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２０１５年京都スキー協新年をお喜びします 

真実を見つけることは楽しい作業 
会長 三上保孝 

 昨年１２月の関西ブロック行事の初滑り、滋賀県の若きスキー協デモ野瀬クラスに入った。生徒は老

獪な中級指導員ばかり、ぶっ飛ばしだけのクラスになるのか？技術レベルに付いて行けるのか？不安、

でも、まぁーチャレンジすることにした。あにはからんや、スキー協技術の基本（内向、内傾）を懇切

丁寧に説明された。角度や加減まで明示されるので判りやすい、内向傾とは何モノなのか？ベーシック

パラレルの足の開き出しは何のためか？講習の冒頭に全部説明された。それを実現するためのトレーニ

ングだった。海千山千の生徒たちも成し遂げることに苦労していた。 

 スキー協以外の技術では、基本姿勢の注意５点を指摘された。「目線は遠く、手は見える範囲、背筋

を伸ばす、尻落ちをさせない、外足に乗る」これを守れば大体何処でも滑れるらしい。３日目は新雪が

バッチリで思いっ切り滑ることができた。若者に教えられ、思い存分に滑れ、華麗な時間管理に大満足、

最近の関ブロ行事は当りが多い。 

 ここから本題に入って、上野千鶴子（京大卒、ジェンダー論）と坂東眞理子（東大卒、官僚）の対談

から今の日本を考えてみる。子どものしつけについて、坂東「団塊の世代って、伝えるべきものを子供

たちに伝えていないのでは」、上野「私たちの世代って親からたいして援助されませんでした。その世

代が親になったら子供にとめどなく贈与し、子どもは贈与を受け取ることを当たり前だと思っている。

なんでこうなっちゃったのかが、本当にわからない」、坂東「きっと、自信を持って伝えるべき価値や

教えがないんでしょう。成金だからですよ。私たちが育った時代は日本全体が貧しくて、親は与えたく

ても与えることができなかったから、子どもは我慢することを知った。今のように豊かになれば、親は

しっかりしないと子どもの要求に流されてしまう。自分が子どもの頃悲しい思いをしたから。でも豊か

な社会だからこそ、与えすぎないよう親自身が自分をコントロールしなければいけないんです」、さら

に「自分たちが親の権威を否定したから、自分たちも親の権威を押しつけない」としているが、「子ど

もがいやがることを教えるというのは、親にとってはエネルギーのいるつらいことなんですよ」、成金

の家には家訓や決め事がない。 

 「女性の品格」について、上野、「優勝劣敗」の新自由主義は自己決定・自己責任の原則を女の子た

ちに内面化してしまった。坂東、そんなとき「勝ち組」は言い放つわけね。「私はうまくやったわよ。

悔しかったらあなたもやってみたら」と、「少なくとも男のレースに参入して、競争に勝つことを女性

は目指してほしくない」。上野、「だから本当に女性同士の連帯が難しい。連帯というのは、基本的に弱

者がつるむということだから。自分を弱者だと認めたくない女性が増えたように思います」、女性は分

断され団結できない？ 

 老後について、坂東、人生の最終章では、健康・体力の違いや、人間性・人柄など「人間力格差」が

突きつけられている。団塊の世代はすでに６０代半ばです。もう自分の好きなことをしていいんだとい

うことですが、それではお天道さまに申し訳ない。上野、少なくとも団塊世代から動き出さないと、超

高齢化社会は本当に生き詰まってしまう。 

 真実とは何か、朝日新聞の従軍慰安婦の誤報問題を、我々はどう考えたらよいのか、慰安婦がいたこ

とは日本政府も認めている。何が問題になっているのか、強制連行があったか、なかったか、が問題に

なっているのである。軍が関与しているかどうかであるが、政府は「証拠がないからなかった」と述べ

ている。業者であれば業務契約が残っているはずなのだが、慰安婦を輸送船でモノとして運んだり、性

病管理を軍医が担当していた。慰安婦に離脱する自由があったかどうかは疑わしい。 

 「反権力」は「権力」を意識するあまり、自分自身も「権力」を孕んでしまうのだろう。そのことに

無自覚だというのが朝日新聞をはじめとする「進歩的」と言われる人や政党の問題点だろう。誤報を鬼

の首を取ったように騒いで慰安婦問題そのものまで存在しなかったかのように騒ぎ立てているが、論外

で日本ではこの手の宣伝が簡単に信じられる。日本はドイツと違って、加害責任を全て消し去り忘れよ

うとしている。保守層や資本家に騙されてはいけない、経済優先というが、分け前も与えずに働き続け
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させられる。弱いものは団結することが唯一の武器である、これを大切に本年も静かに諦めず戦う歳と

