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        京都西山スキークラブ誕生 
 

 10 月５日京都西山の山麓地域にスキー協クラ

ブが誕生しました。乙訓と洛西地域を母胎とし

ています。半年間で 17 名の仲間を結集して京都

スキー協９番目のクラブとしてスタートをきる

事ができました。言い出しっぺは私で、遅れば

せながら定年退職後63歳で初級指導員の認定を

受けて、退職５年目を期して自分の居住地に地

域に根ざしたスキー協クラブを立ち上げようと

決意しました。創立以来 10 数年余り世話になっ

た島本スキークラブを、今春４月に退会して以

降、長岡京市中心に乙訓地方と洛西地域のスキ

ー愛好家を探し求めて京都西山ハイキングクラ

ブに入会して、他方で周囲のスキー大好き人間

に結成趣旨書を配り賛同者を増やし、６月に入ってから結成準備委員会を６人で発足し、長い夏休

みのあと３回の準備委員会を重ねて、17 名の結集で結成総会を迎えることができました。 

 大山崎町在住の小山運営委員長が、新クラブの会長を引き受けられないということで人事案が難

航しましたが、心を一つに力を合わせ、結果的には強

力メンバーで運営委員会を固める事が出来ました。

SAJ 一級のお二人と官製スポーツクラブ「SKY」スキ

ークラブ指導員のお一人を会長・副会長に迎え、私は

唯一の WSAJ 指導員として、クラブ事務局長を担い、

全国スキー協、京都スキー協との繋がりを強めながら、

京都西山地域に広く深く根ざしたクラブ活動・組織運

営を目指す事になりました。会長．副会長の３名は、

空手２段、剣道８段、社交ダンス連盟会長、詩吟賀堂

流準師範、竹炭ランド重役等々錚錚たる顔ぶれで、地

域にも顔が広い方々ですので今後の大きな発展が望

まれます。 

 結成総会は神足の有形文化財登録されている「ふれあい町家」を貸し切り、伝統的家屋の格調高

い座敷にテーブルを並べて厳粛？な総会となりました。其の雰囲気は小山さんにビデオ撮影して頂

きました。新日本スポ連京都府連事務局長松岡陽治さん、京都スキー協会長三上保孝さん、運営委

員長小山孝夫さんを来賓として臨席賜り、祝辞を全国スキー協常任理事会から栗岩会長名で頂き、

古巣の島本スキークラブとスポ連兄弟の労山・京都西山ハイキングクラブさらには、WSAJ デモ桶谷

政博氏、京都スキー協技術部長の森田英二氏からもお祝いのメッセージを頂きまして華やかな門出

となりました。 

 早速、DVD でスキー技術学習会を３回企画し、11 月９日には、近くの京都西山にある大人の遊び？
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基地「竹炭ランド」において、クラブ結成記念 BBQ 懇親会を開き、今季シーズンへ向けてイメージ

トレーニングを繰り返し、情熱とやる気を高め、親睦交流を深め、団結を固め、英気を養います。 

 シーズン開幕は、クラブ結成記念志賀高原スキーツアーで飾ります。12 月 21 日から 24 日三泊四

日の豪華ツアーを東京スキー協ツアーに便乗したリーゾナブルな団体料金扱いで「ダイヤモンド志

賀」に投宿します。そして、第一回ウィークデーバスツアーを 21 日〜24 日木曽福島スキー場で開

催予定です。 スキーオンリーのピカイチの圧雪ゲレンデでウィークデースキーの醍醐味を満喫し

ましょう。毎月 21 日はスキーの日になりますが、２月は乗鞍高原バスツアーに数名から 10 名近く

参加予定です。そして更に、勤労者のために、土日スキーを、３月１、２日木曽福島でします。格

安の丸中山荘泊。春スキー、山スキーをしたいクラブ員の要求に応えて、「この指とまれツアー」

を企画して行きます。 そうこうしているうちに、２０名を超すクラブに成長発展して行くのでは

ないかと予感しています。 

 先輩クラブの皆様の力強い激励と熱い連帯で、京都スキー協の歴史的発展を宜しくお願いします。 

 

                       【報告】：京都西山スキークラブ 塩谷 憲司 
 

 
 

★スキー協の集い 
恒例のスキー協の集いを開催します。ふるってご参加ください！！ 

 

