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千葉県勤労者スキー協議会は、７月２日に第

１回の運営委員会を開催しました。

スキー協議会の総会で意見が出ていた、千葉

県スキー祭典のあり方について、スキー愛好者

の参加・満足を第一としながらも、初心者も受

け入れていこうと、確認されました。

また、参加者の技術向上や安全確保のために

も、指導員の数に見合った参加者にしようとい

うことで、指導員一人あたりの人数を５人から

６人程度に設定することとしました。

また、日程については２月１０日（土）早朝

発→１２日（月祝日）帰着という意見が出され

ましたが、再度８月の運営委員会で討議し確定

スキー協議会運営委員会

する予定です。

当初の日程と変更になりますので、ご注意く

ださい。

参加者の便も考え、現地参加も受け入れてい

く方向です。

運営委員会では、昨年度スノーバレークラブ

が実施した講習会を参考に、「癖を直すための

ワンポイントレッスン（仮称）」をシーズン前

に開催することも検討しています。

『無くて七癖』とかく自分の癖は気づかない

ものです。こうした『癖』を直し、ステップアッ

プするためのきっかけにしていただきたいと考

えています。

一般の方も参加していただくスキー祭典とは

別に、各クラブ員同士が一堂に会し親睦を深め

る合同ツアー企画を１月２１日(日）～２３日
（火）にセントレジャー舞子（新潟）で開催す

る予定です。

詳細は後日お知らせします。
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千葉県スキー祭典の日程変更を検討