したい。  

☆行事案内☆ 

関西ブロック養成研修学校  報告 
 

 

日 時：２０１４年１２月１２日（金）～１４日（日） 志賀高原スキー場 

参加者：三上・法里・丸谷・橋本・寺尾・岡島・小山・矢吹・浅野・仲・安井×２ 合計１２名 

 

今シーズンも又関西ブロック研修に参加して 

                     京都スキー協 森の会 法里日出子 

 私のシーズン初滑りはここ何年か１２月の志賀高原一の瀬が恒例となっている。最初指導員のための

研修と思い込んでいたが、初滑り誰でも OK と言われて参加している。 

今年はそんなグループ名が「じっくりレベルアップ班」それもなんと衝撃的だったのは昨年と同じ先

生（坪倉）とほぼ同じメンバー。基礎をじっくり教えてもらいたいと希望したクラスだった。メンバー

が個性的と思っていたらなんと先生も指導員の中ではかなり個性的らしいと後で聞いた。みんな自己中

心で、人一倍熱心で、平均年齢が高い。しかしこのメンバーがなんと楽しく最高。先生も生徒も言いた

い放題、この生徒にはこの先生しか無理だなあと納得。 

 今年は３日間雪が降り続き、２日目からは新雪、深雪の滑り方に集中。スキーはスピードを出すこと

も大事と、高速ターンは必死で先生の後ろを遅れないように付いて滑り、縦長と足裏切り替えターンで

スピードが出せた。３日目はさらに新雪が乗り、一番喜々としていたのは先生だった（と思う）。とに

かく新雪は初めてで怖い怖いと言っている生徒も無視（？）して、誰も踏んでいない横の方の新雪ばか

り選んで、付いてこいとどんどん滑った。先生いわくく「新雪のしの字の滑りしか教えていないのに皆よ

く滑っているな」 

 私は覚悟を決めてとにかく後ろを必死で付いて行った。その結果、新雪の最高の楽しさにすっかりは

まってしまった。すばらしい先生とメンバーに感謝。ありがとう。  

 

2015
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クラブツアー 報告 
 

京都西山クリスマススキーツアー  報告 
 

 