日 時： ２０１３年１０月２７日(日)  

 １３：００～ 

会 場： 京都スポーツ連盟会議室（右記地図） 

内 容： ○ ワックスメーカー｢SWIX｣の方による講習 

○ ビデオ講習会 

会 費： 若干の個人負担有り 

 

★初級指導員理論研修＆指導員会議 
シーズン前に下記の通り京都スキー協指導員会議を開催しますので 

指導員の方は参加してください。 

ちなみに初級指導員理論研修対象です。 

 

日 時： ２０１３年１１月１６日(土)  

 １４：００～１７：００ 

会 場： 京都スポーツ連盟会議室（右記地図） 

 
★京都スキー協会員は参加費無料 

★京都スキー協会員以外は参加費 2,000 円 

★各部報告とＤＶＤ等を使い会議を進めます 

★会議終了後懇親会予定（希望者のみ） 

 

★会場等不明な点があれば担当岡島まで （０９０－２３８８－００１８） 

                                     京都スキー協 技術指導員部 

行・事・案・内 
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★オフトレハイキング 武奈ケ岳 
 

日 時： ２０１３年１１月２４日(土)  

集 合： 詳細は後日 

持ち物：弁当、水、タオル、雨具、行動食、ウンドブレーカ等防寒のための服装 など 

費 用：実費 

申込み：山スキー部 竹口まで 

 

 

★13～14 関西ブロックレベルアップ・指導員養成・研修会 
主催：新日本スポーツ連盟 全国勤労者スキー協議会 関西ブロック 

    主管：大阪府勤労者スキー協議会 

 “初級・中級指導員の養成と研修、レベルアップ講習会を行います。 

さらに、今シーズンから“スノーボードコース”が新設されました！！ 
スキー協指導員はもちろん、会員の皆さんの積極的参加を呼びかけます。 

 

日 時： ２０１３年１２月１３日（金）～１５日（日） 

場 所： 志賀高原 一の瀬スキー場 

宿泊先： ホテル山楽 

参加費： 事前振込（２泊４食または１泊２食、講習料・消費税・諸費を含みます） 

①初級・中級指導員養成 ３日間コース 28,000 円 

②初級・中級指導員研修（応用含む） ３日間コース 28,000 円 

③一般会員・スノーボードコース ３日間コース 26,000 円 

④一般会員・レベルアップコース ３日間コース 27,000 円 

⑤初級・中級指導員研修 ２日間コース 17,000 円 

⑥一般会員・スノーボードコース ２日間コース 15,000 円 

⑥一般会員・レベルアップコース ２日間コース 16,000 円 

※初日の応用実技（外部講習）は研修者のみが対象となります。 

※会員外の参加者はそれぞれ１,０００円プラスとなります。 

※参加費は事前振込です、ご協力下さい。 

（申込と同時にお振込み下さい。又、振込明細はご持参下さい） 

※半泊+朝食付き（5,000 円）朝食（1,000 円）を申込された方は上記料金とあわせ

てお振込下さい。 

※振込時は「関西ブロック」と明記お願いします。 

締切り：１１月２９日（金） 厳守（郵送の場合は到着日です） 

申込み：大阪スキー協  事務局：池垣憲二 

TEL＆FAX：072（684）3574／Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：ken-ike@bc4.so-net.ne.jp 
 

※詳細は、別途募集要項（申込書付き）を取り寄せて下さい。 

 

★2014 京都スキーフェスティバル 
  今年も バスツアー です！ 

ネイチャースキー、ポール練習会、などいろいろ企画します。 

もちろん一般講習もあり、キッズスクールもあり、ご家族でぜひご参加ください。 

 

●日 時 2014 年 2 月 22 日(土)、23 日(日) 

           2 月 21 日（金） 午後 8時頃出発予定 

●場 所 乗鞍高原スキー場 

●宿 泊 青葉荘 
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京都スキー協初級指導員養成研修＆レベルアップ講習 

（初級指導員基礎技術研修終了となります。養成は京都スキー協対象者がいなければ中止します。） 

 初級指導員養成研修会を下記の通り開催します。またレベルアップ講習も行いますので多数の参加をお待ち

しています。 

 

