク

ラブ員が楽しい取り組みでないと新しくクラブ員を迎えられへんと思います。 

さぁ～スキーシーズンはもう目の前です。しっかりと体力づくりをしてケガをしにくい身体づくりも

して、目標も具体的にもってスノースポーツを楽しみましょう。 

みなさん、ゲレンデで会ったら声をかけてくださいまし。よろしくお願いしまーす。 

                                    

大阪スキー協の創設前から色々とご指導援助を頂いていた、デエサ

こと宮沢寿男さんが 9 月 11 日お亡くなりになりました。享年 85 歳。  

デエサは若栗ロッジオーナーとして白馬乗鞍スキー場がまだ若栗スキ

ー場の頃から大阪のスキー協創設の仲間の人達とクラブ結成にと助言、

援助等の御尽力を賜りました。2020 年に、コロナ禍が始まり中々行けずじまい

だったのが心残りです。体調を崩され入院されていたとの事でした。スキー協創

設以来の北大阪スキークラブのメンバーの林さん、川上さんがお通夜にそして告

別式に土庵さん、伊藤勝二さん、石垣さんが参列されました。長い間大阪スキー

協、会員、各クラブにご指導、ご鞭撻、助言等頂き誠にありがとうございました。

心よりご冥福をお祈りいたします。（北大阪機関紙の記事から掲載しました） 

 

スポーツ年齢の向上を目指す北大阪新会長!! 

訂正…No416 号にて 54 期理事体制の記事で、森岡健治(北大阪)となっているのは森岡健治(西大阪)です。 

(白馬乗鞍観光協会 HP から) 


