
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 月 9 日（木）～12 日（日）、第 45 回 Osaka

スノー祭典を志賀高原で開催されました。コロ

ナ禍で 3 年ぶりとなり。現地集合を含めて 70

名の参加（内一般 20 名）。1 日目は雪＆風の中、

各クラスでビデオ撮影も行い、宿でのビデオク

リニックが実施できました。2 日目は天候に恵

まれ、各クラス毎に奥志賀方面、サンバレー方

面へと分かれ出発、さまざまなゲレンデを滑走。

3 日目も晴天でグループ滑走・、ゲレンデ巡り・、

不整地基礎班に分かれ、景色を堪能しながら最

後までスキーを楽しんでもらえました。大交流

会は出来ませんでしたが、景品ゲットにむけクラス毎に力を合わせクイズ問題に挑戦する事で交流もでき楽し

んで頂けたかなと思います。いつもより一般参加の方が多い中、祭典開催中でのクラブ入会がなかった事は課

題としてありましたが、以後の加入を期待しております。事故・怪我なく無事帰阪できた事が本当に良かった

です。ご参加の皆さまのご協力ありがとうございました。 

                                                 スノー祭典事務局長 玉井はるみ 

第 45 回 Osaka スノー祭典で初めて指導員。当初は中級レベル班のク

ラス担当で自分になにができるかな？と戸惑っていると、初心者班か

ら応援要請があり、移動初心者班は生徒 3 名に指導員 3 名。最初は靴

の履き方、板の付け方から指導が必要でした。板を持って歩いて坂を

登り滑り降りるレッスンからスター。転ぶことなく、プルークで滑り

降りる事が出来るようになり午後からはリフトに乗り滑れるようにな

りました。2 日目はタンネの森や高天ヶ原まで行き事も出来、少しずつ

上達し滑りも上手くなりスピードもでてきました。人に付き添い滑る

のは初めてで、楽しかったです。初心者の人なので、ズンズンと滑れ

るようになったと思います私もあまり疲れませんでした。中級者じゃなくてよかったと思います。これからも

っと勉強です。滑れる人を教えれる様に頑張ります。良い経験が出来たと思います。 

スノー祭典実行委員長 藤原英士 
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勤労者スキー協議会機関紙  NO 363 

2023 関西ブロック: 

スプリングレベルアップ指導員・研修会 

日 程  4 月 1 日(土)～2 日(日) 

スキー場 志賀高原一の瀬スキー場 

宿泊先 ホテル 山楽 TEL(0269)34-2217 

〒380-0400 長野県下高井郡山之内町志賀高原

2 日コース応用＋基礎指導員研修¥22,000-   

基礎技術レベルップ  ¥22,000-   

ポール練習 2 日   ¥22000- 

主管：京都府勤労者スキー協議会 

  詳しくは小山孝夫 TEL090-2350-7335 

 

 

 
３年ぶりの Osaka スノー祭典開催される!! 

 HP QR コードはこちらから→ 

実行委員長指導員デビュー!! 
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祭典お疲れ様でした。祭典では本当にお世話になり有り難うございました。

3 年ぶりの志賀高原、一ノ瀬頂上からの林間ロングコ－スや高天ヶ原での今の

自分にとっては厳しい斜面を転ぶ事無く滑れた事で少し自信が取り戻せたか

なと思います。コロナ禍の中での３年ぶりの祭典大変気苦労があった事と思

います。本当にご苦労様でした。クイズ大会での景品七位でしたが「ひこに

ゃん」のお菓子大変美味しくかみさんからも好評でした。こうした中でも初

日か 2 日目かの夕食をこれまでのように班ごとに出来たら親睦も深まりクイ

ズ大会ももっと盛り上げられたような気がしました。参加費・リフト代の割

引クーポンの発行等々の心ずかい気苦労の多い祭典だった事と思います。本

当にお疲れ様でした。ゆっくり体を休めて談酒会が出来なかつたのが残念で

した。会えるのを楽しみにしてます。              S.M 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊祭典の思い出!! 
賑やかなスキー旅行を楽しませていただき、有難う御座いました。久しぶ

