
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

各クラブ会員・理事お方々には普段から大阪スキー

協にご協力いただきありがとうございます。 

 第 53 回総会を 8 月 8 日国労会館で開催することを

理事会で決定しました。昨シーズンからコロナ禍の中、

行事開催するにあたり、いろんな困難がありました。

特に今シーズンは第 43 回 Osaka スノー祭典が中止さ

れるなど、参加予定されていた会員の方々や参加者の

皆様には残念な思いをさせたと感じています。 そん

な中、久しぶりに中級

指導員が誕生したという明るいニュースもあります。 

 コロナ対策を行う中での行事開催や行事中止などいろんな経験や

弊害が出てきていると思います。みんなで知恵を出し合い、会員さん

の方々と繋がりをもちながら、来シーズン 安全で楽しい企画を実施

出来る方法などを論議していただきたいと思います。 

 各クラブにおいては、理事・代議員の選出をよろしくお願いします。 

                             大阪スキー協会長 赤木 徹郎 
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指 導 員 会 議 
日  程 ７月 18 日（日） 

開催時間 13：15～16：30 

会  場 クレオ大阪西部館 2F 研修室 

(JR 環状線西九条駅下車) 

締   切 : 7 月 10 日(木) 

参加費:1,000 円 ＊検温とマスク着用 

連絡先 sakd93g9@aurora.ocn.ne.jp 

FAX:06-6461-6076(18 時～22 時) 

※ 出欠に関わらず連絡お願いします。 

 

 

 

「大阪府勤労者スキー協議会」←検索 

皆さんの知恵と団結で新しいシーズンを迎えましょう!! 
第53回大阪スキー協定期総会にあたって 

＊ ＊第 53 回定期総会案内＊＊ 

8 月 8 日(日)開場:13 時 10 分 開会:13 時 30 分 閉会:16 時 30 分 

会場:国労会館 3F 大会議室（JR 環状線天満駅下車 2 分） 

大阪市北区錦町 2-2 電話 06-6354-0661  

*自宅にて検温の上、マスクを着用の上入室  

                          ＜内 容＞ 

★ 52 回活動報告・決算収支報告･会計監査報告 

★ 53 回活動方針(案)・収支予算(案) 

★ 53 回役員選出 
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GWスキー初参加。やっぱり楽

しいですよね、スキー。30年以

上スキーから遠ざかっておりま

したが、これから先、スキーを

楽しんでいくきっかけとして、

これ以上にないくらいの思い出

となりました。 

クラブの先輩方、ホテルの皆さ

ん、万座温泉、全てに感謝。 

糸乘 公彦(島本 SC) 

 

春は早く桜も速く昇り散る⁉ 

 

 

 

有志 GW志賀高原スキー2021年 5

月 2 日(日)朝発～4 日(火・祝)夜

帰阪 2 泊 3 日・宿舎熊の湯「志

賀高原ロッヂ」 2 年振りの GW ス

キーは車 3台、北大阪、島本、エコ

ー、一般から計 9名参加、JR桜ノ宮

駅 9時半集合、当初参加が少ないか

と心配していましたが初めて参加メンバーもいて、賑やかに、こ

の時期志賀高原は初夏模様のはずが何と熊の湯着頃には雪に!?到

着初日の晩ごはん BBQは真冬状態のテラスで、これもいい経験と、

みんなで乾杯!!翌日朝 6 時からの早朝熊の湯スキーも元気に全員

参加、今回は SAJ 準指やテクニカルのメンバー、スキー協デモと

も同宿になりハイレベルに、いつもの遊び半分と違うスキー本気

モード!?になりました。新雪が

積もりコースはグッドコンデ

ィションに、その後は横手山で、

良く滑りレベルアップ!!翌日は後恒例の万座温泉へのドライブ、

秘湯露風呂でリラックス&リフレッシュ!! ホテルでは、近くに来

ていたエコーメンバーと他のグループと共に交流して偶然の同窓

会やスキー談義にも盛り上がり、充実した GW スキーになりスキー

シーズン無事終了しました。ありがとうございました。お疲れ様

でした。               八嶋 勝(エコーSC) 

