
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西ブロックスプリングレベルアップ・研修会・検定会 4/2(金)～4(日)が志賀高原一の瀬スキー場、宿舎ホ

テル「山楽」にて開催され全体の参加者は 46名（大阪 25名）天気に恵まれて気温も上がり春の陽気になりザ

ク雪状態のコンディションになりました。特別レベルアップ 3 日、2 日

コースは一の瀬 SIAキタムラスクール講師による講習が行われ盛況で参

加者からはレベルアップに繋がった等の良い感想が寄せられました。 

初級・中級指導員認定会では 7名（中級 6名・初級 1名）で、合格者は

中級 4名、初級 1名。部分合格が中級 2名という結果でした。大阪スキ

ー協から伊東 敏記さん（北大阪 SC）滋賀スキー協から野瀬孝さんが中

級指導員として誕生しました。 

池田検定員責任者から、祝福と来季の関西ブロックでの講師担当のお願

いなど、クラブや府県で奮闘していただくことなどが訴えられ、合格者

の方も「これからが始まりという」緊張感に包まれていました。 

また部分合格の方にも再度挑戦をお願いし、スキー協の発展にお互い頑張りましょうとの講評がありました。 

大阪で久しぶりの中級指導員誕生に活躍への期待が寄せられています。赤木 徹郎(大阪スキー協会長) 
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指 導 員 会 議 
日  程 ５月 16 日（日） 

場  所 クレオ大阪西部館 

時  間 13:10〜16:30 

内   容  指導員アンケート 

     事故報告・救済措置について 

     技術(指導法) 

参 加 費  1,000 円 申込締切 5/7(金) 

問合せ 大阪スキー協 指導員部まで 

 

「大阪府勤労者スキー協議会」←検索 

関西ブロックスプリングレベルアップ&応用研修& 
初中級指導員検定会開催される!! 

志賀高原に桜咲く!? 
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関ブロ検定会で中級合格ができホッとしています。検定の取組みを報告します。 

1．オフシーズンの基礎力アップ・従来はやみくもに滑り 3月に腰痛や疲れが出

ることから、オフはジムとプール(7 月・9 月)、サマーゲレンデ(8 月・10 月)、

シーズンイン(11月)の月単位のトレーニングサイクルで実施しました。 

2．苦手の小回りターン克服・同じ練習では変わらないと思い、ロシニョール HERO

の 173㎝、R17の長板を購入して、滑りのなかで良いポジションを探ると今まで

の勘違いがわかり良い効果がありました。検定の小回りもこの長板で滑り加点

をいただけました。 

3．指導員に必要な滑りを実感・検定の取組みのなかで、指導員は①自分の滑り、

②教える滑り、③見せる滑り、の 3つの滑りができないとまずい。それぞれを意識した理論とスキー技術の練

習が必要であることを実感しました。 

4．今後の期待・検定の中で 3 つの滑りの実感や指導員としての活動の場が広がりますので、来シーズンの目

標に指導の理論・技法の力量アップが加わりました。また、北大阪 SC の指導員部で四苦八苦してますのでス

キー協の方々との指導員活動やフォーシーズンスキーの交流を期待しています。   伊東 敏紀(北大阪 SC) 

 

 

 今回初めて、中岡上級指導員の研修を受講しました。丁寧で熱心な

講習で１日目は時間延長、２日目は応用だけの予定でしたが臨時集合

して目合わせの研修、３日目も春の悪雪の中みっちりレッスンして頂

きました。春の雪になると一段と後傾になり毎年、落ちこぼれですが

コーチや他のメンバーに励まして頂きながら最後まで研修を受ける

事ができました。来シーズンに向けての課題も鮮明になり（教程の理

解を深める・ポジションなど）本当に有意義な研修となりました。他

府県のメンバーとも深い交流は出来ませんでしたが、久しぶりに顔を合わせる事ができ良かったです。   

玉井 はるみ(森の宮 SC)                                                      

                                                      

 

特別レベルアップ３日コースに参加しました。ＳIAのキタム

ラスキースクール石井班に 10名一般クラブ員 2名を含む 8名が

大阪という構成で、和気あいあいとした楽しいスキー教室とな

りました。基礎スキー、トレーイン、急斜面、フォーメーショ

ン、コブ滑走など多くのポイントを教わりコロナ禍でスキーの

取組が減少しレベル低下を気にしていましたが、杞憂だったよ

うなきがしました。普段はあまり熱心に取り組まないコブを経

験し、ＳIAデモのコブ斜面のフリー演技の練習を見て、ただた

だ凄いと見とれるばかりでした。小原四郎(島本 SC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中級指導員検定に取り組んで!! 