講習会企画・合同企画も検討

2018年2月16日～19日

2018年2月10日～12日

全国勤労者スキー協議会（以下「全国スキー
協」）は，今年で創立５０周年を迎えます。

５０周年の節目を迎えるに当たり、２０１９

年３月１日（金）～１０日（日）、新潟県上越

市高田（日本スキー発祥の地）において、記念

行事を開催することとなりました。

行事内容（案）は以下のとおりです。千葉ス

キー協からも多くの皆さんに参加いただき、５

０周年を盛大に迎えたいと考えています。

２０１９年次（５０周年）
３月１日（金）オープニングセレモニー

２日（土）全国競技会１日目（ＧＳ）

３日（日）全国競技会２日目（ＳＬ）

４日～８日 専門部並びに各種イベント

９日（土）ＡＭ レルヒカップ参加

ＰＭ 別イベント
１０日（日）クローズドセレモニー

詳細な内容が確定いたしましたところで、ス

キー協だよりでお知らせします。

全国勤労者スキー協議会５０周年記念



６月１７日土曜日から１９日月曜日にかけて、

華麗の会恒例の初夏の山行きに出かけましたー。

６人と少人数でしたが、梅雨の最中にもかか

わらず、お天気

に恵まれ楽しん

で来ました^ ^
初日は、御池

から自家用車を

路線バスに乗り

換えて沼山峠か

ら尾瀬沼までハ

イキング。

今年は雪が多

かったため、水芭蕉も２週間遅くて、ちょうど

良い時期、桜まで残って？いて、新緑とともに

堪能。

戻って檜枝岐村の温泉燧の湯につかり、夜のお

楽しみは、何と言っても岩魚の骨酒。これがた

まらなく美味しい・・！

私のお目当はこれに尽きます^ ^
翌日は、雪の残る会津駒ケ岳登山?
途中の水場から上は雪を覚悟して、出発。佐

藤先生と東山さん以外、本道、奥山、越後屋、

児玉は雪山に登った事なんてありません?。大
丈夫なのかしら？

登山道が雪で覆われだし、アイゼンのあるメン

バーはアイゼンを付け、登山道はわからないの

で、木のリボン?を
目安に登ります。帰

りはどうせ滑るなら

とお尻滑りで降りま

す^ ^
板があれば、山スキー

が出来る駒ケ岳です

からね。

何とか全員無事に下

山。もう足腰はヘロヘロ。

ビールで乾杯して温泉に入ってまた骨酒です^
^
月曜日休めない男性陣を見送り、女性４人は

翌日、大内宿を散策して帰路に着きました？

檜枝岐村は何度行っても良いところです^ ^
スキーシーズンは、ここから高畑スキー場へ通

います。

来年１月６・７・８日、檜枝岐民宿駒口さんツ

アーもう決めて来ました・・

骨酒、手打ち蕎麦味わいにいきましょう！

（文責 児玉）

オフシーズン企画が充実している素喜人は、

オフシーズン企画第１弾として、７月１７日

（海の日）に、「鋸山ハイキング」を９名の参

加で実施しまし

た。

当日、雲行き

はやや怪しい中、

ＪＲ千葉駅４番

線ホーム午前８

時３０分の集合

で、スタートし

た

行きは、何と

自由席とはいえ

「特急列車」で、席はややバラケはしましたが、

全員座れ、

なごやかな滑り出しで浜金谷に、定刻（途中何

もなかったので、多分）到着？

駅で、トイレタイムと若干の買い出し等を済

ませ、いざ出発。

「登山口」から最初の休憩までは、さすがに

皆余裕？の感じで行け

ました。

が、なな何と、石と木

の、垂直梯子並の階段

だらけの超？難コース、

「鋸山」なめていまし

た。

結構なアップがあれ

ばダウンのある、尾根

歩きにも苦しめ？られ

た。

雲と樹木と、たまに
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オフシーズン企画 続々始まる

華麗に滑ろうスキー＆ボードの会



吹く微風に助けられ、それでもきつかった「鋸

山」。

「ＯＳ－１」あったから良かった満ちゃんと

園畑、苦しみながらも何とか完登、

「高速案内人」一柳氏代役の、ハイスピード

キングＭ－佐々木リーダーと健脚老人達に

よる、「海の日」に山へ行った、ハイスピード

な「ハイキング」でした。

聞けばそれでも「押さえ気味だった」とか・・・・

ついてけネエー！

今度は、「鋸山」じゃなくて「館山」にしま

すか？

参加者は、松野会長、真庭夫妻、飯島、Ｋ－

佐々木、Ｍ－佐々木、本田満の４氏

＆Ｍ－佐々木氏友人の浦島（太郎じゃないらし

い）さん、に園畑の９名の催行でした。

エッ！？ 吉永さん家に居るって？

担当 飯島、Ｋ－佐々木の両氏でした。有難

う御座いました。

以上「へたり気味老人」こと園畑リポートで

した。

全国の ス キ ー

クラブが運営で気を つかっていることの一つ

に、オフシーズンの企画があります。

スキーで結びつきを深めたのに、夏の到来と

ともに離れてしまうようなクラブ員もいるとか・・・

クラブ行事や関東ブロックの予定などをお知

らせします。

８／２６（土）
関東ブロック技術部会

９／１４（木）
指導員受験説明会

（華麗の会）
７／２２～２３ ＢＢＱ・・・千倉

１０／１３～１５・・・秋の山行

（素喜人）

８／２７～２８・・・谷川岳ハイキング

１０／２１～２２・・・塩原温泉渓谷散策

１１月に台湾ツアー

（スノーバレー）
毎月第３金曜日にボウリング

新日本スポーツ連盟・千葉県スポーツ連盟・千葉県勤労者スキー協議会機関紙

全国・ 関東ブロック

各クラブ

前号からの続きです。

技術レベル

スキー初級 ４人

中級 １７人

上級 １０人

スノボ初級 ２人

中級 ２人

それなりの経験を積まれた会員が多いという

こともあり、中上級の方が多いようです。

しかし、基礎スキーを取り組みたいという結

果から見ると、ゲレンデを自由に滑るというこ

とと、基礎がきちんとできていることの間には、

ずれもあるので、スキーテクニカルテストや他

団体のバッジテストなどで、自己チェックする

ことも必要ではないでしょうか。

加入の理由

スキー･スノボの上達 １７人

友人･仲間がほしかった ４人

スキー協の理念に共感 ３人

スポーツをしたかった ８人

職場学校の先輩等の勧め ８人

その他 ９人
中・上級になっても、まだまだ上達したいと

いう、上昇志向が強く見られます。

一方その要望に応えるための千葉県の指導員

体制は質的にも量的にもまだまだ不十分です。

今後の指導員の養成や中級上級に向けて、指

導員の育成が重要なのではないでしょうか。

アンケートから見えた課題２
全国スキー協アンケートより



２０１７年６月１０日（土）・１１日（日）

の両日、新日本スポーツ連盟全国勤労者スキー

協議会の第３０期代表者会議が開催されました。

２１都道府県から３２人の代表者が集まり、

２０１６－２０１７シーズンの活動、２０１８

年に向けて及びスキー協５０周年の記念行事等

について活発な意見交換が行われました。

雪崩やスキー場での事故について栗岩会長か

ら発言があり、小川理事長から議案の説明を受

け、各専門部からの報告がありました。

以下、主な説明内容です。

１．組織拡大の取り組み

５０００名の会員とスキーメイト2500部

の達成

２．「会員アンケート」の取り組み

加入理由のトップが「技術向上」なのに、

クラブの良いところに「技術向上」が来て

いない＝会員の要望に答え切れていない

３．５０周年について

実行委員会の開催状況と記念ウェアにつ

いて

４．現役スキー選手を応援しよう

個別に応援するのではなく、国や自治体

に向け予算増額の運動、国際大会等への出

場要件の見直し等

５．常設スキー学校開催に向けて

競技部からの報告

スキー協ＣＵＰを５０周年ウィークに合わせ

キューピットバレイで開催する。

全国競技会は全国スキー協主管で戸狩で開催。

技術部からの報告

スキー協定改訂に伴うカリキュラム（案）の

説明。

地方スキー協との連携強化。

指導員部からの報告

指導員研修の状況。

スキーテクニカルテストとデモンストレーター

選考会を基礎スキーの大会として位置づけよう。
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全国スキー協代表者会議

スキーメイトを読みましょう

全国勤労者スキー協議会の機関誌です。
編集や発行も会員がつとめていいる、各地の

会員の身近な「機関誌」です。各地のクラブが

登場し、クラブ活動を応援、スキー界の出来事

も取材し、スキー愛好者の立場で豊かな紙面づ

くりをしています。

スキーの技術的なことやみんなで考える安全

対策、ワクシングアイテムの紹介など、楽しい

記事が満載です。 大キャンペーン中