 

４月５日（月）花見を

奈良県吉野で行いまし

た。2021 シーズンは島

本 SC ではコロナ禍でスキー企画を控えこの指企画で木曾福島

スキー場行きましたが、行事としては企画できませんでした。

そんな中、今回 久しぶりの企画で吉野へ行くことになり、参

加者は 15名で吉野駅からバスで中千本、徒歩で上千本まで登り

ました。志賀高原も吉野も季節が 2週間も速く経っているようで！桜も上千本でも散りかけていまし

た。残念な花見でした。                               小原 四郎(島本 SC) 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

大阪スキー協50周年記念Tシャツを1枚５００円で販売しています。 

「乾きが早く、洗濯が助かる」「夏に向けて何枚あってもいい！」「５  

００円なら３枚買う」など会員さんの声があります。まだお持ちでな

い方・すでにお持ちの方もこの機会に是非ご購入下さい。 

※購入希望の方は各クラブ理事・役員にご連絡ください 

                

                



森の宮 SC 春のテニス合宿 
 

 

「作品はくちばしが黄色いペンギン!?」 

3月 5・6・7日、東大阪市文化創造

館で東大阪市民文化芸術祭に陶芸の部で作品を出品しました。これは賞

を取ることとかではなく、新しいことにチャレンジしたいと思い参加し

ました。知るきっかけとなったのは 20 年 9月頃、仕事帰りに見た地域の

掲示板で、「東大阪ではこんな行事があるんや」と思い、スマホでパシ

ャリと写真を撮り、家に帰りました。それから空いた時間が出来たらス

マホの写真を見たり、ネットで調べたりして 1週間ぐらい過ぎた所で、

気持ちに変化があり「何か俺でも行けるんちゃう？笑」と思い、勢いだ

けで 9月 27日に社会教育センターで受付しちゃいました。10 月 19 日、

社会教育センターに行き緊張しつつ席に座り、搬入から搬出までの流れを聞きつつ周りを見た感じで

は同世代はおらず人生のベテラン方が大勢いました。 

次の日から作品作りに取りかかりましたが、何からしたら良いのか分からなく取り敢えず、日本酒好

きなので酒器に決め、酒器にも色々ありますが高杯・ぐい飲みに候補として絞りました。人生初めて

の展示会と言うことで、電動ロクロを使わず手で作る技法を行い、展示場の背景など考えつつ色や形

の違う作品を 6点ほど作製期間は 2ヶ月かかり作陶しました。次に作品名ですが、単に「酒器」でも

良いのですが、何かないかと会社の人 2名に相談した所、「ペンギン」でええんちゃうと言うノリで

答えてくれて取り敢えず候補とし、もう一人は「作品に対する背景と

か入れればいいのでは」とアドバイスをくれ「展示会は人生初めて＝

初心者・素人」で調べて行くうちに類似語として「くちばしが黄色い」

にたどり着き先ほどの「ペンギン」と合わせ「くちばしが黄色いペン

ギン」になりました。  日にちが経ち搬入日(3月 4日)、会場には

陶芸以外にも絵画や書道や写真など数多くの素晴らしい作品が並ん

でいました。緊張や不安であまり覚えていませんが中には次の作陶の

イメージを生かす作品もあり良い刺激を貰いました。そして当日、3

月 5日～7日の 3日間は陶芸教室に通っていましたが、内心ドキドキ

し 7日の搬出日は常に教室の時計を見ていた記憶しかありません。そ

れでも行事が無事に終わり、良かったと思いました。  最後に作品

を見てくださった方、ありがとうございます。今後もこのような行事があるのなら参加し楽しみたい

と思いますので見に来てくれれば嬉しいです。最後まで読んでいただきありがとうございました。                      

斉藤 真人(北大阪 SC)                                                         