＊指導員研修コース(講師・中岡上級指導員) 

特別レベルアップコースはキタムラスノースポーツスクールで足前向上⁉ 

一般レベルアップ明星上級指導員班 一般レベルアップ池田上級指導員班 指導員検定会検定中!!  



 
 

大阪の緊急事態宣言が前倒しで解除になったからか、皆さん 

ガマンしていたのか？有志企画でありながら 19名が参加しました。

野沢温泉スキーありがとうございました。           

今回、新会員で参加された森田さんから感想を頂きました。      

北大阪 SCに新入会してから参加２回目ですが、往復車中は笑いが

絶えず大阪～長野があっと言う間に到着！外湯巡り大湯では熱す

ぎて湯船に入れず見知らぬ人を含め何故かこれまた先輩方と笑いが絶えないバスタイムでした(^^♪現地宿でもク

ラブ員の方々に沢山お声掛け頂き懇親会？では貴重＆楽しいお話しを一杯聞けたし、風呂脱衣場では下戸対策も教

えて頂きました。スキー場では野沢温泉の広いエリアを縦横無尽に滑って、特にスカイラインコースは荒れ荒れで

滑り応えがありリフト乗車中には沢山の先輩と話が出来て楽しい時間でした。 

印象的だったのが女子大生クラブ員の方がゲレンデでさりげなく、殿（しんがり）に廻ってサポートしているの見

て何気ない気使いを今の自分でも見習わなければと思いました。自分が二十歳の時その気使いは出来なかった。滑

り終わって帰阪直前では、先輩がお風呂を使える様に交渉して頂き、入浴後に気持ち良く帰路につけました。あり

がとうございます♪知人も紹介も無く、1人で入会した北大阪スキークラブ、馴染めるか心配でしたが気さくなメン

バーの皆様に支えられ楽しい一歩を踏み出せました。終始、笑顔と笑い連続の楽しい野沢温泉スキー。ご一緒頂い

たクラブ員の皆様ありがとうございます。先ずはお礼としまして。             森田 実 

「小さいクラブは集まらないと行事もできへん！！」というこ

とから始まった合同行事。2月 26日㈮～28日㈰黒姫クラブから

6 名、RC から 7 名の計 13 名の参加でした。やぶはら、野麦峠、

木曽福島スキー場と 3 日とも違うゲレンデで滑り、天候にも恵

まれました。普段とはちょっと違う顔ぶれで交流し、しっかり

滑り込んでみんなレベルアップできました。クラブ員以外の方

も大歓迎です。来年はご一緒しませんか？ 報告：坪井多恵（RC） 

2021.3.11(木)～14(日)に赤倉温泉及び赤倉リゾート

スキー場で、11名（クラブ員：６名 クラブ以外：５名）

で合宿を行いました。新型コロナ感染拡大の影響で中止

になりましたが、今回緊急事態宣言の早期解除された事

を受け、実施しました。  

 <参加者の感想> 森の宮 SC合宿にクラブ員として初参加しました。 

天気予報が雨ということで「滑れるかなあ？」と心配でしたが、会長始めクラブの方々の日頃の行いが通じ

たのか雨の影響はほとんどなく楽しい 3日間を過ごすことが出来ました。ゲレンデもまるでプライベートゲレ

ンデのようでゆったり滑ることが出来て、スッゴク気持ちよかったです。景色も最高で何度も心のシャッター

をきりました。スキーレッスンでは、私の課題を伝えるとそれに合わせた内容で細かいところまで教えて頂き

レベルアップが出来たように思います。これからももっと色んなことを教えて頂き、どこのコースでも滑れる

スキーヤーになりたいです。                                          上平 恭子 

＊3/20〜21 フェスティバル(野沢温泉)有志企画 

森 の 宮 S C 合 宿 報 告 

 

