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2017-18シーズン始まりました ！ 今年も楽しもう ！

作年とは大違いの早い冬の訪れで、各地

のスキー場が次々とオープン、今年は大い

に期待できそうです。

京都スキー協の２大行事、ウイークデース

キーとスキーフェステバルを開催します。

会員の皆さんや家族はもちろん、会員外

の友達や、知り合いの方の参加も大歓迎！！

ぜひ一緒にご参加下さい。

(↑)、スキーヤーオンリーのきそふくしまスキ

ー場、ゆっくり、のんびり楽しめます。ゲレンデ

トップからは、名峰御嶽山が真正面に !

宿泊は、開業３５０年の地元随一の老舗旅館

「いわや」、歴史を存分に味わって下さい。

フェステバルは、キッズからレ-サーまで楽し

める多彩な企画、滑走中の写真プレゼントや

ビデオ撮影もあります ↓

平日ツアーは１月17日(水)～19日(金)

Ｍｔ乗鞍、標高2千ｍから標高差500ｍ・最長

5ｋｍを一気にダウンヒル！！ (→)

サラサラパウダーと牛乳色の「源泉掛け流し」

風呂をお楽しみ下さい。
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《こんなことやりました＝クラブ便り》

カプリコーン 羽賀

仕事や介護で時間が作れないメンバーが多く、なかなか

自力での行事が難しい中、他のクラブに混ぜてもらう形で

スキーに行ってます。

毎月のケーキの会では、かぷり以外のメンバーも誘って

いて、会員外の参加も増えています。

スキー行事も会員外の参加が出来ることをアピールして

いきたいです。今はどんな形であれ、ゲレンデに立てるこ

とを目標にしています。

〈活動報告〉

①琵琶湖でバーベキュー(４月 23日) ↑

琵琶湖の湖畔にてバーベキューをしました。

シティの中島さん家族も、ピザ釜・燻製器を持参して

合流。キャンピングのレクチャーをしてもらいました。

毎年バーベキューを行うかぷりですが、さらに美味し

いものを追求して、お出かけも増やして行きたいと思

いました。

②ケーキの会(８月 27日) ↑

菅沼家にて毎月恒例のケーキを食べる会。

7月に参加した総会の報告会を行いました。

③京北でバーベキュー（10月 30日) →

芝生でのヨガやトレーニングをする予定でしたが、台風通

過中で雨と風がきつくて断念。悪天候にもかかわらず屋根

付きのコンロを借りて、グリルドチキン、ピザ、マシュマ

ロを焼いて盛り上がりました 。

2018 年は、森の会の正月スキーに参加、２月 10 日に木
曽福島へ森の会との合同行事。

３月には日帰りスキーを予定しています。

雪おこし (ＳＣ雪おこし通信NO.42より転載)
今年度の活動報告

①しまなみ海道サイクリング（4 度目の 「しまなみ海道」)

②10月例会：黒豆ぼり、 BBQ、 テニス(10月31日(火))

③12月例会（12月12日（火）)忘年会（食事会・スキーDVD

視聴・テニス）

④12月19日(火)初滑り(ハチ北スキー場)これが噂の「黒豆ボリ」
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今後の企画

◎１月例会＝１月２８日（日） 神鍋スキー場

◎２月例会＝２月４日（日）～６日（火）野沢温泉スキー場

２月 20日（火） 万場スキー場

「今シーズンの抱負」 (雪おこし・星 幸敏)

17ー 18シーズンの目標について当初なので私なりに少し
考えてみました。

①昨シーズンは、当初に怪我をしてシーズンの半分を棒に

振ったので、まず怪我をしない事。

リフト降り場では、隣の人の板を踏まない様に特に気をつ

けたいと思います。

②滑走出来る時は、課題を持って滑る。

15 日ぐらいは滑りたいと思っていますが、 何やら家族の

事で忙しくなりそうなので確保出来るかどうか。 それで

滑れる時は楽しく滑走すると共に少しは課題を持って滑ろうと思います。

③ 5周年の野沢温泉行きを楽しむ。
「雪おこし」 ができて 5年を迎えました。 それを記念しての初めてのスキーツアーなので、

ぜひ参加して成功させたいと思います。 下見にも行きたいなあと思っています。

オフトレハイク・愛宕山登山とユズ風呂＆ぼたん鍋 （竹口)

