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「森の会」創立30周年記念

新旧メンバー入り交じり手作りのパーティー

森の会には、「森のような温もりのあるクラブに」という思いが込められています。
1984年森の会創立。当時は山科地区のメンバーを中心にしていたので、「山科森の会」と
して発足しましたが、1994年、山科に限らないとの思いから「森の会」と名前を変え今日
に至っています。
1980年代のスキーが大はやりで延々のリフト待ちをする時代が終わり、スキーから離れ
ていく人がどんどん増えていく中で、森の会のメンバーも随分入れ替わりましたが、30年と
いう長きにわたり森の会は続いてきました。今回、記念のパーティーと記念誌の発行にあた
り、元会員の方々に連絡を取ったところ、多くの方からメッセージを頂き、パーティーに参
加して頂き、文字通り新旧メンバー入り交じって、記念すべき30周年になりました。
スライド、料理、記念誌とまさに手作りのパーティーでしたが、皆様のおかげで素晴らし
い一日を持てた事を感謝いたします。ありがとうございました！
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創立当初から長い期間子育て中のメンバ
ーが多く、ファミリーでの参加が森の会の
特色でした。スキーだけでなく、バーベキ
ューやお花見、オフトレなどファミリー参
加でいろんな事をしてきました。現在は残
念ながら年齢構成も高くなって、引き継ぐ
メンバーに乏しく、若干さびしい感じが否
めませんが、これからも和気あいあいと森
の会らしく続けていければと思っています。
（森の会・奥田みよ子）

山スキー部オフトレ・六甲＆有馬温泉

イノシシ注意はホント！in 六甲
～かぷりこ～ん 中山 亮～
京都のトレイルや比良山系に行くことが多
い山スキー部オフトレですが、今回は六甲＆
有馬温泉です！スタートは阪急芦屋川、登山
口までは芦屋の豪邸ウォッチングが楽しめま
す！
こんな邸宅、掃除が大変やろなぁ。いや、お
手伝いさんおるって！
豪邸群を抜けるとガサガサっと音がして出
た！二頭のイノシシ。ちょっと前にテレビで
人が猪の突進を受けて小突き回される映像を
観たので「ア、まずい！」と思いましたが、
二頭はこちらのことはまるで無視して道路を横切り、草むらをクンクンし始めましたが、反
射的にスマホを構えるＹ君、そしてなんと近づいていく小山さん！チャレンジ精神はレース
の時だけにしてください！！
有名なロックガーデン、時々手を使うところが面白いです。でも面白いところでは渋滞し
てしまいます。なんせ今は空前の山ブーム！六甲はアクセスもめちゃくちゃいいので山ガー
スキー協関連行事・今シーズン予定
ウイークデーツアー

2015年１月21日～23日

木曽福島

第27回関西ブロック競技大会

2015年１月31日～2月１日

北志賀よませ

スキー協CUP（スーパーG）

2015年２月14日～15日

北志賀よませ

京都スキーフェスティバル2015

2015年２月21日～22日

乗鞍高原

第41回全国競技大会

2015年２月28日～3月1日

戸狩温泉

関西ブロック研修・レベルアップスキー

2015年４月３日～５日

志賀高原
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ルがわんさかです(＾＾)。
余談ですが、山ガールは遭難しないそうです。これは昨年のモンベルフェアでの長野県警
山岳救助隊の方の話です。統計ではどんな人が遭難しているか？・・・それは「昔取ったき
ねづか」系のオジサマが圧倒的に多いそうです。
余談ついでにこのオフトレハイク、いつも登山届出してないように思うのですが、来年か
らは出しませんか？特に比良なんかは駅に常備してますし。
山頂に近づくと峠の走り屋系オートバイの爆音が聞こえてきます。今でも少しはいるみた
いですね。漫画「バリバリ伝説」思い出します。裏六甲のヒデヨシ、だったかな。彼が峠に
散ったときは泣きました、漫画ですけど。高校生の頃です。またまた余談でした。
下りはアッという間でした。登りで苦労された塩谷夫人も下りは別人のようで、下り苦手
の私は置いて行かれました(＾＾；)。
今年日本にやってきた外国人観光客は、史上最多であったという新聞記事を有馬で実感し
た我々。
日帰り利用できる温泉は待ち時間ができる盛況で、結局は温泉をあきらめバスで宝塚に向
かいました。残念・・・歩ける人はスキーもできる、が私の持論です。
重力に抗って登ったり下ったりの山歩きは、やはり重力を足裏で伝えたり受け取ったりす
るスキーと共通しています。自転車は悪くはないですがちょっと違うんでですから、たまに
は歩きましょう岡島さん！(＾＾)

