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第4９回京都スキー協議会総会のお知らせ

京都スキー協議会定期総会を、下記のと

おり行います。各クラブの次期運営委員

と総会の代議員の選出をお願いします。

日時：2018年７月８日（日）

13:30～17:00

場所：ラボール４階第1会議室

(京都労働者総合会館：旧労働会館）

（阪急西院駅から東へ５分、四条御前西北。 下記地図参照)）



第５回ＷＤスキーツアー 2018･１･17～19：きそふくしまスキー場

2018スキーフェステバル・Mt乗鞍2018･2･16～18

参加者44人・講習５班・ジュニア班有り

乗鞍は今年も寒かった！

それでも「雪にもマケズ、寒風にもメゲズ」

講習に、ポールにも挑戦。

だから、夕食と温泉は格別でした。

参加者39人・講習５班・ＳＴＴ５人

初日は、あいにくの雨ふり。

ストレッチで明日に備えました。

翌日はスキー日和り、御嶽山もきれ

いに見えました。



結成５周年記念野沢温泉スキーツアー(SC雪おこし）

スカイラインコース上部

からのダウンヒルに挑戦！

２月４日～６日、 長い間準備してきたSC｢雪おこし｣結

成５周年の野沢温泉スキーツアーを実施。車３台11人が

参加、数十年来の大雪という状況の中、由良川SAを７時

30 分に出発、舞鶴道から北陸道・名神・中央道・長野

道・上越道回りで行く事になりました。 シニアツアー

の事ですから適時小まめに休憩を取りながら安全第一の

移動です。幸い関ヶ原も以外に雪は無く民宿｢まるじ｣さ

んに予定よりも1時間も早く3時に無事到着しました。
毛無山頂からスタート

お天気よし、コースよしのスキー日和の下でとことん滑りに徹した記念ツアーでした。

シティ・フアミリーツアー＠今庄365 （2018年２月３日）

久しぶりのシティスキークラブ単独で

のイベント。積雪が210cmと今庄としては、

絶好のゲレンデ状況と言いたかったので

すが、気温が高く、ウェアには水滴とな

り、グローブも濡れ、気温とは別の寒さ

です。視界も山頂部は霧で悪く、中央の

ゲレンデに人が集中し、駐車場の車は少

ないのに、滑りにくかったが楽しんで滑

れました(早川ま）。いっぱい滑れるよう

になって楽しかった(中島渓太）。降りやまない雪には参りましたが、渓太が「スキーかが楽し

くなっ てきた」と言ってくれたことが何よりうれしい１日でした(千夏子)。久しぶりにcityの

メンバーとゲレンデで顔を合わせました。一緒に滑れなかったのは残念ですが、渓太が一杯滑

れるようになったし良かったです(剛）。京都スキーフェスティバルに孫と参加するため足慣ら

しになればと参加しました。



先シーズン滑ってないのと視力が不安でしたが、運動はしていたので、滑り出すと大丈夫か！

と思ってしまいました。横滑りの練習を志願して、ひっかかって頭ごけ…リフトに乗る時にイ

スに手を添えようと振り返って、バランスを崩してズルズルと横向きにこけ、リフトを止める

という恥ずかしい事態…年のせいにしたくないけど、十分気をつけてスキーを楽しめるように

と思いました(佐々木）。今シーズン久しぶりに滑る方もいらっしゃいましたが(私も含め)、皆

さんブランクを感じさせない滑りでした。楽し過ごせて良かったです。また来年も楽しみにし

ています（望月は）。久しぶりに揃ったメンバーで楽しく滑れました。教程のベーシックパラレ

ルをレッスンぽくやってみましたが、手本が悪いせいか、後続の人の滑りが頭でイメージした

滑りになっておらず、嫁に何しようとしているか分からないと言われ、帰ってから教程ビデオ

を復習しました。この冬はマラソン大会の出場が無いので、もう少しゲレンデに立って練習し

たいと思ってます(望月つ）。

森の会、かぷりこーんファミリースキー IN 木曽福島(2018･2･10～12）

２月の連休、私にとってはすごく久しぶり

のお泊りスキーに行きました。

メンバーは森の会の森田さん、まるちゃん、

かぷりの菅沼一族（ちひろ家、みっちゃん家

＆ばあば）たまちゃん、末松ちゃん、10 日の
午後、まるちゃん末松ちゃんと集合して森田

カーで出発、高速のどこだっけの SA で菅沼
一族と合流、可愛い賑やかな子供達とシッタ

ーたまちゃんと会いました。みぞれがだんだ

ん雪に変わり、なんとなくワクワク、「雪だー」

と思いながらお酒などを買い込みお宿へ、温

泉が待っていました。11 日は寒かったけど、木曽福島は標高も高く、いい雪で滑りやすく、な
んだか上手くなったような気がするほど気持ちよく滑れました。借りたスキー板（森の会、奥