★日時場所 ２０１４年１月２５日（土）  今庄３６５スキー場  ＡＭ９：００リフト券売り場に集合 

（現地集合ですがクラブ等で乗り合わせて来てください） 

★講師   京都スキー協中上級指導員 

★講習費   養成２日（３，０００円）  養成特講１日（２，０００円）  研修（２，０００円）  

一般レベルアップ（２，０００円）     （京都スキー協会員以外の方は１，０００円増し） 

★初級指導員養成は翌日２７日も講習を行います（宿、交通に関しては相談） 

★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す   

★締め切り ２０１４年１月１７日（金） 厳守 （郵送の場合は到着日です） 

申込書に必要事項を明記のうえ、下記の宛先まで郵送またはＦＡＸ・メールで申し込んでください 

 宛先：607-8185 京都市山科区大宅神納町１４１ パレーシャルブラン１０３ 

京都スキー協  事務局  岡島 外喜紀 

電話＆ＦＡＸ：075－571-9933 携帯：090-2388－0018ｅメール：okajima-12345@helen.ocn.ne.jp 

 
 

―――――――――― 切り取り線 ―――――――――――――――― 

氏名     

クラブ名 

生年月日 19 

月  日 

男 

女 

住所 郵便番号 

 

℡ 

コース 

（○印）を 

初級指導員（養成・養成特講・研修 ） 

一般レベルアップ 

公認資格番号（研修の方） 

Ｎｏ 

★問い合わせは 京都スキー協 技術指導員部へ 
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2013 年関西ブロック学習交流会 スキーのつどいｉｎ大阪 
 

日 時： 2013 年 9 月 7日（土）／クレオ大阪西 

京都からの参加者：１７名／森の会 ３名 、シティ ４名 、バーディカル ３名、 望峰 ３名、 

                          西山 ３名、 雪おこし １名 

 

○ 全体の感想 

次シーズンに向けて、参考になる企画であったと思います。主催者は、当初２００名位の

参加者を想定していたようですが、２５０名以上が参加し、盛り上がっていました。 

○ 第一講義 栗岩恵一氏 ：全国スキー協 会長 

指導員の研修時間について他の団体と比較して話された内容は興味をひきました。スキー

協の指導員制度やクラブのあり方も含め全国的な議論が必要だなと思いました。 

○ 第二講義 岸田 昌章氏 ：岸田整骨院院長 

橋本コンディショニング・コーディネーションクラブ 代表による、『シナプソロジー～

五感の指摘により脳内のシナプスの動きを活性化！～ 』というテーマでの講演で、参加者

が席に座ったままながら、口、手、足を使って、如何にそれぞれを連動させるかを実技の形

で行われ、日頃使わない五感の連動を体験でき面白いものでした。 

○ 第三講義 松沢 寿・松沢 聖佳 ：SAJ ナショナルデモンストレーター 

お二人による、テーマ『 早く、楽しく上手くなるスキー 「スキー用具の変化と技術」 』

の講演で、実際に使用しているスキー板やブーツを持ち込んでの最近の用具の解説と本邦初

公開と言うビデオを使っての各種ターンの技術解説でしたが、ターン技術向上の為のトレー

ニング方法も映され、シーズンが始まり次第、やってみたいなーと思わせる実戦的な講演で、

二人のやり取りも中々面白く、あっと言う間に終わったと言うところです。特に外足荷重へ

のタイミングについては参考になるものだったと思います。 

とはいえ、言われていることをこなす体幹を含む体力の強化により一層励まななければと

間もなく始まるシーズンに焦りも感じた次第。 

○ お楽しみ抽選会 

抽選会については、学習交流会にとってつけたような感じ。 あまり感心しません 

 

【報告】：バーディカル 藤井 努（第一講義、抽選会）、豊田 一雄 

 

 

「スキーオピニオンリーダー養成講座 ２０１３」の報告 
  

９月２６日（木）午後６時３０分から、大阪にて「スキーオピニオンリーダー養成講座 ２

０１３」が開催され参加してきました。大阪スキー協からは６名が参加されていましたが、京

都からは私だけの参加でした。 

 「スキーオピニオンリーダー養成講座」なんて聞いてことがないと思いますが、９月の全

国代表者会議で報告され、全国通信の３９９号で具体的に紹介されました。 

特定非営利活動（NPO）法人「ウインターセーフティ協会」は、ウインタースポーツでの安

全啓蒙を目的として、日本スキー産業振興協会（JSP）主催「S-B-B認定整備技術者セミナー」

の運営スタッフを中心に設立されました。「ウインターセーフティ協会」では、昨年から指導

的立場のスキーヤーに対して、スキー用具の安全な使い方やヘルメット着用推奨などを盛り込

んだ「スキーオピニオンリーダー養成講座」を開催しています。 

行・事・報・告 
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この講座は日頃ビンディングの取付け・調整を業務で行っている販売店、レンタルショップ、