 



＊エコーSC レベルアップ in白馬報告 

 

 

今年予定されていました大阪スキー協第 43回 Osakaス

ノー祭典はコロナ禍の中で中止となりましたが、参加希

望者が多く有志として実施されました。日程は 2月 11日

(木・祝)午後発～14日(日)夜帰阪・志賀高原一の瀬「ホ

テル山楽」はスノー祭典と同じく、予定していた貸し切

りバスも出し全体で 34名参加、対策もしっかり立てて安

全安心で、個人車で行くよりも定員制限したバスの方が

換気も良く身体にも優しいと。天気は初日から最終日ま

で晴れ続きに志賀高原も大歓迎しているかのように、い

つものスノー祭典とは違う少し緊張感の有るスタイルの

スキー行になりましたが、「スキーに来れて良かった」の

声多く!!こんな中でこそスキー(スポーツ)をする事の必要を再認識しました。エンジョイ&レベルアップした 3

日間になりました。ホテルやバス、スキー場関係者の方々の対策にも感謝し、参加者の皆さんの協力もあって

事故怪我も無く終了しました。来年に繋がったスキーになりました。お疲れ様でした。ありがとうございまし

た。じっと巣ごもりしていたら免疫力も抵抗力も落ちて、精神的にもダウンする!? 

やっぱりスキーしてなんぼ!!  

レベルアップ in 白馬 3/3(水)昼発～6(土)夜

帰阪 宿舎・白馬さのさか「かね久」10名参加 

例年北海道ルスツスキーツアーの日程、今

年はコロナ禍の中 TV「おは朝」の企画無しになりました

が、参加希望者が多く行き先を急きょ白馬に変更して、

往復交通は個人の車使用より、換気も良く、座席も広い

レンタカー10人乗り大型ワゴン車使用し実施しました。3

日さのさかには夕方着、4日は快晴、大型ワゴン車の強み

で、全員でスキー積み込み行き先は昨年夏行った岩岳ス

キー場へ、参加者からリフト券の手配もして頂き、平日

でゴンドラ、リフトも貸し切り状態、お目当ての岩岳テ

ラスからは白馬岳をバックに記念撮影も出来、ビデオ撮

影もして、帰りは温泉「岩岳の湯」へ、白馬のスイーツ

のお店にも立ち寄り、宿に帰って「お汁粉」頂き、ストレッチの後夕食は手作りメニューでお腹いっぱいに。

5 日は天気下り坂「さのさかスキー場」へ、スキー場の送迎バス利用で楽々に、ビデオ撮影もして、6 日は前

夜の雨から曇り空に、希望者だけで「さのさかスキー場」へ、グッドコンディションで午前中滑り、宿でお昼

も頂き帰阪、まだ日の有るうちに帰り着きました。大満足でレベルアップ&エンジョイした 3 日間になりまし

た。コロナ禍の中でのスキー行事も検温やマスク着用、懇親会は無し等で、当然宿やスキー場のガイドライン

にも沿って、最初は少し窮屈で緊張感も有りましたが、参加者の皆さんの協力で定着し、問題なく進める事が

出来ました。本来のスキー事故怪我も無しという効果も出ています。行事を止め

るのではなく、どうしたら私達の生活にとって必要な、求められているスポーツ、

スキーを楽しむ事を進めるのか、これからは状況を見ながらも、アフターコロナ

も考えて会員の要求にもマッチした新しいスタイルの行事を進める必要が有る

と思います。エコーSC はこの後のファイナルレベルアップ in 白馬で全てのスキ

ー行事を無事予定通り催行し終える事が出来ました。   八嶋 勝 

 

 

 

 

< 大阪スキー協予定 > 

＊大阪スキー協クラブ代表者会議…5月 20日(木)18時 30分～クレオ大阪西部館(西九条下車) 
＊大阪スキー協第 53回定期総会…7 月 4日(日)13時～クレオ大阪中央館(地下鉄夕陽ヶ丘下車) 

※コロナ感染拡大により変更中止する場合があります。ご了承ください。 

＊このままでは終われない!!安全安心で有志スキー志賀高原 