田さんのお下がりだそうな）が良かったのかも。ちびっ子達の上達がパンパなくすごい。やっ

ぱり子供には無限の可能性あり。京都スキー協の将来、有望です。そうだ、少年少女スキー教

室、懐かしいなーと思いながら。

スキーヤーのみでボーダーがいないのも滑りやすく

て、いいスキー場です。

夜は楽しく飲んで食べて話して、撮ってもらったビ

デオ見たりして、ゆっくりしました。ゆっくり話せる

のもお泊りスキーの楽しさですね。

次の日も寒い日でした。でもいっぱい滑りたかった。

とっても楽しかった。

最終、風もきつくなったし、これで最後ってリフトに

乗って、スキーブーツの話をしていた時、私のブーツ、

母が倒れる前から履いてるし丈夫やなあと自慢げに足



を持ち上げたら、なんと甲の横の部分がボロっと欠けていました。気づかなかったー。寂しい

気持ちとブーツに感謝と最後で良かったと複雑な気持ちでした。

帰りに温泉、美味しいうどん屋さん、いつものように全て楽しむスキーツァーでした。

これで我慢できず、全国競技大会の応援に行ってしまった、かぷり、佐野でした。

京都西山ＳＣ

○スキーシーズンの活動（12月から4月まで）

①クラブ行事は木曽福島スキー場で、月に１

回ペースで４回の開催で10人前後の参加で

開催。第４回には、初めてビデオ撮影がで

きて、動画データーをHPに掲載することが

できました。

②この指とまれ行事は、木曽福島で３回、志

賀高原遠征ツアーとジャム勝山２泊３日ツ

アーが企画されジャム勝山ツアーには11人

の参加者がありました。
きそふくしま 第2回クラブツアー

○オフシーズンの活動

①五周年記念BBQ 淀川河川敷公園バーベキュ

ー会場で開催 ２／20〜22 ジャム勝山ツアー

（この指）11人参加

②スキーの集い 乙訓医療生協組合員ホールに

て学習会＆交流会開催

③この指とまれ行事で、鞍馬寺・曼殊院散策ツ

アー＆親睦会開催
ジャム勝山 ２泊3日ツアー（この指）

モネＳＣ 蔵王温泉(２･２～５・野沢温泉(３・10～12)

今年も、直行夜行バスと国民宿舎で経費削減

雪も樹氷もこの時期にしてはまずまず ↓

↑
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第44回全国スキー・スノボー競技大会、回転で優勝 バーティカルＳＣ 坂下和修

