
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                      石垣 康夫(大阪スキー協会長) 

地球の温暖化の影響でスキー場に雪がない。消費税１０％増税で生活が苦しいな

どスノースポーツを楽しむ私達にも厳しい年になりそうですが、様々な困難に負け

ず、今年もスキー・スノーボードを持ってゲレンデに行きましょう。 

 大阪スキー協も財政問題・会員拡大など課題がありますが、クラブを作った目的

やクラブに入ろうと思った時の事など思い出して頂き、「仲間と一緒に滑る楽しさ」

を語り合い、新たな仲間を増やしましょう。 

 今年も「Osaka スノー祭典」の開催とともに、新たな取組みとして「日帰りス

キー」「大阪独自の初級指導員研修会や検定会」を行います。クラブ行事、スキー

協行事をみなさんと一緒に力を合わせ成功させ、より元気な大阪スキー協にしていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和になりはじめて迎えるお正月です。地球温暖化が問題になっていますが、今

年の雪不足は異常です。平和を守り、地球温暖化とも向き合わなければスキーも出来

なくなりそうです。 スキー人口も減少傾向になっていますが、スキー、スノーボー

ドの楽しさをより多くの人に伝えながら仲間を広げていきたいと思います。 

今年も宜しくお願い致します。             北口美弥子(北大阪 SC) 

 

新年早々私事ですみません。 

私は今年で 75 歳のいよいよ後期高齢者の仲間入り、又我が家では 2 月に初孫が誕生予定

です。少し気が早いですが 4、5 年先にはその孫と雪遊びなどをしたいと願っています。そ

の為にも体力の維持、向上に向けて日々努力が大切と、その出発点の年にしたいと思います。  

馬場 忠雄(西大阪 SC) 
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Osaka スノー祭典 
日 程 ２月 6 日（木）昼夜発～9 日(日) 

スキー場 志賀高原一の瀬 

宿  舎 ホテル「山楽」 

締   切  1 月 25 日(土) 

参 加 費 44,000 一般・の場合 

(往復バス、2.5 泊 5 食、講習、保険込) 

問合せ・申し込み 大阪スキー協  

担当:玉井まで、大阪スキー協 HP からも 

問い合わせ申し込みできます。 

 

「大阪府勤労者スキー協議会←検索 

２０２０スポーツの年をより元気な大阪スキー協で!! 

             元号が平成から令和に変わりました。私たちエコースキークラブの会長も、八嶋さ

んから、私、森下に変わりました。よろしくお願いします。就任早々、申し訳ないで

すが、会費の値上げをお願いしなければなりません。また、近年暖冬続きで積雪が少

なくスキーを楽しめる期間が短くなり、スキー場の閉鎖や、リフト券の値上げなど、

スノースポーツをする環境が厳しくなってきました。それでもクラブに入っていて良

かった。スノースポーツを趣味にして良かった。そう思える様なクラブ運営、一年に

したいです。                                             森下 学(エコーSC) 
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黒姫 SC は結成 27 年現在会員 13 名です。毎年恒例のオフ行事の収穫祭&BBQ

は丹波ささやまで開催し多数の参加で好評です。今年も会員全員が怪我無く安全

に楽しくレベルアップが出来ればと願っています。 

 

田原 宣博 (黒姫 SC) 

 

 

 

森の宮スキークラブは昨年の祭典で一人会員を増やしましたが、その後二人会員が退会

し、現在会員 7 名の弱小クラブのまま新しい年を迎えました。今年こそは何とか会員

を増やし、二桁クラブを目指したいと思っています。     

今のところ活動計画は、昨年と代わり映えしない内容となりそうですが、行事を一つ

一つ成功させる中で、遅い歩みですが進んでいきたいと考えています。ことしも後ろ

のほうから付いていきますが、よろしくお願いします。 

柳原 賢之（森の宮 SC） 

2020 年の冬、心配していたとおり、やはり雪が無い。 

正月スキー行けるかな〜、みんなラインで心配そう。 

今、積雪 0 センチ、こればっかりはどうしようもない、地球温暖化の

影響かなあ〜。去年も正月スキーは、出発の３日程前に降りました。

年々厳しくなってきたなぁー。白乗に早く雪よ降れ。                       

野村 耕二(此花ファミリー) 

 

2020 年いよいよ スキーシーズンに入りました。長野県のスキー場オ

ープンはまだまだ限られたところしかありませんが、間もなくスキー可

の所も増えてくるでしょう。島本 SC もスタッドレスへの履き替えレベ

ルアップ、クラブ内外のスキーヤーとの交流にと、多くのスキー行事に

取り組みます。たくさんで行くとその分楽しさもたくさんになります。

2019 年以上にスキーを楽しみましょう。 島本 SC （代筆 SK） 

 

昨年は 1 月にインフルエンザに成ってしまい、クラブで予定していたスキー行事に

参加できなくなりました。 

10 月には帯状疱疹になり、体力が年々低下しています。今年こそ病気に打ち勝ち 

スキーにいくぞと気合いだ!気合いだ!と奮闘しています。誰かスキーに連れてって‼️          

前田 始彦(茨木 SC) 

 

 

 

 

 

 12 月 20 日（金）～22 日（日）志賀高原 一ノ瀬スキー場にて開催されました。温暖化の進行による雪不足

が毎年続き昨年より一週間遅らしたのですが、矢張り雪不足は解消されないようです。そんな中大阪、兵庫、

滋賀、和歌山、そして主管の京都の 2 府 3 県のスキー協の会員 73 名（スタッフ含め）が参加。大阪では今回、

関西ブロック初滑り・養成・研修会が開催される!! 