11/26日、清滝から愛宕山に登

りました。ほぼコースタイムどお

りに、水尾分かれ(11：10)に着き、

愛宕神社に向かいました。

神社で御札購入する人もいまし

た。12時頃に着き、軽いめの御飯

食べ、ひたすら水尾に向かいます。

１時過ぎに｢まる源｣さんに到着、

ゆず風呂と牡丹鍋をいただきまし

た。参加者は、モネ４人、森の会

３人、シティーが１人と会員外２

人の計10名でした。

中央研修会行ってきました。自然雪の中で講習

(小山孝夫)

12月２日～３日（Ａ日程）と 12月４日～５日（Ｂ日程）で、2017年全国勤労者スキー協議
会の中央研修会が開催され、京都から３人が参加しました。

「豆ボリ」の後のBBQは格別！

愛宕神社に無事到着ぼたん鍋！!
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講師も含め 90 人が参加、13班に分れて講習を
受けました。

今年は早くから寒波が来ていたので、思っていた

より自然雪があり、２日間とも横手山スキー場で

講習を受けることができ、例年の熊の湯スキー場

でのごったがえした中での講習ではなく、広々と

したゲレンデでの講習でした。

いつものように朝９時～夜の９時までびっしり

の内容で、スキー協 50 周年に向けて現教程書を
改訂する内容の講習でした。新教程書に記載され

るカリキュラムは全部で「101」あり、１日半では到底ムリなので、選択された重点項目を講
師の滑りや説明を聞きながら、頭の中で混乱しながら滑りました。

選択はされていますが、それでも沢山の項目で「こなしていった」という感じでしたが、外

足荷重を重視することと、体軸を前に持っていくことが強調されていました。

内容に関しては、今後皆さんと一緒に勉強し

ていきたいと思っています。

新しい教程書は「ＤＶＤ」のみを販売し、「教

程書の本」に関しては作成せず、ＨＰにアップ

するということです。ＤＶＤは来年末には完成

予定です。

みなさんに協力していただいた「会員アンケ

ート」の分析結果を小川理事長から報告があり

ました。また、５０周年記念ウエアの試着もあ

りました。

２０１７秋・全国技術部会報告 (森田 英二)

２０１７年１１月２５~２６日 志賀高原熊の湯スキー場に２６名参加

近年にない冬将軍の早い到来で、全山真っ白な雪化粧で人工雪+自然雪のベストコンディショ

ンの中での初滑りとなりました。現在進行中の「新教程カリキュラム（案）の検証」をテーマ

に雪上検証が行われました。

2018年秋の発刊を目指し2016年から4名の編集体制で改訂作業が行われ、ほぼカリキュラム

も固まり雪上でのビデオ撮りも終え、その検証を今シーズン全国展開し意見をまとめ完成させ

ていく運びとなっています。現教程の基本的な考え方は継承し、全面改訂ではなくアンケート

などで要望の強かった「プルークを使った導入」を盛り込む展開となっています。

■改訂の特徴

谷回りからコントロールすることを重視。プルークの段階から外押し開きから外脚荷重という

ターン技術が組み込まれ、ターンの切り替え時、外脚（谷脚）荷重のまま斜滑降に入り次の開

きだしに入る流れとしている。このスキーを外側に押しずらす技術は、発展的にスキーをたわ

ませて滑る技術につながり、カービング技術になっても安定度の高い技術として、安全なスキ
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ー技術習得という観点からも「外押し開きからの外脚荷重」が有効とし組み込まれている。

