
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 2 月 6 日（木）出発～9 日（日）帰阪で第４２

回 Osaka スノー祭典を志賀高原で開催します。チラシは

届いたでしょうか？今回も、高齢の方に好評の昼発のバ

スと勤労者の方にも参加してほしいと夜発のバスを出

す事になりました。 

【実行委員会では…】 

・安全に楽しくレベルアップの講習を企画（ビデオ撮

影＆ビデオクリニックを含め。） 

・大交流会では、みんなが楽しく交流できる企画をワ

イワイ楽しく検討中。 

・ゲレンデでも遊び心ある取組みを計画中。 

【広報活動では…】 

チラシを 3000 枚印刷。各クラブへの配布（会員数×3 枚）。これ

までの一般参加者への郵送。各団体への配布。無料の新聞折り込

みの依頼。新聞催し物コーナーへの投稿など行いました。 

知合いのスポーツ店にチラシを置いてもらう。行きつけの居酒屋に

チラシを貼ってもらう。スキー以外の所属しているサークルでお誘

いなども取組んでいます。12 月には駅前での宣伝行動も予定して

います。 

【皆様にお願い】 

○知人・友人・ご家族を誘って参加して下さい。 

○サークルでチラシ配布して下さい。 

○馴染みの店に掲示してもらって下さい。 

○無料、掲載・折り込み OK な新聞など紹介して下さい。 

【すでに…】 

チラシが出来上がる前から前回参加者からの問合せがあったり、チ

ラシが届くとすぐに申込みして頂いた方もおり、祭典を楽しみにさ

れている方がいる事がわかり、実行委員の励みになっています。 

 一人でも多くの方と祭典でお会いできるのを楽しみにしてい 

ます。 

                                  祭典事務局：玉井 はるみ 
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関西ブロックレベルアップ 

養成・研修会 
日  程 12 月 20 日（金）～ 

            22 日（日） 

スキー場 志賀高原 一ノ瀬スキー場 

宿  舎 ホテル山楽 

費  用 \27,500‐（コースで変動有） 

締  切 12 月 6 日(金) 厳守 
問合せ・申し込み 京都スキー協 

kyotoski@outlook.com 小山孝夫 

              

「大阪府勤労者スキー協議会←検索」 

＊第４２回 Osakaスノー祭典  
志賀高原で会いましょう‼ 
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大阪スキー協 BBQ大会 

 

 

 

11 月 24 日(日) 11 時から大阪スキー協 BBQ 大会は初めての淀川

河川敷西中島地区で開催。天気予報は午後から雨予報でしたが、

みんなの思いが通じたのか見事に外れて、参加者も当初予定より

増えて 17 名に!!乾杯の後は実行委員長の挨拶から参加者の自己

紹介と、食べて飲んで、スキー談義に花が咲き～隣の若者グルー

プにスノー祭典の案内チラシを配り仲良くなって反応良し!!来

年もこの場所でとの希望も出て、無事終了しました。終わって 2

次会もあったとか!?お疲れ様でした。ありがとうございました。 

  

 

 

