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会員の皆様、あけましておめでとうございます。

新しい年になりましたが、あまり喜ばしいことがないなと思っています。

コロナ感染が収束しないことで２大企画は今年も中止にせざるを得なくなりました。

また、新たなオミクロン株の感染者が増えてきました。何時になったら普通の暮らしに

戻ることが出来るのでしょうか。

私達は、言われたことを忠実に守って生活していると思います。この間の政府のコ

ロナ感染対策は間違っていなかったでしょうか。疑問に思うことが多々あります。オ

リンピック、パラリンピックの強行やGO-TOキャンペーンで感染者が急増しました。そ

の後急速に減りましたが原因がわからない。ＰＣＲ検査も２年前から口を酸っぱくして

言っていますが実施しなかった。オミクロン株が出はじめてやっと重い腰をあげた。

何か間違っていませんか。誰のための政治をしているのでしょうね？。 私達は安心し

てスポーツを楽しみたいだけです。

今シーズンが始まりました。 雪は沢山あります。私達のスポーツはこの時期しかで

きないのです。 こんな中ですが、感染対策には万全な注意をはらいながらできるこ

とはやりましょう。 そして、 「いいシーズンだったな ！ 」と思えるようにしてください。

みなさん、これから思いっきり滑りましょう ！ 怪我のないように十分注意をしながら。

（運営委員長 小山孝夫）
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京都スキー協の専門部

技術・指導員部

私の初夢「ゲレンデの賑わいを取り戻す」

森田 英二

クリスマス寒波につづき年末寒波も予報さ

れている今シーズン。コロナも今のところ落ち

着きを見せ、雪不足もなさそうでまずまずの

滑り出し。

コロナ禍での落ち込みも回復しそうですが、スキー場にとって本当の回復はスキー人口の回

復です。「私をスキーに連れて行って」時代の最盛期のスキー人口は1800万ほど、現在は240

万（スノボーを入れると430万）ほどまでに激減している。スキー場も、そのためにか6百ほどあっ

たものが4百ほどまでに減っている。

スキー人口減少の原因は、趣味の多様化、若者の低賃金長時間労働、少子化などいろいろ

言われている。そんな中で回復の兆しが見えているのは、我々団塊世代の第2世代。子供のこ

ろ、若い時にスキー経験のある世代にスキー再開の動きが出始めている。

そこで我々にできることは、孫たちをスキーに連れだすことです。「将を射んと欲すれば先

ず馬を射よ」。孫たちをスキー好きにすれば親たちも子供のころを思い出し、一緒に連れ立って

くるかもしれない。そうするとゲレンデも若返り賑わいを見せてくれる。そのためにもスキー協

行事やクラブツアーにファミリーを受け入れる体制を作り、子供の面倒を見て親たちの滑る時

間を保証すればスキー人口回復の一助になると思うが、、、。

（2016スキーフェスティバルにて）

2016ス森の会正月スキー
ｉｎ

野沢温泉

やまびこレストラン やまびこゲレンデ
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山スキー部

なぜ滑落事故は起こったのか？
（文：かぷりこ～ん 中山 亮）

11月のオフトレハイキングで滑落事故があっ

たのをご存じの方もいらっしゃると思います。

実は私はこの事故を重く受け止めており、

今回は真面目にその原因を考えてみたいと

思います。ちなみに滑落した方にケガがなかっ

たことは本当に幸運でした。

① 過去の大雨等の影響で登山道が崩落し

ていた。

② 崩落していたにもかかわらずその箇所を

通過しようとした。（そして結果的に通過して

から引き返した、つまり二度通過したのです

が）

③ 通過するにせよ「ここは慎重に！」等の声

かけがなかった。

④ 大勢で歩いていたため注意力が落ちて

いた。もしくは後続に迷惑をかけまいと少し

焦った。

⑤ 自分の運動能力を過信していた。もしく

は危険な箇所だと認識できていなかった。

◆ ①は外的（環境）要因。②③はリーダーに

起因。④⑤は滑落した本人に起因。と紙面の

都合で少々乱暴にまとめました。

こういう事を言うと日本人はすぐにミスを

責められていると感じてしまうのですが、そ

うではありません。ミスは誰でもするもの。私

もします。核心はミスの中身を共有して次に

活かそうということです。これは山スキー部

の行事でした。実際に山スキーに行ったなら、

隠れた危険や判断に迷うことの連続です。

安全な箇所はワイワイ楽しく、危険な箇所は

集中して、メリハリをもって楽しみたいですね。

今回リーダー役であった星さん（望峰）は大

変だったと思います。本当にお疲れ様でした。

パソコンやスマホをお持ちの

方、フェイスブックやりませんか？

京都スキー協のメンバーの情報共有や外部

への発信手段、または単なるおしゃべりの場

として、フェイスブックの「グループ」を立ち上

げています。

グループ名は「京都大人のスキー部」（右
の写真が目印）です。ぜひこのグループのメ

ンバーになって自由に投稿やコメントをしてく

ださい。「なんのことかうち分からんわ」という

人！近くの人に訊いて、騙されたと思ってまず

は始めてみてください。始めれば、なんのこと

か段々わかってきますよ(^^) （中山）

機関紙部
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関西ブロック技術委員会と
中央研修会に参加しました。