 京都西山スキークラブ 塩谷憲司 

  シーズン初滑り行事として、「クリスマススキーツアー」を木曽福島スキー場において実施しまし

た。 

 昨年は、クラブ結成記念ツアーとして「志賀高原初滑りツアー」を成功させて、シーズン通してクラ

ブ活動と組織の活性化に努めて参りました。 

 その後４名もの新しい入会者があって、２１名のクラブ員で第２期総会を迎えシーズンオフの活動の

なかで、指導員養成希望者が７人も現れてスキー教程の勉強会や、オフトレとしてストレッチ＆筋トレ

等新しい取り組みを続けてきました。 

 京都スキー協に要請して、ウィークデースキーツアーで、STTの実施や、京都スキー協主管の検定会 

を 3月に木曽福島で開催して頂く事が決まりましたので、兎に角木曽福島に通ってレベルアップしよう

ということで、初滑りも近くて安い、木曽福島スキー場で冬休みに入ったら初滑りという計画でした。 

 実際には、養成者７名は 12 月に関ブロと北信ブロックで養成実技講習会を受講しましたので初滑り

ではなかったのですが、他のクラブ員も参加して 12名で楽しいクリスマスツアーになりました。 

 橋本指導員と三上指導員にもきて頂いて、全員がレベルアップめざして練習しました。 

 初日は、希望者９人が現地 SAJスクールインストラクターの不整地小回りに繋がる基本技術の講習会

を受講しました。私の友人の校長の手配でいろいろ優遇して頂きました。とても良い勉強になりました。 

 二日目は養成班と基礎スキー班と分かれて、それぞれ一生懸命練習しました。 

 養成班には橋本指導員と私がつい

て、教程種目の運動要領や基礎的技

術を確認するバリエーションを幾つ

か繰り返してしました。全員が養成

実技講習会を受講して来ているので

すが、なかなか身体で表現するのに

は時間がかかります。復習と補習と

いう事で習熟をめざしていますが、

各自の練習で血肉化していく事が求

められています。基礎スキーという

事では、応用種目 3 種目は一通り，

とりわけコンビネーションは、実践

的に長いバーンでやって経験を重ね

ました。STTの結果が楽しみです。 

 基礎スキーレッスン班は三上指導

員のもとで、丁寧にじっくりと「基

本姿勢」から、「安心と安全の安定し

たターンの基本」を学びました。 

 夜は，夕食後に詩吟の発表や、みんなで歌う会をして楽しい交流会でした。 

 部屋に戻った二次会ではクラブの運営について真剣に討論をするという流れになり、同席のスキー協

指導員二人もびっくりしながら耳を傾けていました。なかなか参加できないクラブ員の要求や願いをし

っかりと受けとめながら行事の企画やクラブ運営をしていかねばならないと再確認する事になりまし

た。   

 そして今、昨季から企画実行して来たウィークデースキーツアーの成功の為に力合わせています。 

 クラブ員とその繋がりで参加する地域のスキー仲間で京都西山関係だけで 20 名が参加する事になり

ました。リピーターも数名いますし、まったく新しい方々も沢山申し込んでこられました。 

 地域のスキー要求に応え、スキー文化の普及に取り組む「地域スキー協クラブ」の本領発揮というこ

とで今後も幅広い仲間の輪を拡げて行きたいと思っています。 
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初滑りツアーに参加して 

                               都西山スキークラブ 安井愛子 

 木曽福島クリスマスツア-に参加させて頂きました。 

 今までは１年に１週間程しか滑っておらず、今年西山スキ-クラブに入会してすぐに運営委員になり、

トレ－ニングのコ－チになり、初級指導員検定試験も受けることになり、驚きの連続です。 

 自分のスキ-が、どの様に滑っているのか、どの様に滑るのか、まだ何も分からずに手探り状態です。 

 木曽福島２日半の間は晴天に恵まれ、有意義な楽しいスキ－講習になりました。 

 １日目は、現地の SAJ のレッスンを９名で受けました。基礎スキ-を教えて貰いました。とても教え

上手な先生で皆いい感じで指導を受けました。塩谷さんの紹介でレッスン費も１日３０００円と安くし

てもらえました。 

 受験しないメンバーは３日間とも三上指導員によるレッスンが受けらました。 

 夜は大広間でビ－ルで乾杯して楽しく歌を歌い、長尾さん塩谷さんの詩吟も拝聴し PM１０時に就寝

しました。 

 ２日目は、WSAJ の橋本指導員によるレッスンで、滑り方も違うだろうと思ってましたが、それ程変

わらなくて唯、体軸、重心位置、足の開き方などの細かい指導を受けたように思いました。一番難しか

ったのは横滑りでした。 

 夜は、皆で西山スキ-クラブのあり方など、意見を述べ合い、指導員検定を受験する人が目立ち過ぎて

るいので反省し、皆で楽しめるクラブするには、どうすればいいかと話し合いました。 

 ３日目午前中だけ、橋本指導員による総合滑走を練習しました。橋本指導員はまさにスキ-教程にある

珠玉の輝きの心をもった指導員だと思います。２日半では、技術的に初級指導員に合格するには、ほど

遠くまだまだ未熟だと実感しました。 

 唯言えるのは、今回スキ-帰宅後も疲れ無かった事です。翌日土日は AM５時起きで仕事でしたが、元

気に普通に働けました。 

 私達夫婦は初級指導員を目指すのは無謀なんですが,、浅野さんがいつも全員合格目指そうと励まして

下さるので、受験する事が自分たちのレベルアップだと思い、頑張ります。       

 