愛宕山登山とぼたん鍋

スキークラブ望峰・小山孝夫

１１月２２日（土）、スキークラブ
望峰で初めて「愛宕山登山とぼたん鍋」
の企画をして５人で行ってきました。
私は個人的には、オフシーズンは近
郊の山や長野県の北アルプスや南アル
プスへは何回か登っていますが、クラ
ブでの取り組みは全く初めてです。
クラブ員から「愛宕山に登ってみた
いね」との要望があったので、せっか
く登るのなら、水尾に降りて美味しい
鍋を食べようかとなりました。通常な
ら「鳥すき」が定番なのですが、この
時期から「ぼたん鍋」ができるという

美味しいぼたん鍋を食べて満足そうな顔！

ことで、みんなの意見で、「鳥すき」ではなく「ぼたん鍋」になりました。
ちょうどこの日は天気も大変よく、清滝の紅葉も大変きれいに色づきはじめていました。
朝はひんやりしていましたが、登り始めるとだんだん暑くなり、着込んできた服を脱ぎなが
ら登りました。いい天気であったこともあり、登山客も大変多く並んで登っていくこともし
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ばしばありました。
山登りにあまりなれていないメンバーもあり、階段の登り道は少し大変だったみたいです
が、予定時間より少し遅れて水尾に着きました。ゆず風呂で汗を流して、冷たくビールでの
どを潤し、美味しいぼたん鍋を食べてきました。最後の「雑炊」も大変美味しかったです。
お腹もいっぱいになり満足しました。
また、冬シーズンが終わったら、今度は「鳥すき」を食べに来たいね。などの声もあがっ
ています。

京都スキー協日帰りレベルアップ講習会のお知らせ
(初級指導員基礎技術研修会併設)
京都スキー協日帰り１一般レベルアップ講習を行いますので多数の参加をお待ちしています。
京都スキー協指導員が親切指導 ファミリー大歓迎！会員外の人も大歓迎！
★日時/場所

２０１５年１月２５日（日）

ＡＭ９：００

今庄３６５スキー場・リフト券売り場前集合（現地集合）
★講

師

★講習費

京都スキー協初中上級指導員
一般レベルアップ ２,０００円 （京都スキー協会員以外３,０００円）

★参加者は責任を持って保険に入って参加してください
★交通費は各車で清算をお願いしま。（交通手段のない方は連絡ください）
★締切

２０１５年１月１６日（金）

連絡先：〒 607-8185
京都スキー協事務局

厳守

京都市山科区大宅神納町141 パレーシャルブラン103
岡島 外喜紀 TEL＆FAX：075－571-9933

E-mail : okajima-12345@helen.ocn.ne.jp
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携帯：090-2388－0018

第2回ウイークデーツアー参加者募集(実施要項)
【日

程】2015年1月21 日(水)〜23 日(金)

【募集人数】45 人(バス一台貸し切りです。)
【スキー場】きそふくしまスキー場(スキーオンリー)
【宿

舎】木曽路の宿「いわや」長野県木曽郡木曽町福島本町
TEL 0264-22-2015 FAX 0264-22-2117

【参 加 費】スキー協会員33,000円(一般参加者35,000円)
(交通費・宿泊費(2泊·4食)・講習料・保険料含む)
※リフト代・スキーレンタル料団体割引あり
【内

容】レベルに応じたスキー講習。フリーも可。
希望者はSTT(スキーテクニカルテスト)受検有り。受験料1,500円

【集合場所】JR京都駅八条口・京建労駐車場(国道10条北西)
最寄りのSA·PA での乗降可
【集合時間】京建労駐車場＝1月21日午前7時集合・7時10分発
JR京都駅＝同日午前7時15分集合・7時半発
【申込締切】2015 年1月10 日(土)(定員になり次第締切り)
【申 込 先】長岡京市今里貝川3-7 塩谷憲司 TEL・FAX・E-mail

