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京都スキー協通信 NO . 2 6 7

新日本スポーツ連盟京都スキー協 2020.6.16

URL：http://wsak.cava.jp/index.html E-mail kyotoski@ooutlook.com

発行責任者／小山孝夫 編集責任者／荒川邦博 編集委員／森田英二・浅野輝男・星幸敏

京都スキー協議会第51回総会を開催します

日時：2020年８月２日(日)

13:30～17:00

場所：下京いきいき市民活動

センター・集会室

(塩小路河原町東入る)

(ＪＲ京都駅から徒歩約８分・下記参照） 前回総会で退任挨拶・故三上前会長
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2020/1/15～172020/1/15～17

7回ウィークデースキーツアー7回ウィークデースキーツアー

きそふくしまきそふくしま

きそふくしまスキー場は、今年も元気でした。きそふくしまスキー場は、今年も元気でした。

雪不足が心配でしたが雪不足が心配でしたが、、

さすがきそふくしま！さすがきそふくしま！、、

ゲレンデはゲレンデは、、バッチリ！バッチリ！

39人参加！39人参加！

京都スキーフェスティバル京都スキーフェスティバル

2020 in 栂池高原2020 in 栂池高原
２０2０/２/２２～24２０2０/２/２２～24

京都スキーフェスタを

去年に続き栂池高原で開

催しました。

３連休も好評で、過去

最高の52人が参加、大人

も子供も楽しみました。

雪不足でポール練習が

中止になったのは残念で

した！
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京都スキー協のポール練習会(競技部)報告(競技部・坂下)

2月17日から19日の3日間、岩岳スキー場で4人が参加

したＳＬ練習会を行いました。あまり練習する機会のな

いスラローム(SL)の練習を簡単なセットから始めて、基

本を体得することをめざし皆で協力して運営しました。

初日はフリー滑走でゲレンデ視察と足馴をしましたが、

翌18日は、強風のため、宿で待機。19日は、晴れて気温

も高くなく、雪もしっかりした感じで最高のコンディシ

ョンの中で、スキーを楽しむことができました。

ープンゲート(以後openと言う)は、全員、逆手で滑れる
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ようになり、スムーズさも増しましたが、ブラインドゲート(以後blindと言う)は、やはり苦労

しました。blind(ヘアピン)は、ぎこちないながらも全員完走できました。blind(ストレート)

は、膨らんだり、外れたり、止まったりして、満足に滑れませんでした。参加者は今シーズンS

Lポールは初めてなので、初日にしては、よくできたと思います。もう1日あれば、blind(スト

レート)も完走できるようになったと思います。やはり、回数をこなして慣れないとだめ。

頭で理解し、体で覚えることの重要性を実感しました。

全員で協力して運営、和気あいあいと実施し、ケガも事故もなくほどよい疲れが残りました。

モネＳＣ 恒例お正月ツアーin志賀高原 (モネＳＣ・藤岡）

望峰SCは志賀高原で、2020年1月2日

から5日まで恒例のお正月ツアーを行

いました。参加者は11名。予定より出

発時間を早くしましたが、京都市内の

渋滞に捕まり結局約2時間遅れて出発。

でも何とか志賀高原の宿に無事着くこ

とができました。

今年は、雪不足が心配されましたが

思ったより積雪があり1日目から十分

スキーを堪能できました

2日目は曇・雪がちらつく中、天候が

心配されましたが、一ノ瀬ゲレンデか

ら奥志賀高原ゲレンデまで縦走し、焼

額ゲレンデなどで滑走を楽しみまし

た。スキーが終わった後の夜の交流会

では、新しいメンバーと初対面の会員の自己紹介やスキー協のビデオなどを見ながらお酒を交

えて過ごしました。またクラブ望峰の今季のツアーの打ち合わせもワイワイ言いながら行いま

した。ツアー企画が結構あり参加するメンバーで企画日程が変わったりします。最終日は朝か

ら大雪でとりあえず宿の前で記念撮影。

その後滑走するメンバーと滑走せずゆっくりするメンバーに分かれて過ごしました。

ツアーに参加したクラブ望峰の堀田会長は「このツアーに参加して今シーズンも楽しくスキ

ー ができそう」と御満悦。何はともあれ大きな事故なく無事ツアーが終了しました。

ストックが戻ってきた！優しさに感動です (雪おこし通信74号より転載)

今年の１月のウィークデースキーの取り組みで、木曽福島スキー場へ行った時のことです。

リフトに乗りながら隣の竹口さんと打ち合わせをしていました。その時に私が片方のグローブ

を外した時に、するりとストックを落としてしまいました。

真下に落ちたストックは積雪も少なかったのでよく見えていて、その後何回もリフトに乗る
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度に下を眺めては、何とか取れな