１２月３日、志賀高原横手山スキー場で関西

ブロックの技術委員会と４日５日と全国中央

研修会が開催されました。

長らく休止していたことを理由に、自分の好

き勝手でも楽しく滑っていた私は大いに反省

することになりました。全国の指導員の皆さ

んは研究し検証し、より良い技術を指導でき

るように研鑽されていました。

関西ブロック技術委員会ではデモの野瀬さ

んの指導でテーマである「ターン後半の足場

を確保し、切り替え時に前に出てターンポジショ

ンまで行くことで谷回りターンにつなげる」を

丁寧に何度もバリエーションを入れながら教

えてくださいました。見本の滑りを見てイメー

ジして滑り出しても、イメージ通りに滑れない、

なんか変な癖が出たり、タイミングが取れな

かったりでしたが徐々に理解が進み、自分の

出来ていないことや何を大切にしているかわ

かってきました。もっと練習したいと思いまし

た。

中央研修会では、全国から集まった指導員の

関西ブロック技術委員の集団滑降
横手山スキー場にて

Photo by Sekiya yoshitaka
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人たちで「レベル高っ！」と思いました。

班に分かれた研修で私の講師は岡田さん

でした。前日の野瀬コーチの指導もあり、さら

に丁寧に優しく教えてくださり教程の理解は

進みました。教えられたバリエーションも何の

ためのものかをきちんと言ってくださり、集中

して練習出来ました。

足場を作るのが大事で、でもそれはしっか

りズレを止めて前に出る、意識しないと出来

ないし、意識してもなかなか出来ない。へなちょ

こ指導員の私はまだまだトレーニングしない

とだめですね。

でも、この３日間はとてもたくさんいいこと

を教わり、いいものをもらった気がします。指

導員復帰しますと言ったからには、ちゃんと

伝えられるように頑張ります。何卒何卒よろ

しくお願いします。

（かぷりこ～ん 佐野）

関西ブロックレベルアップ・
指導員養成研修会 （１２月１７～１９日）

初日は薄日がさしたりガスが出たりのお天

気だった。私は明星さんのクラスで「斜滑降で

山足開き押し出しから先落としでまた斜滑降」

を午前中習った。足がなまっているから大変疲

れて昼休みは宿に帰りパンと牛乳。午後は「滑

りながら足首をベロに押し付け前傾姿勢」で

後傾を直し、くの字姿勢を作るなどを習った。

とても疲れたから講習終了後すぐに引き上

げ、お風呂にはいり足マッサージして晩御飯ま

でうとうととしてた。ご飯後はコロナなので、

交流会もなくすぐ寝た。暴風雪予報が出てる

そうなので明日はどうなるかなぁ～

昨夜は大雪で積雪１メートル、この時期これ

だけ降るのは珍しいと山楽のご主人もおっしゃ

る。昨日のスキー日和とは違い、朝はなかなか

リフトが動かず、ずっと寒い中たちつづけ凍っ

てしまった!! 圧雪もしてないのでとりあえず転

倒しないようにと必死で滑る。

午後からは雪もやみ青空も覗いたのでダイ

ヤモンドへ。でもバーンのガタガタがひどくなっ

て転倒者続出。私は深雪で転ぶと起き上がれ

ないから、滑り終わったらホッとした。

３日目は道路状況が悪いらしく早く出発す

るというので、滑らないで荷造り発送の手続

きなどをして閉校式に出かけた。まずまず皆さ

ん無事終了で良かった。

シーズン始めに怪我をしたら困るから、帰り

のバスに無事に乗りこむまではと思いながら

帰路についた。

（森の会 三上愛子）

駐車場の車が雪で埋まってしまった

中央研修会・岡田班
Photo by S・Y
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望峰（もね）

