
2020年9月5日(土)、船橋市の道祖会館において、

再建後第6回となる「千葉県勤労者スキー協議会

第6回定期総会」が開催されました。

委任状6通を加え、22名の参加で行われました。

当初6月に開催を予定していましたが、新型コ

ロナウィルスの感染拡大の状況を受け延期してい

ました。

しかし、政府や各地の規制が緩和されたことを

受けて、運営委員会において開催を決断しました。

経過・決算・監査の報告及び方針・予算すべて満

場一致で承認されました。

以下主な内容です。

今年度の役員は、
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スノーバレーの喜来さんが昨年度途中から運営

委員を引き受けてくださり、昨年度（当初）より

は１名増の体制を作ることができました。

経済的に厳しかっ

たり、参加者が少な

かったり様々な試練

が襲いかかってきて

も、なんとか継続し

てきた「ちばスキー祭典」でしたが、来年につい

ては、①収まる傾向にあるとはいえ、新型コロナ

ウィルスの感染拡大が収束していない。 ②高齢

者の重症化リスクが高い。 といったことに配慮

し、断腸の思いで中止を決定しました。

スキー祭典は中止になりましたが、1月24日

（日）～26日（火）までの合同ツアー（舞子スノー

リゾート：スノーバレー主管）と11月21日（土）

に開催予定であったスキー学習会は予定通り開催

することになりました。

合同ツアーに参加を希望する方は、クラブの役

員か県スキー協議会の役員にご連絡ください。

県スキー協のメールアドレスは

njsf1970chiba@gmail.com

ちばスキー協では、昨年から指導員研修（雪上

編）を開催していますが、受講生役として4名の

方を募集します。

参加費は実費（交通費･宿泊費･現地費用等）の

みで講習料はいただきません。

興味のある方は上記メールアドレス又は役員へ
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議長をお引き受けいた