養成実技講習会と京都西山初滑りクリスマスツア－に参加して 
                          京都西山スキ―クラブ    長尾建治 

関西ブロックの講習会には日程の都合で参加出来ず、北信ブロックの志賀高原での講習会に参加しま

した。受講生は総勢5名で、内4名が京都西山で1名が地元富山の方で、主催者の方は京都の為に開講し

ている様なものだと言っておられました。 

講師の先生はブロックで最も厳しいと言われている方で、大変丁寧で熱心に指導してくださいました。

内容はスキ―協の教程にそった基本の練習が中心ですが、実際に身をもってするのは初めての事も多く

なかなか手強いものでした。やはり基本をきちっと身につける事が大変難しく大事だと思い知らされま

した。天候や時間の関係もあって、やや駆け足的な状況で消化不良な事もありましたが、何とか必要な

単位を修得する事が出来ました。 

続いて、京都西山の木曽福島での初すべりツア－に参加し、ここでも養成班に入れて頂きました。一

度北信ブロックで経験している内容なのでイメ－ジは何とか出来るのですが、なかなか上達せず、もど

かしさを感じました。中でも、ベ－シックパラレルタ－ンを完成に近づけることはイメ－ジがつかめず、

これからの猛練習の必要を感じました。 

夜の懇親会で京都西山スキ―クラブの現況が話題になり、皆さんが日頃感じていることをそれぞれ話さ

れました。                                                                     

① 今シーズンは指導員養成の取り組みに偏重している嫌いがあるのではないか。 

② スポーツとレジャーの違いは明確ではない様ですが、スキ―を「スポ－ツとして楽しむ」と言う

限定した狭い考えでなく「レジャーとして楽しむ」ことも含めていろんな楽しみ方があって良い

のではないか。 

③ この様な意見も考慮してクラブの運営、行事のあり方などを検討してみる必要があるのではない

か。 

以上の3点が大まかな内容ではなかったかと思います。 

京都西山スキ―クラブは誕生したばかりですが、いろんな行事を経験しました。そこから得られた教訓

をこれからの運営に活かすべく検討をする事は大切な事だと思います。 
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望峰正月スキーツアー  報告 
 

       初参加者  本木さん 

望峰のみなさん初めまして。 

お正月スキーに参加させてもらった、木本と言います。スキーは実に20年ぶりにしました。おかけで滑

り出しはマンガのように雪の中に突っ

込んでいきましたが、親切なコーチに

一日付きっきりで教えてもらえたので、

午前と午後の自分の滑りは本当に見違

えるほどでした。一日じっくりやって

みて、スキーの面白さがわかってきた

ところです。 

望峰のみなさんは、私にとっては父、

母のようで、家族といるようなあっと

いう間の4日間でした。私の父と母も若

い時には八方や赤倉にスキーに行って

夢中になって滑っていたそうですが、

今はご隠居状態。望峰のみなさんと交

流する中で、スキーに対する情熱に触

れ、70歳になるまではまだまだ元気に

スキーをしたい！！スキーは生涯スポ

ーツだ！！というお話を聞けたのが一番心に残っています。そして、自分自身への希望にもなりました。

ここ数年山登りにはまっているのですが、これからスキーも自分にとって生涯を通して楽しめるものに

なっていけたらいいなと思っています。 

また、スキーツアーに参加してみたいです。ありがとうございました。 

 

 

第5回運営委員会報告 
日時：2014年 12月 16日（火） 於：新日本スポーツ連盟事務所 

報告事項 

１．中央研修会報告 

２．関西ブロック研修会報告 

３．関西ブロック競技大会について 

４．京都スキー協・初級指導員検定会について 

協議事項 

１．役員体制の強化について 

２．ホームページについて 

３．遠方からの運営委員会参加者への補助について 

４．宣伝について 

５．ウイークデーツアー／スキー協フェスティバル／日帰りレベルアップについて 

６．規定について 

７．その他 

 

次回運営委員会：    １月２０日（火）午後７時～９時スポーツ連盟事務所 
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新日本スポーツ連盟・京都スキー協議会 

URL：http://wsak.cava.jp/index.html 

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)  

           ツアー日程 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ● 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 
ふりがな  

 

クラブ 
生年月日   年  月  日（  才） 

住 所 
〒 

連絡 自宅 TEL：          携帯 TEL： 

講習会 
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 

レンタ

ル 

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  希望 京建労 京都駅 

 

2月 20日(金)「出発日」 
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 