愛宕山登山とぼたん鍋

１１月２７日、恒例になっている「愛宕山登山とぼ

たん鍋」に行ってきました。今年は、他のクラブ

からも参加者があり、直行組３人を含め総勢１

０人とにぎやかな取り組みになりました。

登山組はみなさん元気にコースタイムより早

く愛宕山に登り、休憩していると雪がチラホラ

降ってきてビックリ。何と吹雪になって、見る間

にあたり一面が真っ白になってしまいました。

毎年、この時期に登っていますがこんなこと

は初めてです。

早々に水尾方面に下山し、冷えた体を先ず

はゆず風呂で温め、昨年はコロナの影響で猟

師さんが猪狩り行かれないとのことで「鳥鍋」

でしたが、今年は待望の「ぼたん鍋」。やっぱり

ここの「ぼたん鍋」は美味しい。初めての方も

満足して喜んでいただきました。スキーシーズ

ンに向けてのトレーニングと美味しい鍋で満

足した１日でした。

（スキークラブ望峰 小山）

かぷりこーん

「絶対滑らない」スキークラブ

かぷりこーん恒例『入手困難な

Xmasケーキを食べる会』。

□ 今月(12月)のケーキ □

苺のショートケーキ『Fraise（フレー

ズ） 』←仏語で苺の意

一見何の変哲もないホールの

ショートケーキ、と思ったら、切り分けた途端、

苺の重みで崩れてく崩れてく崩れてく。

ホール状態で辛うじてその形を保っている

スポンジはまるで「空気」のような刹那のアー

ト。そして口腔内をさわさわと撫でるこのクリー

ムの軽さはさながら「そよ風」です。

ショートケーキの究極を体験しました。

（かぷりこ～ん 中山）

京都スキー協 クラブ紹介



新スポーツ連盟 京都スキー協議会 京都スキー協通信 No.273

7

ハ
ッ
ピ
ー
タ
ー
ン

バ
ー
デ
ィ
カ
ル

雪
お
こ
し

WE
ス
キ
ー

西
山

シ
テ
ィ

2022年１月２～４日。正月スキー/

野沢温泉スキー場（宿：まるじ）。参

加者２４人（別宿１人含む）。

今年も、野沢温泉は年末から正

月にかけて豪雪でした。でも、１日の

吹雪とは打って変わって２日は最高

のコンデションになりました。

ところが残念なことに、元気印のN・E女子

が初日（１月２日）に野沢のスカイラインコース

で大怪我をしました。

朝イチのスカイラインコースを軽快に降りて

いたところ、急斜面から出口へ少し狭くなっ

たところで接触を避けようとしてコース端の

雪の壁に突っ込んだようです。

事故現場に柔道整復師のS・Tさんが居合

わせたため、初期対応をしてパトロールを呼び、

北信総合病院にはMさんが同行して救急治

療をしてもらいました。右脚脛を２カ所骨折し、

右上腕骨頸部も骨折していました。

現在は京都山科に帰り音羽病院に入院治

療中です。

N・Eさんにとっては大変残念な初滑りになっ

てしまいましたが、京都スキー協としては今回

の事故を再発防止のための教訓として検証

することが必要だと思います。

スキーシーズンはまだ始まったばかりです。

コロナ禍の広がりも心配ですが、今回の事故

を他人事とせずに、お互いにケガの ないシー

ズンにしましょう。

（森の会 矢吹）

森の会

クラブのいろん

な出会いを紹

介してくだ

さい。
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《京都スキー協関連の取組み》

①指導員研修会 *終了

＝1月２日(日)～３日(月)

・野沢温泉スキー場（森の会行事に併設）

②指導員研修会

＝1月15日(土)～16日(日)

・きそふくしまスキー場

③クラブ交流

＝2月18日(金夜)～21日（月）

・栂池高原（サンライズ・タンネ）

参加クラブ（望峰、森の会）

《関西ブロックの取組み》

①関西ブロック・ポール練習会

＝２月５日（土）～６日（日）

・氷ノ山国際スキー場

申込み締め切り1月18日

②関西・東海ブロック合同競技大会

＝3月12日(土)～13(日) に日程変更

・野麦峠スキー場

③関西ブロックレベルアップ講習会・検定会

＝4月1日(木)～3日(日)

・志賀高原一ノ瀬

《全国スキー協の取組み》

①全国競技大会

＝ 2月26日(土)～27(日)

・湯の丸温泉スキー場

②セッター養成・検定会・研修会

＝4月16日（土）～17日(日)

・野沢温泉スキー場

③全国サマーセミナー

＝8月20日(土)～21日(日)

・札幌市教育文化会館

・講演：「地球温暖化とスキー環境」

日本雪氷学会 尾関先生

・スキーサロン：プロスキーヤー吉田勝大

※指導員理論研修対象

《府連盟の取組み》

①総会

・３月21日(月祝)13:30～教育文化センター

ス キ ー 協 関 連 の 企 画

野沢温泉スキー場の山頂から眺める妙高山（2022年１月２日撮影：栄子）