11 月 10 日(日)13 時から指導員会議・森の宮「アネックスパ

ル法円坂」にて、指導員だけでなく養成受験者も参加して 24

名参加、第①講義石垣中級指導員から「会員拡大とクラブ・ス

キー協運営について」「指導員規程」「大阪スキー協財政につい

て」続いて第②講義は大久保中級指導員から安全「転ばぬ先の

杖」と「スノー祭典へのお誘い」「関西ブロック 12 月レベルア

ップバス便」第③講義は滋賀スキー協の野瀬全国デモをお招き

して「動画で確認新教程」2018 年版スキー教程 DVD を鑑賞し

ながらの解説が行われ、参加者全員シーズン間近のレベルアッ

プへ、終わって懇親会も開かれました。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

北大阪 SC 彦根テニス合宿 10 月 5 日（土）～6 日（日）に琵琶湖沿いの

ホテルにて、北大阪スキークラブの一泊テニス合宿を開催しました。北大

阪のオフシーズン行事として、今年で 4 年目。今回の参加者は 9 名（男性

6 名、女性 3 名）。滋賀在住の北大阪のクラブ員が計画し、当クラブ員は

もちろん、森ノ宮スキークラブの方も一昨年から参加してもらっています。 

前日までの台風が嘘のように、両日とも秋晴れ、涼しい風が吹く爽やか

なテニスとなりました。初級者から上級者まで怪我なく楽しく出来たのが

何よりです。ユニフォームはそれぞれでしたが、とある 2 人が北大阪のオレンジ色の T シャツ、青の短パンと

双子コンビ（吉本新喜劇）のようでした。超初心者の私は、数回ボールをホームランしましたが、練習の成果

か？！最後のほうは上達したように思います。上級者の方も易しくサーブを打ってくれるなど、初級者を気遣

いながらノンビリとテニスをしていました。 

夕食は近江牛豆乳鍋コース、二次会は深夜まで続き、スポーツと食欲の秋を満喫しました。大阪から来た人

はもちろん、地元の私も観光気分を楽しみました。参加してくださった皆様、ありがとうございました。 

池田 真（北大阪 SC） 

スキーシーズンを前に筋力アップ！紅葉を眺めながらシーズンを待つ 

＊2020 スキー談義に花が咲き!! 

シーズンに向けてレべルアップへ!! 



☆ハイク&BBQ雪が降る前に紅葉を楽しむ‼ 

幻に終わった行事再会！ 

 

 

 

エコーSC 秋のハイク&BBQ11 月 23 日(土・祝)秋晴れの紅葉の中、梅

田から能勢電日生中央駅へ、8 名参加でエコー登山隊 4 名!?無事雨森山

384m 登頂して、例年お世話になっている澤田さん宅でのガーデン BBQ

へ、BBQ からの参加も有り、食べて飲んでその後は山小屋風のお家のリ

ビングでコーヒータイムまで大満足。 

2 次会は塚口にて居酒屋「凛」さんで乾杯‼お疲れ様でした。 

                      八嶋 勝（エコーSC）                            

 

 

昨年、幻に終わった行事を 10 月 26 日に再企画、6 名で伏見ツァ

ーに行きました。京阪電車「東福寺駅」に 10 時に集合、駅から徒

歩 10 分程度で「東福寺」に到着。 

七堂伽藍、圧倒的な建物の大きさです。創建 750 年にもなる禅寺、

脈々と続く歴史を感じつつ参拝。広大な敷地にある通天橋からの紅葉は絶景とか、残念ながら紅葉はまだ早く

みることが出来なかったが「一時座禅すれば一時の仏となり…」とされている禅に心が洗われたと誰かの、心

の声が聞こえたような…「東福寺」から「伏見稲荷」へ移動。「東福寺」の静寂はどこへ「伏見稲荷」の大都

市のターミナル状態の混雑にびっくり。そして、どこを向いても外人?!角々にある着物レンタルの看板、外人

客が着物をレンタルし、赤い鳥居を歩いている。20 年以上前には想像出来ない風景、鳥居の中もラッシュ時の

階段のよう…。伏見さんには悪いけどもう行きたくない。後で聞いた話ですが、日本で一番観光客が多い場所

だったそうです。でも、お天気に恵まれ仲間と楽しんだ一日でした。            (大阪 RC) 

 

 

 