スキースクールの方々が「S-B-B認定整備技術者セミナー」においてどのような講習を受けて

いるかなどもあわせて説明を行っています。 

最近では、消費者による情報収集方法は多岐にわたり専門的知識を有する一般スキーヤーも

多くいますが、間違った情報提供は雪上での事故の原因になりかねません。「スキーオピニオ

ンリーダー養成講座」では消費者の立場、指導的スキーヤーの立場として習得しておくべき情

報を、安全啓蒙の一環としてできるだけ多くのスキーヤーの方に伝えています。 

 「ビンディング調整を有資格者に任せる理由」「ヘルメット着用推奨する理由」「ブーツ

には推奨使用期限がある」「チューンナップとワキシングについて」を学んできました。毎年

この時期に開催される予定のこの講習を受講していただき、安全対策を担うオピニオンとして

活動していただけたらと思います。 

【報告】：望峰  小山 孝夫 

 

 

全国・競技部会の報告 
 
９月１５日（日）全国勤労者スポーツ連盟事務所にて全国競技部会が開催され、参加してきま

した。以下のことが議論されました。 

（１）スキー協カップ・スーパーＧ ２連戦 

・日程は２０１４年２月１５日（土）～１６日（日）、よませスキー場にて 

・スキー協の会員さんに、より沢山参加してもらうために「練習会＋スパーＧ」とし、 

１日目は練習会、２日目にＳＧ大会（２本）とする。 

・賞状のみとし、副賞のメダル無しとする。 

・参加費は練習会が３０００円、スーパーＧ２連戦が５０００円。練習会とスーパーＧ２連戦、

両方参加の方は７５００円とする。 

・練習会のタイム計測は、最後の１～２本、掲示計の準備をしてゴールに置く。 

（２）第４０回全国スキー競技記念大会 

・日程、２０１４年３月１日（土）～２日（日）、戸狩温泉スキー場にて 

・４０回は記念大会と位置付けし、競技種目は、ビギナー部門、テレマーク部門などを検討す

る。 

（３） セッター養成・研修会 

・日程は２０１４年４月１９日（土）～２０日（日）、野沢温泉スキー場にて 

・養成座学は別途に行うが、２年前に行った関西方面（大阪）での受講者は、昨年度は中止に

したので今年は免除されます。 

（４）乗鞍サマーレイシングキャンプ 

・日程は２０１４年７月１１日（金）～１３（日）か、東京が開催する予定の７月１９日（土）

～２１日（火・祭）の日程で調整する。 

（５）競技規則の改定について 

全国勤労者スキー協発行・競技規則２０１１年版を見本として、競技規則（２０１１年版）

抜粋版２０ページの準備ができ、部員の皆様に確認をお願いした。 

（６）その他 

・岩手・宮城の復興支援の「春休み子どもスキー」の取り組みを支援するために、各大会時に

募金箱を用意する。 

【報告】：競技部長  小山 孝夫 
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第 2 回運営委員会報告 
日時：2013 年 9 月 19 日（木） 於：新日本スポーツ連盟事務所 

 

○ スキーメイト購読者の現状把握 

○ 京都スキー協のつどいについて 

○ 京都スキー協フェスティバルについて 

○ ウイークデースキーツアーについて 

○ 新クラブのスキー協への納入金について 

○ 各部および行事報告  

○ 新クラブの結成総会あんない 

 

    第１回スキー協フェスティバル実行委員会： 10 月 15 日（火） 

次回の運営委員会：10 月 17 日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●スキー協会費納入のお願い 
 

今年度の会費の納入につきまして、各クラブへお願い申し上げます。 
 

<振込先> 口座番号 郵便振替 14420-8324331 

 口座名  新日本スポーツ連盟京都スキー協議会 

<会 費> 1 人 3600 円 