りに学生時代の合宿のようなスキー旅行で若返りました。色々とご配慮して

下さり感謝しています。お骨折り下さり、有難う御座いました、次回もぜひ

参加させていただきたいと思います。皆様によろしくお伝え下さい。 

御礼まで、                                R.Y 

二日間有り難うございました。久し振りの充実感でした。久し振りの集

団行動でご迷惑をかけた滑りも多々あり、失礼しました。それはさておい

ても、楽しい時間が過ごせまた。講習時間が少ないとはいえ、基本と今後

の滑りの課題となるとポイントが押さえられていたのがさすがと思いま

た。色んなゲレンデを滑る、兎に角滑るのが良かったです。滑ることが最

大の上達かと思います。来年も志賀でお待ちしています。 

志賀在住 U.O                                 

同じグループの中村さん、賀川さんも大満足でした。スキーの魅力が以前より増し

たように思います､次回北大阪の野麦峠スキーにも参加します。役員､世話役のかたに

感謝でいっぱいです‼️ありがとうございます。 森岡健治指導員(西大阪 SC) 
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 大変行き届いた取り組みで、大満足のスキーでした。森岡指導員には 2 日間、大久

保指導員に１日お世話になり、欠点が分かり今後の改善に生かしていきたいと思いま

す。もうスキーはダメかなと思ってましたが、これからもがんばろうと澤井さんと話

しながらかえってきました。来年のこの祭典もぜひ参加したいと話合いしてました。 

今後もよろしくお願いします。                                   Y.O 

 

最終日「不整地の基礎」では、女性の指導員さんと男性の指導員さんのペアでついてくださったのは、とてもよか

ったです。昔ながらの上手な滑りをされる参加者に対して、どこがどうとかーーなかなか言葉では言いにくいことも

少なくないのでは？滑れる方達だから、コーチのカービングスキーでのきれいな小回り、不整地の滑りを見ることで、

自分の滑りを修正することができるだけの技量と、滑りの量をこなしておられることに、改めて敬服でした。 

ありがとうございました。シーズンは、東京スキー協の行事と行ったり来たりですが、まだまだ滑りたいので、どこ

かで参加させていただけたら嬉しいです。                                           N.K 

 

 



2023シーズン各クラブ行事開始 

1 月 15 日(日)大阪スキー協初級指導員検定会・兵庫県ハチ高原ス

キー場にて開催されました。エコーSC から急きょサポート隊にて応

援へ、藤原英士さんチャレンジからコロナ禍が有り約 4 年、当日ハ

チ高原は雨模様で気温も上がり視界も悪く、決して良いコンディシ

ョンではありませんでしたが、教程、応用種目の課題を合格しハチ

高原に桜咲きました!!おめでとうございます。お疲れ様でした。次は指導員デビ

ューです(祭典でしました)。エコーSC『やまびこ』より。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

北大阪 SCの恒例行事越年スキーが 12月 30日(金)昼発～1月 2日(月)

夜帰阪の日程、初めての菅平スキー場で開催されました。晴れの多い

スキー場と言う外部の声もありましたが、やはり 30 日 1 日と晴れま

した。でも 2 日は雪でした、ですが深雪を楽しめ 上手くなった気分

です。期間は短ったですが、昼発で体に楽で、1 日目は晴天、夜はス

キー場での抽選会がありナイターは出来ません、コロナの関係から交

流会も出来ませんが廊下で簡単なゲーム、2 日目は初日の出、今年も

健康で楽しくスキーが出来ますようにお祈り、ゲレンデでは青天(山

雲有)のなか楽しく滑り、3 日目は雪が降りましたが名残惜しく越年ス

キーは終りました。ケガ無く、 

事故無く無事帰還ご苦労さまでした。 

北大阪 SC T さんフェイスブックより 

 
エコーSCスキーフェスティバル in野沢温泉リッキーと一緒に滑ろうが 1

月 6 日(金)昼発～9 日(月)夜帰阪で行われました。ジンクス通り帰る日晴

れに☀ゴンドラで上がると雲海も望め、素晴らしい景色に圧倒され、これ

も 3 日間のご褒美ですか⁉、帰りは渋滞もなく予定より早く帰り着き無事

終了 お疲れ様でした。ありがとうございました。   

 エコーSC フェイスブックより 

西大阪 SCの西淀川ファミリースキーin野沢温泉が 1月 6日(金)阪発～

9 日(日)夜帰阪で開催されました。西大阪のクラブ員、そして指導員を

派遣して頂いた北大阪 SC のクラブ員の方も参加くださり、楽しいスキー

となりました。同日同スキー場で開催された、エコーSC のメンバーの皆

さんと現地で交流も出来、有意義なスキーとなりました。帰り高速サー

ビスエリアで志賀高原から帰りの島本 SCのバス逢いました。 

                 西大阪 SC フェイスブックより 

 

2023 年のレベルアップは志賀高原一の瀬、ホテルこだまで行われました。コロ

ナの規制が緩 やかにはなっていましたがまだまだ全国の感染 者数は多く、日

程が正月明けすぐということも あってでしょうか参加者は例年より少なくな

り ました。大雪、交通渋滞のニュースが伝えられる中でしたが志賀高原は雪は

多くなく、ぎりぎりオープンのコースもありました。3 日間とも好天でしっかり

と「谷回り」を意識した滑りでレ ベルアップが出来、次回につながる行事でし

た。 大きなスキー事故もなく無事に終了出来ました  

島本 SC 『島本通信』より 
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大阪スキー協主催のポール練習会が 1月 7日(土)～9日(月)現地日程により木