初めて関ブロの行事に貸切バスをだしました。昼発（森ノ宮、水無瀬）で快適なバスとなりましたが、初めて

で取組も慌ただしくなり、参加者 31 名中 23 名とやや少なかったので運賃は割高となりました。今後定着すれ

ば参加者も増え安く行けるのでと思います。車の手配や事故、運転者の負担などを考えると来年も検討される

でしょう。参加の皆さんお疲れ様でした。 機関紙部 

 

 

 

初級養成班は明星上級指導員のもと 6 名で大阪からは 3 名が参加。

今年が初級指導員受験はラストになると思っています。教えてもら

う事で理解できて良かった。自分ではやっているつもりでも不十分

でダメ出しばかり。弱点（特に足首の緊張）を常に意識して検定に

向け練習していきたい。  養成班：森岡 健治（北大阪 SC） 

 

 

 

  赤木上級指導員の研修は昨年に続き 2 度目。昨年より、特に何度も行った初

歩のパラレル・ベーシックの理解がシーズン初めに深まり良かったです。最終日

にはクラスで目合わせ行い、初級 3 名・中級 2 名の 5 人が相互に点数を付けるだ

けでなく、評価・課題を話合う事ができ、楽しい研修となりました。毎年思うの

ですが、他府県の方々といろいろな形で交流できるのが、この関西ブロック行事

の魅力です。    研修：玉井 はるみ（森の宮 SC） 

 

 

初日は山田恵理 SAJ デモの指導を楽しみでいました。しかし雪不足がスタート

を不安視させるかのように大広間で開会式前の説明会で始まりました。リフト券

購入の件や土曜、日曜に大勢に小・中・高生が大勢入山してくるとのこと。一ノ

瀬ファミリーは下半分の 80％ぐらいがやっと滑れる程度、ダイヤモンドは行くの

に道路横断でしか渡れない。おまけに途中の道が凍っている等今までになく滑り

にくいゲレンデ状況でした。山田デモの講習はポジションを充填教えていただき

ました。この講習で教えてもらったブーツたけで滑ることとプルークの状態で、

山にバックで登ることです。今シーズンの終わりにはできるようにするのが目標

です。2日目 3日目は森田指導員に新教程を洗練のパラレルターンⅢから逆の順番で教わりました。この講習で技術

のパイントがはっきりしたかんじがしました。今回から 12月の終わりの講習となり八方合宿が２月にずれ込み行け

るかどうかわからなくなったのは残念です。 

山本亮介 SAJ デモのクラスは 20 日が講習日 21 日 22 日は和田指導員による指導でした。受講者は 6、大阪は

3 名でした。狭いコースで雪不足の中丁寧に指導して頂いたそうです。 

 小原 四朗(島本 SC) 

 

 

 

 

 

 

弱点を克服して指導員に！ 

初滑りコース 
大阪からボード 1

名を含め 9 名が参加

雪不足と大混雑の中

でも楽しかったと喜

んで頂けました。 

 

初歩のパラレル・ベーシックの理解が深める研修会‼ 

 

野瀬デモコースの 

ビデオレッスン 



 

 

日 程: 2月 15日(土) 新大阪発のスキーバス利用!! 行先は何処に～!? 

今まで要望が多かった日帰りスキーを計画します。往復バスとリフト券、レンタル割引クーポンも

ついてリーズナブル!! 気軽に参加出来てレペルアップ!! 募集中!!取りあえず各クラブで呼

びかけて下さい。 締め切りは 1月 24日(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                              

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 大阪スキー協技術教育局 研修会・検定会日程 ☆ 

◇ 1月研修会…1月 25日(土)～26日(日) 初級指導員研修会・やぶはらスキー場 

◆ 2月研修会…2月 7日(金)～9日(日)スノー祭典での初級指導員研修会・志賀高原 

■ 2月初級指導員検定会…2月 22日(土)～23日(日)・白馬乗鞍温泉スキー場 

関西ブロック他府県の検定会紹介 

＊兵庫スキー協初級指導員検定会…2月 15日(土)～16日(日)兵庫県氷ノ山国際スキー場 

＊＊ 各クラブ主な取り組み＊＊ 

・越年スキーツアーin 赤倉温泉…12 月 29 日～1 月 3 日(金)・北大阪 SC 

・島本レベルアップ in 志賀高原…1月 10 日(金)～13 日(月・祝)・島本 SC 

・フェスティバル in 野沢温泉…1 月 10 日(金)～13 日(月・祝)・エコーSC、高槻 SSC 共催 

・ポールレッスン in 木島平…1 月 10 日(金)～13 日(月・祝)・大阪 RC 

・森の宮スキー合宿 Part1 ブランシュたかやま…1 月 18 日(土)～19日(日)・森の宮 SC 

・日帰りスキーin 琵琶湖バレー…1 月 19 日(日)やっぱ ski 

・日帰りスキーin 今庄 365 及び国境スキー場…1 月中旬・茨木 SC 

・日帰りスキー…1 月 21 日(火)or1 月 23 日(木)・高槻 SSC 

・指導員合宿及び大阪スキー協初級指導員研修会…1 月 25 日(土)～26 日(日)・北大阪 SC 

・1 月例会 in ハチ北スキー場…1月 25 日(土)～26 日(日)・黒姫 SC 

・ウィークデースキーin 戸隠…1月 28 日(火)～31 日(金)・島本 SC 

＊参加申し込みは各クラブに問い合わせて下さい。 

スキーメイト No.183 号 1 月号…記事紹介・好評特集 スキー場アンケート&リフト券プレゼント

有り、近畿のスキー場も多数有り、応募は先着順なので早い目に!! 