いものかな、どうしたら良いかな

と思って見ていました。

翌日はストックを「かおる」で

レンタルしスキーを楽しみました

が、相変わらず私のストックはそ

の場所にありました。

スキー場の方に相談しましたが

どうすることも出来ず、帰路につ

きました。でも、長い間使ってき

たストックでしたのであきらめき

れず、３月の末にスキー場に電話

を入れ、色・メーカー・特徴・落

としたリフトの支柱番号などを伝えました。係の方はシーズンオフになって、リフトを取り外

し、支柱を点検する際に見ておくように担当に伝えますとおっしゃいました。

そして、５月の中頃になって、木曽福島スキー場から電話があり、該当する物がありました

という知らせを受けました。びっくりです。ストックの特徴等を確かめ、私の物であることが

わかりました。早速小包でおくっていただきました。

これまでにもいろんな物をスキー場に置き忘れたり落としてきましたが、帰ってきた物は一

つも無かったので、嬉しいやら係の方のその親切さに感動しました。早速お礼状を書きました

が、これからは木曽福島スキー場に足を向けて寝られません。また木曽福島スキー場をきばっ

て利用したいと思っています。 （雪おこし・星）

クラブ望峰の八甲田山＆野沢温泉ツアー (モネSC・藤岡孝之)

スキークラブ望峰では３月21日土

曜日から23日月曜日まで八甲田山ス

キー 場に行きました。参加者５人。

１日目は早朝、車１台に乗り合わせ

て伊丹空港へ。伊丹から青森空港に。

着いてすぐに送迎タクシーで酸ヶ湯

温泉旅館に11時前に到着。12時30分

旅館発でスキー場へ。

生憎天候が悪くロープウエイは運

休。リフト券を買って夕方迄滑走。今年は全国的に雪が少なく青森市内もほとんど雪がなかっ

たのですが、スキー場周辺は雪がいっぱいで春スキーでしたが十分楽しめました。

アフタースキーは温泉と夕食。温泉は珍しい混浴で大きな温泉。湯治にこられている方や地

元の方で大盛況。夕食も想像していた(!?)以上に美味しくて参加者は大満足。

２日目は朝からロープウエイで山頂へ。日曜日ということもあり朝一番のロープウエイ乗り

木曽福島スキー場・クワッドリフト降り場付近

林の中を滑る延長５KMのフォレストース
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場は大混雑で長蛇の列。定員101名のロープウエイで２回目、３回目に分かれて乗車することに。

私たち以外の人たちはリュックやカンジキなど山登りの重装備。多くの方々というよりほとん

どの方がガイドさんを頼んでツアーを組んでロープウエイを降りてからさらに歩いて山頂へと

登っていかれましたが、天気が不安定だったので天候によっては引き返すこともあるとのこと

でした。私たちはロープウエイを降りたところから滑走できる２つのコースのうち、まずフォ

レストコースに挑戦しましたが苦戦をしたメンバーもいて、降りてくるのに結構時間がかかり

ました。今回はガイドさんを頼んでいなかったので、ロープウエイの周辺の不整地のコースを

滑走しましたが、後で聞いた話ですがツアーガイドさんのパターンは多様で、参加者に合わせ

て半日・１日とツアーを組んでもらえるそうで、今度行くならガイドさんに違うコースを連れ

て行ってもらいたいなあと思いました。

スキーから帰ってくると１日目同様夕食に、お風呂にとアフタースキーを満喫しました。

最終日は、ロープウエイのコースを滑走する人、ゲレンデを滑走する人、温泉を満喫する人に

別れて午前中集合時間まで行動、午後旅館で食事やお風呂を最後まで楽しんで15時30分旅館出

発。18時５分青森空港を定刻通り出発し京都へ無事帰ってきました。

今回は、我がスキークラブ望峰の企画としてはゆったりとしていたことや、思ったより積雪

があり、３日間通して雪が降っていたこともあり、今

度行くので有れば４月でも良いかなあと思ったりしま

した。整地されたゲレンデスキーとは少し違ったスキ

ーもいいなあとまた機会が有れば行ってみたい企画で

す。参加されていないみなさんも是非次の機会には一

緒に行きましょう。

望峰では、２月14日(金)から７日(月)にかけて３泊

４日で野沢温泉スキーツアーも開催。３月には乗鞍温

泉スキー場へ行きました。

関西ブロック・初滑りのレベルアップ(2019/12/20～20)に参加しました (森の会・矢吹明弘)