11 月 24 日（日）14 時島本町桜井公会堂で島本スキークラ

ブ恒例のスキーヤーの集いが参加者 28 名で開かれました。会

長の挨拶のあと小田切さんによります「介護予防体操」の講習

が行われ、小田切さん掛け声で体操が始まりました。激しい運

動はなく、ゆっくりとした体操ながら少し温かくなり薄っすら

汗をかく程度の運動で、ユニークだったのは舌の運動で体全体

を使って舌を動かすものです。舌を下から上に出したり動かす、

右から左へ動かしたり、口の中で舌を回すように動かしたりす

る運動で日頃やったことのない運動でした。その後山本さんの「スキーが上手くなる筋トレ」を行いました。

ワイドスタンススクワットのあとツイストフロントトランジ（脚は肩幅くらい、脚を踏み込むように行う）床

にシート敷いて体幹トレーニングのプランクとリバースプランクなどを行い。スキービデオの試写会を行い渡辺

一樹と松沢寿・聖佳のＤＶＤを見たあと、懇親会を行いました。幕の内弁当におでん食べながら 2020 年シーズン間

近で島本ＳＣの行事のこと、スキーどうすれば上手くなるかなどスキー談義に花が咲き、ビールも入って楽しいス

キーヤーの集いとなりました。                         小原 四郎（島本 SC） 

島本スキーヤーの集い２０１９を開催‼ 



 ２０２０年スキーシーズン 全国・大阪スキー協＆各クラブシーズン行事紹介 

１２月 ７～８日（土・日） 全国中央研修会 志賀高原 全国スキー協 

 ２０～２２日（金～日） 初滑り＆養成＆研修 志賀高原一ノ瀬 関西ブロック 

 ２９～1/３日（日～金） 越年スキーツアー 赤倉温泉 北大阪 SC 

1 月 １０～１３（金～月祝） 島本レベルアップ 志賀高原 島本 SC 

 １０～１３（金～月祝） フェスティバル in 野沢温泉（高槻 SSC 共催） 野沢温泉 エコーSC 

 １０～１３（金～月祝） ポールレッスン 木島平 大阪 RC 

 １８～１９日（土・日） 森の宮スキー合宿 PartⅠ ブランシュたかやま 森の宮 SC 

 １９日（日） 日帰りスキー 琵琶湖バレー やっぱ ski 

 中旬 日帰りスキー 今庄 365か国境 茨木 SC 

 ２５～２６日（土・日） 指導員合宿   北大阪 SC 

 ２５～２６日（土・日） 1 月例会 ハチ北スキー場 黒姫 SC 

 ２８～３１日（火～金） ウィークデースキー 戸隠 島本 SC 

２月 １～２（土・日） 関西ブロック競技大会 夜間瀬 関西ブロック 

 ６～9 日（木～日） 第４２回 Osakaスノー祭典 志賀高原 大阪スキー協 

 中旬 日帰りスキー 今庄 365か国境 茨木 SC 

 ３週目   八方 大阪 RC 

 ２１～２３日（金～日） レベルアップスキー（北村 SSS１日講習） 志賀高原 エコーSC 

 ２１～２４日（金～月祝） パラダイス 白馬乗鞍 北大阪 SC 

 ２２～２３日（土～日） 初級指導員、検定会 白馬乗鞍 大阪スキー協 

 ２２～２４日（土～月祝） 御岳ツアー 御岳スキー場 黒姫 SC と 

       大阪RC合同 

 ２５～２８日（火～金） ①北海道ルスツスキーツアー ルスツリゾート エコーSC 

 ２８～3/2 日（金～月） 島本スキー祭典 野沢温泉 島本 SC 

 ２９～3/1（土・日） 全国競技大会 戸狩 全国スキー協 

３月 ４〜７日(水～土) ②北海道ルスツスキーツアー ルスツリゾート エコーSC 

 ５～８日（木～日） 北海道ツアー １   北大阪 SC 

 ６～９日（金～月） 北海道ツアー ２   北大阪 SC 

 ２週目   戸隠 大阪 RCSC 

 １３～１５日（金～日） 森の宮スキー合宿 PartⅡ 赤倉温泉 森の宮 SC 

 １９～２２日（木～日） フェスティバル 野沢温泉 北大阪 SC 

 １９～２２日（木～日） ファイナルレベルアップ in 白馬 白馬さのさか エコーSC 

４月 ３～５（金～日） 関西ブロック、レベルアップ講習会 志賀高原、一ノ瀬 関西ブロック 

 ４～５（土・日） 関西ブロック、初中級指導員研修・検定会 志賀高原、一ノ瀬 関西ブロック 

５月 ２～４日（土～月） 第４１回千国街道 塩の道祭り 小谷村 茨木 SC 

 １０日（日） 指導員会議   大阪スキー協 

   ボウリング大会＆懇親会   大阪スキー協 

 

 

 

 

 

※スキーメイト No.182 2019・11月号お勧め記事!!・スキーが履けなくなる日まで ボード西日本游雪人結成 

・巨人逝く長尾正二前会長追悼・【新教程の理解を深める】なぜ「谷足戻り」がスキーの上手さの転換点なのか 

・らくらくネイチャースキー 歩いても、登っても、滑っても楽しいよ！50周年「夢のような時間」「あと 100年」

等 