島平スキー場で行われました。木島平は唯一つ超急斜面を除くと初級中級者向け

のゲレンデで、西日本の大学同士競技会がよく開催されるゲレンデです。30 年

ぶりの木島平どんなゲレンデか全然思い出せず。綺麗に圧雪されたゲレンデだが

ガラガラで人が少なく『大丈夫か？木島平』ちょっと思いました！ポールレッス

ンは初めてどうなるかと思っていましたが、米丘愛美デモがポールの微調整、ビ

デオ撮影、ワンポイントレッスン、参加者 11 名どんどんすべれてました。 帰

阪後 Line でビデオを送って頂き次の滑りやレッスン活かしていきたいと思って

います。  

北大阪 SC『NEWS きたおーさか』より 

 

 

“富士山とオリオン座”    森の宮 SC 合宿 in ブランシュ報告 

森の宮スキークラブの合宿が、2023.1.21（土）～22（日）に 13 名

の参加で行われました。昼間は富士山を観、夜にはオリオン座、北斗

七星が良く観えました。また、今回の合宿から新入会員１名が参加さ

れ、スキーのグループ滑走、コロナ禍の控え目の交流会など盛り上が

りました。 

新入会員の声 

スキーヤーズオンリーのゲレンデで安心して受けられる。少人数で分

かりやすい言葉の講習はとてもためになります。なかなか教わった事

をすぐには実践できませんが、後々こういう事かな？と思える瞬間が徐々に増えてきた実感があり、今後もレ

ベルアップに努めて行きたいと思います。                                               加藤 エリ子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

大阪スキー協指導員研修会が木曾福島スキー場、1 月 28 日(土)～29 日

(日)現地日程で行われました。講師は赤木さん、明星さん、伊東さんと神倉

さんで他計 11 名の参加。技術伝達＆理論、バリエーション練習をみっちり。

出来て無さにへこみながらでしたが、良い勉強になりました。天候、メンバ

ーに恵まれ楽しい行事でした。講師陣の皆さんありがとうございました。夜

は宴会もなく北大阪組でしみじみと にごり酒を嗜む？これもまた乙なもの

です。  

北大阪 SC M さんフェイスブックよ

り 
シーズンなかば過ぎラストスパート!! 

 
★島本スキー祭典… 

日程・3 月 3 日(金)昼発～6 日(月)夜帰阪集合場所 

水無瀬駅前 13時集まり次第出発 
スキー協会員 ¥49,000- 一般¥51,000- 

行先・野沢温泉スキー場 宿泊 にしかた 

☆ファイナルスキー… 

日程・3 月 24 日(金)13:40 新大阪 13:50 

京都駅集合のぞみ 228 号乗車予定 

行先・白馬八方尾根スキー場 宿泊 まるや旅館  

参加費は上記と同じ 島本 SC 問合せ先山本 メール：

shimamoto.ski@gmail.comFAX：075-955－7666  

(Fax された方は 09051617777 まで連絡下さい) 

 

エコースキークラブ行事 

＊ファイナルレベルアップスキーin 白馬…  

3 月 16 日(木)午後発 ～ 19 日(日)夜帰阪 

半泊＋2 泊 3 日 (レンタカーマイクロバス使

用)定員:20 名 宿舎・白馬さのさか「かね久」 

参加費:会員(W 会員含む)40,000 円 他クラフ会

員 42,000 円一般 43,000 円 

※この行事は全国旅行支援割り適用予定です。 

行 事 の 申 し込 み 問い 合 わ せは 事 務 局又 は 

E-mail エコー「LINE」まで… 

 ☎事務局上原 TEL06-6719-3086 

携帯 080-5333-3086 八嶋☎TEL/FAX 

06-6923-3945 携帯 090-2701-6957 

 E-mail yqk04665@nifty.com 

島本スキークラブ行事 

北大阪スキークラブ行事  フェスティバル 

 第 21 回野沢温泉スキー・スノーボード 

日程 2023 年 3 月 18 日(土)～21 日(火・祝)夜帰阪 

集合時間 09:15 出発 09:30-場所 JR 玉造付近 

スキー協会員\50,000- 一般参加者¥52,000- 

締切 3 月 10 日(金) 定員なり次第募集打切！ 

問合せ先 北大阪 SC 担当 石垣(090-6961-5336) 

 

mailto:shimamoto.ski@gmail.com