新緑の山々と田園風景に囲まれた兵庫県青垣のテ

ニスコートで４月 24 日（土）～25 日（日）に 1 年

ぶりのテニス合宿を行い、参加者は 16 名（うち 4

名は日帰り）が集まりました。久しぶりに会うメン

バーとテニスだけでなく近況報告にと楽しく交流できました。 ただ残念なのは、森の宮 SC 行事に

皆勤賞だった浜田さん（北大阪 SC）の姿がなかった事です（昨年 5 月に天国に）。公な偲ぶ会は出来

なかったけど、参加者から口々に浜田さんの思い出話が出て、ささやかな「偲ぶ会」ができました。 

 今回、初参加の森田さん（北大阪 SC、新入会員）からも「次回にむけてテニスもちょっと練習し

ておきます」と秋の合宿を楽しみしているとの声がありました。以前のように安心して自然の中で思

いっきり汗を流し、みんなで大いに交流できる日がくる事を願います。玉井 はるみ（森の宮 SC） 

陶芸教室に通って・・・ 



 

 

 

エコーSC 春ハイク&BBQ4 月 10 日(土) ､行先は昨年秋ハイ

クに続いて、阪急梅田駅 8 時半集合 10 名、現地直接 2 名、

スキー以来で初参加や他クラブからも澤田さん含めて 13 名

参加の盛況になりました。今回は春ハイクらしく!?女性の参

加も多く華やかに賑やかに!?日生中央の澤田さん宅へ。BBQ

買い出し組とハイク組に分かれハイク組は買い出しと用意を

お任せして、いつもの雨森山 348m へ出発。エコー登山隊は

何と 10 名と盛況に、慣れたもので!?コースタイム 50 分で頂

上へ、急登りで良い汗かいてトレーニングになりました。新

緑と野の花を愛でてと展望を満喫し帰りも一気に、澤田さん宅に昼過ぎに戻り現地集合組とも合流。

全員、お腹も空いて喉もカラカラ状態、グッドタイミングでガーデン BBQ スタートです。澤田さん

宅は裏山の砂防ダム工事も終わり景色も一変して、それも話題に

しながら、乾杯の後は近況報告に始まり、美味しい焼肉から焼き

そばまで食べて、飲んで、スキー談義に盛り上がりました。その

後は山小屋風のリビングへ、BGM を聞きながらコーヒーでゆっ

くりノンビリの楽しいひと時になりました。17 時過ぎまでお世

話になり、澤田さん宅を出発、又々歩きで日生中央駅まで、阪急

川西能勢口駅にて解散、途中寄り道は JR 経由で!?参加の皆さん

お疲れ様でした。澤田さん毎年になりお世話をおかけしました。

又秋も、裏山の紅葉が楽しみです!?  八嶋 勝(エコーSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨森山から望む箕面里山そして六甲山⁉ 

☆2021国民平和大行進 
今年は新型コロナの影響が有り平和行進も様変わりですが、

大阪府内コースはコロナ対策にも配慮しつつ実施されます。

今年も熱い～中!?スキー協のぼり旗掲げて平和のアピールを

しましょう!! 

7月 4日(日)大阪市内幹線コースに参加します。 

市内コースの主な出発時間と集合場所。スキー協参加の方はのぼり旗を目印に、 

11時・天王寺公園東側(谷町筋側)あべの橋(天王寺公園前)バス停付近 

13時 20分・大阪城公園「教育塔」前 

14時 25分・大阪地裁(西天満若松浜公園) 15時 15分・南森町交差点 

15時 25分・都島区役所旭区役所・大宮南公園到着 17時予定(お疲れ様でした) 

＊マスク着用と、事前に検温して、体調良くない時には参加を控えて下さい。又熱い中歩きます

ので帽子と歩きやすい靴と飲み物、タオルを忘れずに、各所に給水所が設けられています。 

終わってご苦労さん会予定!? 

 

◆クラブ代表者会議の開催について◆ 開催日時:7月 15日(木)18時 30分～20時 

 場所:クレオ大阪西部館(JR 環状線西九条駅下車 5 分)出欠の締め切りは 7 月 9 日(金)まで、出欠に関わらず

連絡お願いします。連絡先:事務局 spkd93g9@aurora.ocn.ne.jp (終日可)FAX06-6461-6076(18時～22時) 

mailto:spkd93g9@aurora.ocn.ne.jp