だいた片桐さん



コロナ禍で

外出もままな

らない中、千

葉市を中心に

活動している

「素喜人」が

総会開催を断念し、併せて今年度いっぱい活動を休

止することを役員会で決定しました。

大変残念ではありますが、状況も状況ですのでや

むを得ない決定ではないかと、県スキー協としても

考えています。

しかしながら、素喜人有志によるツアーは開催す

るとのことで、すでに「北海道」「岩鞍」などのツ

アーが動き出しています。

人数的な制限もあるかもしれませんが、興味のあ

る方は、「素喜人」役員もしくは会員の方へ連絡し

てみてください。

自粛を自粛？？？
コロナ禍の中、病院関係者を中心に結成されてい

る「華麗に滑ろうスキー・スノーボードの会」の皆

さんは多彩な取り組みを開催しています。

昨年度は総会以降、「苗場山」山行、「千倉ＢＢＱ

＆テニス」、「瀬戸内しまなみ海道サイクリング」シー

ズンインしてからは「北海道」、「かぐら」、「高畑」、

「北志賀」、「妙高」、「グランデコ･猫魔」と月1回以

上のペースで活動してきました。

今年度も、コロナ禍の中「茨城県 宝篋山（ほう

きょうさん）」「北海道･大雪山」「会津駒ヶ岳」など

GOTOトラベルを利用して全国各地を飛び回ってい

ます。

また、スキーツアーも初滑り・北海道・高畑と盛

りだくさんのメニューを準備しているようです。

密を防ぐ意味と交通手段（乗車定員）で人数制限

等もありますが、クラブ外の参加も歓迎していただ

けるようです。

参加希望の方は、県スキー協までご連絡ください。

華麗の会の役員に伝えさせていただきます。

今年のスノーバレー総会では、ツアーの回数を増

やそうということが話されました。

スノーバレーは、「船橋スキーを楽しむ会」が母

体となってできたクラブです。

個々が忙しい中でツアーを組むのは大変というこ

ともあり、年1回1月に舞子スノーリゾートのツアー

に取り組むにとどまっていました。

高齢者が多いということもあり、コロナ禍での活

動は厳しい状況にありますが、何とか回数を増やそ

うと話されました。

昨年度初めて開催した指導員研修を定着させ

ようと、今シーズンも雪上研修を実施します。

と き：2021年3月27日（土）～28日（日）

＊金曜夜発

ところ：かぐら・田代スキー場

参加対象は指導員ですが、

受講生役として会員･会員外

の一般の方を募集します。

（会員優先）

指導員各人にシーズン中にどのように指導し

てきたかを再現してもらい、他の指導員がそれ

に対し「ここをこうすれば「あそこをもう少し」

などと意見を出し合います。

そのときの受講生役として参加いただきます。

昨年の参加者からは「個人レッスンのようで

うれしい」「上達したという実感がある」など

のお褒めの言葉をいただいています。

あなたも是非ご参加ください。

参加費：実費のみ（講習料はいただきません）



東山、佐々木、喜来、鳴海、児玉（指導員）で群馬

丸沼高原スキー場の荻原プラスノーレッスンに参加し

てきました。

東山さんが昨年参加していますが、みんなプラスノー

はほぼ初心者。荻原さんに

教えていただくのも初めて

でビビりながら始まりまし

た。

プラスノーは、硬いプラ

スチックのブラシを敷いた

スキー場のゲレンデをいつ

ものスキー板で滑ります。よく滑るように所々で水が

撒かれます。

しっかりエッジを効かせるとよく滑ります。プルー

クでは滑らずつんのめってしまいます。

今回はエッジ切り替えの部分を重点的にレッスンを

受けました。

まず 初は、切り替えはジャンプ。飛び上がってエッ

ジを切り替えて着地の連続。これは疲れますが出来ま

す。

その先が問題。まぁ、教程通りに前に出て切り替え

てターンすれば良いのですがなかなか出来ない。みん

な腰がひけてしまって切り替えが出来ず無理にターン

するしかない。でもだんだんと慣れて腰が前に出せる

ようになれば切り替えが少しはマシになり、さらに身

体をターンの中に入れられるようになればエッジが立っ

て良い感じ。カービングの滑りですね。そして、切り

替えの後、板を外に蹴り上げて谷回りを作ればスピー

ドコントロールが出来て安定する。

もたもたせずに躊躇なく外足

から内足、親指エッジが小指エッ

ジに切り替わるよう腰を谷方向

に投げ出す。

そこが一番大切なところ。そ

こからは焦らず内足をたたみ込

み身体をターンの中に入れ外足

を思い切り突っ張りスキーを身

体から遠ざける。

しっかりエッジが立てば足場

ができて次の切り替えに余裕

ができる。切り替えてエッジ

を立てる、切り替えてエッジ

を立てるの繰り返し。

そうか、だからエッジをしっ

かり研いでおくのですね。ズ

ルズルしては次の切り替えに

は入れない。

この切り替えが両スキー同時にできるかどうかが肝。

決して簡単ではないけれどそれに挑むか挑まないか。

だから出来なくても落ち込む事はないと慰められまし

たが。

しかし、千葉組の約一名は余計な事をしすぎるとか

なり言われてすっかり落ち込んでいましたね〜。でも

後はリズム良くすべっていましたが、 大限に褒め

られないと決して自分を認めないようで。

帰り道は温泉に浸かり、とんかつ街道で美味しいと

んかつをお腹いっぱい食べて気分を整え、渋滞のない

高速を快適に飛ばして無事に帰ってまいりました。

今回のお宿丸沼ペンション村のペチカさんはとても

お料理が美味しく帰りにはカボチャ

まで頂きGOTO割引も使えてとて

も良かったです。

東山さんは翌週の関越ブロック

のプラスノーと山登り企画に参加

を決め、さらに上達を目指すよう

です。 落ち込みの約一名はコソ練すると言っていま

した。後の3人も課題も含めて収穫大でした。

また来年も恒例の企画として参加しようということ

になりました。

ビビりながらも楽しかった。もちろん貸切状態だっ

た宿での宴会？も満喫。

だからスキーはやめられないですねー。束の間、コロ

ナを忘れて楽しむことも大事だと思いました。

また出かけましょう！

児玉三枝子 記

昼食中も練習する鳴海さん



現在ちばスキー協には5名の初級指導員と1名

の中級指導員が在籍しています。

総会議案にも記載しましたが、指導員の存在は

活動の基盤を支える重要なものです。

残念ながら昨年度は、受験者を送り出すことは

できませんでしたが、今年度は中級受験に3名の

方を送り出すことができそうです。

本田さん（素喜人）は一昨年度に受験し、基礎

技術、筆記に合格しており、残った試験に合格す

れば合格となります。

児玉さんと東山さんは今年度初めてのチャレン

ジとなります。

すでに、10月25日に群馬

県前橋市において受験するた

めの講習（座学･理論）を受講

し、シーズンインと同時に、全国

指導員部長に直々の指導をお願い

するという力の入れようです。

その後の滑り込みについても、ほぼ毎週予定を

入れています。

これまでの経験を活かし

合格していただきたいですね。

ちばスキー協では、指導員の

養成の一助にと、合格者には報

奨金（1万円）をお渡ししています。

受験には、受験料の他滑り込みや養成講座の受

講など相当額の費用がかさみます。

また、時間もとられる、そんな中でも決意され

た3人の方を応援しましょう。

コロナ禍の中、多くのクラブで恒例のツアーを中

止したり、参加者を絞ったりしています。

その結果多くのスキー愛好者がスキーに行く機

会を失っています。

ちばスキー協では、個人のツアーであっても、

参加者に余裕があるのであれば、会員の方に情報

を提供し、参加を呼びかけたり、ツアーを支援す

る活動をすることを総会で決定しました。

皆さんが主催したり参加するツアーについての

情報をお寄せください。

また、ツアーを開催する際にご連絡いただけれ

ば、スキー場の状況や交通の情報場合によっては

講師の派遣等についても相談に乗らせていただき

ます。

連絡先は１面に記載した役員、又は、以下のメー

ルアドレスにご連絡ください。

アドレス

njsf1970chiba@gmail.com

本
田
さ
ん

東山さん

児玉さん