今年も雪が少なくてしかも一ノ瀬ファミリーゲレンデは修学旅行生で一杯でしたが、そのす

きまを縫うようにして競技するような人が猛スピードですり抜けていくのを見て、無謀なスキ

ーヤーに呆れてしまいました。我々の池田班は２日目を焼額ゲレンデに移動したおかげでゲレ

ンデの混雑は多少ましでしたが、修学旅行生以外のスキーヤーが同じように焼額に来たのでリ

フトは相変わらず20分ほどの待ち状態でした。スキーブームの時代に戻ったかのようで喜んで

いいのやら悲しんでいいのやら複雑な気持ちになりました。

講習では、スキー動作を「突っ張る」とか「上に伸びる」といった言葉で表現されても最初

はピンとこないこともありましたが、言葉の疑問が解決すると体で自然と表現できるような気

になります。教えてもらいながら、教えることの難しさと解ってもらえた時の指導員の喜びを

改めて感じました。講習で池田指導員から１つの課題をもらったので、今シーズンはその課題

を思い出しながらワンターンワンターンを丁寧に滑ろうと思っています。初級指導員として悩

みながらの自分にとっても手本になるような講習を経験させてもらったので、雪はなかったけ

れど内容の濃いシーズン始まりになりました。

２月の野沢・毛無山山頂



長野県：栂池高原スキー場

っくり温泉も、時にはグ
ループ滑走も。でも一人
では、もう年だし、とお
考えのあなたに。クラブ
のモットーは一人ぼっち
のスキーヤーをなくそ
う ！ で す 。
yahoo@5211

連絡・問合せ

新日本スポーツ連盟・京都スキー協議会

〒615-0013 京都市右京区西院松井町7-1

E-mail：kyotoski@outlook.com

HP：http://wsak.cava.jp(京都スキー協)

℡ 090-2350-7335(小山) fax 0774-27-5642

スノースポーツを楽しもう

京都スキー協議会クラブ案内

新日本スポーツ連盟

京都スキー協議会

雪おこし
丹後地方で雪の降る前になる雷をクラブ

名にしてます。退職者も多いシニア地域ク
ラブです。昔はよく行ったなあ、自分の
ペースで滑りたい、もう少し上手になりた
い、ゆっくり温泉も、時にはグループ滑走
も。でも一人ではもう年だし、とお考えの
あなたに。クラブのモットーは一人ぼっち
のスキーヤーをなくそう！です。年間型総
合スポーツクラブを目指しています。
■連絡先 TEL/Fax：0772-22-1331 星 幸敏

E-mail:hoyu1951@yahoo.co.jp

○ウィークデースキー：1月中旬
長野県：木曽福島スキー場

○京都スキーフェスティバル：2月中旬
長野県：栂池高原スキー場
○関西ブロック：12月中旬、4月初旬
長野県：志賀高原一ノ瀬スキー場

○関西ブロック競技大会：2月初旬
長野県：北志賀よませスキー場

○全国競技大会：3月初旬
長野県：戸狩スキー場等

京都スキー協議会とは‥･

京都のスキークラブの集りで、全国的な組織

をつくり独自の指導員制度を確立しています。

初級・中級者にはレベレアップを目指し丁寧

な指導を、上級者は指導員やデモを目ざしてい

ます。初めての方！レベルアップしたい方！

初心者から上級者まで、いろいろなレベル

のスキー講習会も行っています。ポール

競技や山スキーにもチャレンジできます。

ポール競技に興味のある方！SL・GS・SGの

大会もあります。レベル・年齢は問いません。

気軽に参加して下さい！ジュニアからシニア

まで幅広いスキーヤーが参加しています。

家族的な雰囲気もあり、交流会・温泉などで

アフタースキーも楽しんでいます！

私達の活動内容は、ホームページで紹介して

います。一度ご覧いただければ幸いです！

私たちの行事に参加
してみてください！
初心者歓迎！興味のある方、

ぜひご連絡ください！ホワイトシーズン主要行事

京都西山ＳＣ
2013年乙訓・西京地域に結成されたス

キー協クラブで、結成以降七年間で多く
の仲間を迎え、シーズンオフも年間通し
て楽しいクラブ活動を繰り広げています。

生涯スポーツとして安定・安全で華麗
なターンを目標に、今季は82歳の女性も
加入するなか、ロングスキーライフの実
現を目指して楽しんでいます。
■連絡先：℡ 090-7483-6753 塩谷憲司
E-mail:kyoto4083＠watch.ocn.ne.jp 