３月３日・４日に長野県戸狩温泉スキー場で行われた

全国勤労者スキー協議会主催の全国競技大会で京都ス

キー協から参加した刈谷梓さんと坂下和修さん(２人と

もバーディカルＳＣ)が回転の部で優勝しました。また

府県対抗でも京都は５位に入賞しました。他の結果は

別表の通りです。選手の皆さんおめでとうございます。

スタッフの皆さん、ご苦労様でした。回転男子 6 部優
勝の坂下和修さんの報告を掲載します。

表彰台中央、坂下さん

皆さん、こんにちは。バーティカルの坂

下です。３月３日大回転、４日回転共に快

晴となりました。特に４日は春の陽気で暑

苦しい位でした。それぞれ 1 回目はコース
も固く、最高のコンディションでした。２

回目は気温が上がり、コースは少し緩んで

きましたが、大会スタッフの必至のメンテ

と硫安のおかげでそれほど掘れてはいませ

んでした。これは、我々が女子３部までと

男子３部までだったので、まだ掘れる前だ

ったということもあります。

私はと言えば、GS、SL とも、1 回目はコ
ースの固さと失敗したくないという心理の

せいか慎重になり、2回目は 1回目よりいい
タイムを出したいという思いから、思い切

り行ったつもりですが、外から見れば妙に

空回りしていたのではないかと案ずる次第

です。

結果は SLで１位となりました。ここ 5年ほ
ど、GS はほとんど練習せず、SL を主体に
取り組んできた成果が出たと、自分なりに

喜んでおります。SL を主体にした理由は、
可倒式ポールを逆手で滑れるようになりた

いということです。私の若い頃は順手しか

なく、WCレースなどを見て、自分もあのよ
うに華麗に滑れたらいいなという想いです。

京都スキー協の皆さん。前列中央が刈谷梓さん

3/3 GS(旗門数 1本目 31、2本目 30)
3/4 SL (旗門数 1本目 34、2本目 34)
主催：全国勤労者スキー協議会

京都スキー協からの参加者（敬称略）

大回転、回転とも同じ

女子 3部 松岡貴子 同１部 刈谷梓

男子(以下同)7 部・刈谷拓爾 6 部・森田英
二、同・坂下和修 5部・小山孝夫
4部・岡島外喜紀 3部・西田豊
結果（6位入賞者、敬称略）
大回転 森田２位、松岡３位、西田３位、

刈谷梓４位、坂下４位、小山５位

回転 刈谷梓１位、坂下１位、松岡３位、

西田５位、刈谷６位

詳細リザルトは、全国勤労者スキー協議会の

HP をご覧ください。なお、刈谷さんの奥さ
んと佐野さんが応援で参加されました。



大体のポイントは掴んだつもりですが、なかなか体が動きません。

若い人の滑りを見ると全然違います。我らの刈谷梓ちゃん、今回セッターで前走者の愛知ス

キー協の寺田康平君たちは、ポールからポールへの移動がたいへん速く、腰から下の内傾が大

きい。若さのバネから来るもので、我ら年寄には無理なことだと自分を慰めてはいますが、な

んとかそのエッセンスだけでも真似ができないかと欲が出ます。今後の課題として、これに取

り組みたいと思います。

最後になりましたが、今回参加された皆様と楽しく過ごさせて頂き、お礼を申し上げます。

森田さん、小山さんには行き帰りの車に同乗させて頂き、たいへん助かりました。刈谷さんの

奥さんと佐野さんにはビデオカメラの撮影をして頂き、ありがとうございました。

また、来年もよろしくお願いします。

関西ブロック練習会競技会：よませ温泉スキー場(2018年１月27･28日)

バーディカルスキークラブ 刈谷 梓

毎年恒例行事であるで開催された関

西ブロック練習会競技会。初日は時折

霧に覆われた中でみっちりとポール練

習会。コーチがいると尚良かったが、

練習の中でビデオ撮影とタイム計測が

行われたのは有難かった。二日目は晴

天の中レースが行われた。京都からは

7 名が競技に出場、1 名がスタッフと
して競技の補助をしてくださった。多

くの選手が入賞と健闘した。

その中でも、ゴール付近で見ている

と、首を傾げながらゴールする人が多

いように見受けられた。しかし、私は

その後の互いに褒め合ったりアドバイ

スをし合ったりする姿に本競技会らしさを感じた。選手同士がこれほど真剣に助言し合いなが

らレースを行うことはなかなかないように思う。人の滑りを分析することで自分にも反映でき

る課題が見えてくるという点で、この傾向は素晴らしいと感じている。また、初心者にとって

も上級者にとってもスキーを楽しみながら自分を高められる場として、充実した二日間になっ

ていると私は考える。今後参加者が増え、さらに盛り上がる大会になることを期待するととも

に、私自身ももっと競技会に貢献できる存在になりたいと感じています。

スタートする刈谷梓さん(関西ブロック大会)

雨の日も雪の日も強

風極寒の日もありまし

た。来シーズンまたお

会いしましょう！。



全国スキー協・全国競技大会 女子１部回転の部優勝の刈谷梓選手

全国スキー協議会編集「スキーメイト」174号の表紙を飾りました

「スキーメイト」1000円キャンペーン中！

年間５号分を１,０００円 で購読できます。

(新規定期購読者のみ最初の１年間適用)