で受付

TEL&FAX075-952-0002 (E-mail) kyoto4083@watch.ocn.ne.jp

第４回運営委員会の報告

2014年11月18日（火)：新日本スポーツ連盟事務所

①役員・専門部体制の確立・強化についての確認
②スキー協のつどいの報告と総括
③ホームページのリニューアル予定などについて
④京都スキー協の宣伝(旗・ティッシュ付リーフ・ミニパンフ等)
⑤ウイークデーツアー、京都フェスティバルの実行委員会報告
⑥スキー協議会規程、指導員規程、派遣規程について改訂委員会からの報告
⑦全国スキー協中央研修会・関西ブロック研修会について
⑧各クラブ員及びメイトの増減
⑨各専門部からの報告
＊次回運営委員会＝1２月１６日(火)
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新日本スポーツ連盟・京都スキー協議会
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初心者から上級者まで、レベル別にスキー講習会を行います。初めての方も安心！
ジュニアの部もあります。本格的な温泉付き、ご家族連れでご参加ください！

2015 年 2 月 20 日(金)～22 日(日)
2 月 20 日(金)「出発日」
ツアー日程
19:00 京建労本部駐車場前
19:15 京都駅八条口バスターミナル
01:00 宿着、半泊
2 月 21 日(土)「1 日目」
7：00 朝食
9：00～11：00 スキー教室 / ポール練習会
12：30～13：30 スタンプラリー
14：00～16：00 スキー教室 / ポール練習会
18:00～ 夕食
＜夕食後交流会＞

2 月 22 日(日)「2 日目」
7:00 朝食
9:00～12:00 スキー教室 / スノーシューハイキング
ポール練習会＜昼食後、フリータイム＞
15:00 現地出発予定
21:00 帰着予定

● 場 所 乗鞍高原スキー場
● 宿 泊 青葉荘（長野県松本市安曇乗鞍高原 3952-2）TEL：263-93-2750
● 参加費 大人２７，０００円（スキー協会員外 ２，０００円増）
小人２２，０００円（小学生以下） 幼児は、必要経費をいただきます
※スキー教室、ポール練習会（1.5 日間）は別途２，０００円が必要です
※参加費には、交通費、宿泊（1.5 泊 3 食）、保険代、交流会会費が含まれ
ます。リフト代は含みません。
※スノーシューハイキングは別途レンタル・ガイド料(5300 円)が必要です。

●リフト券割引(事前申し込み必要)
大人\４,０００→\２,８００、シニア\３,０００→\２,２００

＜参加費は、現地徴収とします＞
● 交 通 貸切バス（定員 40 名）
● 講習会 【クラス】初心者・初級・中級・上級・ジュニア

■ 申込・問合先

岡島 外喜紀（携帯はＰＭ7 時から９時までにお願いします）

携帯 090-2388－0018 ／fax075－571-9933 ／メール okajima-12345@helen.ocn.ne.jp
申込は、下記用紙に必要事項を記入の上、岡島宛にメールかファックスをしてください。
郵送は、京都市山科区大宅神納町１４１ パレーシャルブラン１０３ まで
※キャンセルについて：2 月 15 日以降前々日まで 10%、前日当日 50%のキャンセル料をいただきます。
※傷害保険に加入していますが、万が一の事故が発生した場合、応急手当の処置はしますが、

その責任については負いかねます。

（申込締切：２０１５年２月８日）

京都スキーフェスティバル参加申込み用紙（該当する所に全部○をして下さい）
名 前
住 所
講習会
レンタ
ル

ふりがな

クラブ

生年月日

年

月

日（

才）

〒
連絡 自宅 TEL：

携帯 TEL：

1 日目：ｽｷｰ教室／ﾎﾟｰﾙ練習会／その他
2 日目：ｽｷｰ教室／ﾎﾟｰﾙ練習会／スノーシュー／その他
講習会クラス：初心者
初級
中級
上級
ジュニア ／ 希望しない
スキー スノーシュー※レンタルを希望する方どちらかに○および下記に記入 リフト券
集合場所
身長：

cm ／ 足のサイズ

cm
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希望

京建労 京都駅