また切り替え時、前に出て斜滑降に入ることが一貫して重視されている。切り替え時に重心を

前に移動し次のターンポジションに入ることが、安定した連続ターンに欠かせないことから、

あらためて強調されている。スキー協会員のウィークポイントともなっている。

■重心の位置によってパラレルターンの線引き（ベーシックから洗練）

プルークでの重心の位置は両スキーの間だが、パラレルは両スキーのターン内側へと変化して

いく。この中間技術として、内脚を軸にした（内脚上に重心がある）技術をベーシックパラレ

ルターンとし、両スキーのターン内側に重心がある技術を洗練のパラレルターンとした。

現教程では、ベーシックパラレルターンは

切り替え時に高い姿勢、洗練のパラレルタ

ーンは中間姿勢という分け方であったが、

今回は重心の位置により線引きされた。

■パラレルターンの定義

切り替え時、平行スタンスであればパラ

レルターンと定義。ターン時、プルーク形

状であってもターンの繋ぎに斜滑降を入れ

ることで初歩のパラレルターンとし、斜滑

降、横滑り、山回り技術を早い段階から取

り入れ、平行スタンスの操作に早くから慣れるカリキュラムとしている。

■足裏切り替えについて

「ベーシックパラレルターンⅡ」から足裏切り替えを紹介。 外脚のとらえなど安全面からも

大切な技術として、新教程の中でも重要視している。

■内向傾ターンについて

現教程の種目に置かれている「内向傾ターン」。これが無ければパラレルターンが出来ないと

いうものでは無いとして展開図から外すこととなった。ただし、谷回りに入る際には必要不可

欠な動作として取り入れられている。

① 教程改訂の流れ、ポイントはスキーメイト11月号（No.172）でも、東京セミナーでの岡田

技術部長講演の内容として掲載されています。参考にご覧ください。

② 改定内容について、質問や要望は森田までお寄せください。編集委員会に反映させていき

ます。

スキー協・2018年競技大会(関西・全国)のお知らせ

2018年１月27日(土)･28日(日) 関西競技大会(ＧＳ)：よませ(27日練習会・28日競技会)

３月３日(土)･４日(日) 全国競技大会（ＧＳ、ＳＬ）：戸狩温泉

３月17日(土)･18日(日) スキー協ＣＵＰ（ＳＧ）：キューピットバレイ
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日時 スキー場 備考

1月２日(火)～４日(木) 野沢温泉

２月11日(日)･12日(月) 木曽福島 

３月日帰りツアー予定 未定

２月３日(土) 今庄365 集合朝9時キッズパラダイス前

１月23日(火)～25日(木) 東北スキー予定

２月13日(火)～14日(水) スキージャム勝山

２月13日(火)～16日(金) 野麦峠

１月８日(月)～10日(水) 杉ノ原(８日)　

黒姫高原(９･10日) 黒姫でポール練習

12月25日(月)～27日(水) 木曽福島 車があれば28 日残留可 

1月９日(火)～12日(金) 木曽福島 期間中、希望日程参加可

２月６日(火)～８日(木) 木曽福島 車があれば月・火　移動可 

２月20日(火)･21日(水) ジャム勝山 一泊二日ツアー

３月６日(火)～８日(木) 木曽福島 車があれば月・火　移動可 

４月上旬  開田マイア(予定) 

12月19日(火) ハチ北 初滑り

１月20日(土) 神鍋

１月28日(日) 神鍋

２月４日(日)～６日(火) 野沢温泉

２月20日(火) 万場

(＊クラブ結成５周年記念野沢温泉ツアー企画中)

12月29日(金)～1月4日(木) 志賀高原 期間中、希望日参加(年内終了)

2月1日(木･夜)～6日(火･朝) 蔵王温泉 夜行バス

2月24日(土)･25日(日) おんたけ2240

3月10日(土)～12日(月) 野沢温泉 土･日･月の２泊３日

3月23日(金･夕)～25日(日) 乗鞍高原

4月13日(金･夕)～15日(日) 志賀高原･横手山 ファイナルツアー

１月17日(水)～19日(金) 木曽福島 第５回ウィークデースキー

２月16日(金･夜)～18日(日) Ｍt.乗鞍スキーリゾート スキーフェスティバル

１月27日(土)･28日(日) 夜間瀬 競技会＆研修会

４月６日(金)～８日(日)  志賀高原 レベルアップ＆検定会 

３月３日(土)･４日(日) 戸狩温泉 全国競技大会

３月17日(土)･18日(日) キューピットバレイ(上越市)  スキー協CUP(SG)
全国スキー協

スキー協
関西ブロック

２０１７－１８シーズンの各クラブツアー企画です。

開催クラブ

かぷりこーん
森　の　会
(合同企画)

シティ

フリーク

ウィスキー

バーディカル

京都西山SC

京都スキー協HP
(wsak.cava.jp)

「クラブ紹介」
に詳細案内有り

他クラブや会員外も参加可能な企画も多数あります。お問い合わせ下さい！！

雪おこし

SCモネ

京都スキー協
HP (wsak.cava.jp)

に案内有
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