WEスキークラブ
WEスキークラブは創立26年、ホワイト・

エンドレス（いつまでも雪と親しむ）年金
生活者のクラブで、長野県野麦峠スキー場
をホームグランドに、もっぱらウイクデー
のスキーを楽しんでいます。穂高連峰、笠
岳、焼岳、乗鞍、白山、御嶽、木曽駒、蓼
科、八ヶ岳など四方の雄大なパノラマを楽
しみながらの滑走は最高。ゲレンデは貸し
切り状況で４キロのダウンヒルを楽しめる
のも魅力の一つです。
若い方の参加大歓迎です。

■連絡先：松尾佳和 ℡/Fax：075-801-4079
E-mail：matuo-k@hkg.odn.ne.jp

かぷりこーん
かぷりこーん

シティスキークラブ
シティスキークラブ

ハッピーターン
現在７名の会員で活動している小規模なク

ラブです。2017年発足でまだ活発な活動はで
きていませんが、会員の意志に沿った運営を
心がけ、シーズンのオン・オフに関係なく楽
しく活動しています。
小規模だからこそキメ細かな活動ができる

と考えています。指導員資格をもったクラブ
員もおり、楽しいスキーの中にも基礎レッス
ンもしっかりやり、技術向上を目指します。
興味のある方ご一報ください。
■連絡先 ℡/Fax：075-957-6269 浅野輝男

Ｅ-mail:asarnx_328@yahoo.co.jp

望 峰（もね）
1987年にクラブを結成、会員は20人を超

えました。シーズン中は、１月から４月ま
で、毎月１回のクラブツアーを基本にし、
４月にはシーズン納会を「バーベキューツ
アー」と銘打って雪上でのBBQを楽しみます。
オフシーズンは、夏はキャンプ、秋には

愛宕山登山と水尾の「ぼたん鍋」も楽しん
でいます。どんなレベルの方が参加されて
も、基礎スキーから競技スキーまで、親切
丁寧に教えます。みんなで和やかに滑る事
を大切にしています。
■連絡先 ℡: 090－2350－7335 小山孝夫

Ｅ-mail:atmkoyama@yahoo.co.jp

森 の 会
1984年に山科地域を拠点に設立され、初

級から上級レベルまでいるファミリー的な
クラブです。全国勤労者スキー協議会の指
導員を含め20名弱の会員で、正月恒例の野
沢温泉や近郊スキーが主な行事です。
ゲレンデスキーを中心に、ポールも楽し

みます。スキーは温泉と蕎麦がセットだと
考えているようなクラブで、シーズンオフ
は花見、ハイキング、卓球、BBQ、オフト
レ、忘年会など、飲み・食べ・喋るのが大
好きな仲間です。カラオケ委員会をつくり
毎月開催して発散している人もいます。

■連絡先 矢吹明弘 TEL:090-1072-5497
FAX:075-591-6175

バーディカル
結成30年余り。大人(競技)のクラブです。

大の字になって雪と戯れる。ふわりと落下
に身をまかせターンを描けば、宇宙の力さ
え感じ、神の声が聞こえるようだ。
レーシングスーツを身にまとい、ヘル

メットにゴーグルを決めれば、齢なんかわ
からんだろう。正しいスキーなんていうや
つあ誰もいない。だ～れが生徒か先生か。
■連絡先 ℡/Fax：075-361-2085 藤井 務

シティスキークラブ
クラブ歴39年になり、現在18名が所属し

ています。ヤングだった仲間もそれなりに、
家庭を持ち住居も拡散し、スキーで集まる
こともままなりません。スキー技術を磨く
ことと、まったるく継続していくことで成
り立っています。街中でスキー環境の少な
い方向きのクラブです。
■連絡先 ℡/Fax：075-647-1772 早川雅博

携帯 090-6058-5923

かぷりこーん
毎月美味しいものを食べる集まりを開催し

ている女性メインのクラブです。男性もいま
す。美容・健康・育児・介護・恋愛・転職…
ワイワイと語り合い、なかなかスキーの話

題が遠いですが…冬は日帰りスキー・他クラ
ブ合同スキーで活動しています。オフはバー
ベキュー・クリスマス会など子供も大人も楽
しめる企画が恒例の行事となっています。
ファミリー・ボードも大歓迎です！

一緒に雪山へ行きましょう！！
■連絡先 ℡：080-6131-8172 中山 亮

Ｅ-mail:rioneige@yahoo.co.jp

京都スキー協議会には、９つの
クラブが加入しており、クラブ
ごとに、独自の企画でツアーを
行っています。あなたの希望す
るクラブにご加入下さい。


