
今年もスキー祭典が2月13日～15日に実施されまし
た。昨年に続き、バス2台で5月から実行委員会で取り
組みました。
千葉市内の公民館、コミュニティセンターの他、今年は習
志野市の公民館にもチラシ
を置いていただきました。
しかし、なかなか参加申し込
みが増えず、実行委員それ
ぞれが電話かけをして頑張り
最終的には73名の参加と
なりました。インフルエンザの
流行や直前のスキーバス事
故の影響もなく、今年はキャ
ンセルがほとんどなかったのが
幸いでした。
夜行バスはつらいという声が以前から出ていた為、バス2
台のうち1台は日中に運行しました。夕方にはホテルに着
いて温泉につかってゆっくりすることにし、8:00千葉駅前、
8:30千葉市役所、9:00津田沼を出発しました。
バスの中はどうなるか心配しましたが、話し上手な方が多
く、楽しい雰囲気で自己紹介が進められました。多くの人
が色々な所で活躍をされており、スキー以外の顔を知るこ
とができ、親密度が増し、和やかに過ごすことができました。
夜発は20:15千葉駅前、20:30千葉市役所、21:0
0津田沼を出発、道路の雪もほとんどなかったので予定よ
り早く、2:00前にホテルに到着しました。到着後は指導
員会議です。バスの中で書いていただいた自己申告書を
もとに班分けを行います。希望を重視して1班5~7名で
バランス良く10班に分かれました。

１日目は朝食後、開校式を行い、集合写真を撮った
後、各班ごとにゲレンデに向かいました。今年の異常気象
をまともに受け、2月とは思えない暖かさで雪も少なく、4・
5月頃のような雪質で、汗びっしょりになりながらのスキーと

なりました。
1日中ぶな平で滑った班から
ジャイアント～焼額・寺子屋と
多くのゲレンデを回った班まで、
それぞれが楽しんで16時には
全員がホテルに戻って来ました。
毎日夕食前に指導員のミー
ティングを行い、その日の内容、
参加者の様子などを報告しあ
い、必要とあれば他班への移
動も検討します。

夜は班別ミーティング。各班ごとに分かれ、今日の反省
や新しい技術についての学習・話し合い・明日の予定など
を相談しました。話が盛り上がり大きな笑い声が聞こえて
いました。
翌日の天気予報は最悪！！低気圧が発達。春の嵐と
なりそうで明日のスキーが危ぶまれ、夜中から雨、翌朝は
風雨ともに強く、
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770名を超す参加者で大いに盛り上がる
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ゲレンデには出られません。急遽、大広間を借りて全体
会を計画しました。
プロの指導によるストレッチを30分間、その後全国スキー
協のスキー教程ＤＶＤをもとに技術の実技講習を行う
予定でしたが、ストレッチ終了後、太陽が顔を出し、みん

なソワソワ、早くゲレン
デに出たい気 持ちが
伝わってきます。ＤＶ
Ｄを見るだけで実技
講習は断念し、急い
でゲレンデに出ました。
各班とも嬉しそうに散っ
て行きました。

午後は霧が出て、視界が悪く、山の上は雨降りでとても
条件が悪かったのですが、各班とも『楽しかった』と帰ってき
ました。昨夜の班別ミーティングをもとに技術を学びつつ沢
山のゲレンデを滑ってきたようです。
2日目の夜は全体交流会、参加者の中から男女各1
名に司会をお願いしました。

ストレッチで身体を
ほぐした後、クラブ紹
介、ハーモニカ伴奏
により歌った後、全
員参加でゲームを行
いました。1位のグルー
プには景品も出て、

大いに楽しく盛り上がりました。

最終日は一転雪です。夜中からの雪で表面は新雪、そ
の下は凍ってガリガリ。それでも午前中いっぱい滑りました。
13時には荷物がロビーに集まり、千葉行きと津田沼行き
2台のバスに分けて荷物を積み込み、出発です。途中渋
滞もなく、予定より早く帰り着くことが出来ました。
今回大きな事故もなく、多くの参加者から『楽しかった』

『また来年も参加したい』と言っていただき、実行委員一
同ホッとしているところです。また、東京スキー協議会の「て
んとおむしクラブ」から
3名、長野スキー協
議会から2名の指導
員が強力の助っ人と
して参加して下さい
ました。色々な面で
大きな指導力を発

揮していただき、心から御礼申し上げます。
千葉県スキー協議会だけではまだまだ多くの参加者に
満足していただける指導が出来ないのが現状です。新しい
クラブの加入や技術アップを目指すメンバーを増やし、スキー
協議会全体でレベルアップしていかなくてはなりません。
今年の反省と、参加していただいた方々の御意見を参考
に、来年も楽しいスキー祭典を計画していきます。
皆様、楽しいスキーに参加してみませんか。
多くの方々の参加をお待ちしています。

実行委員長 東山千恵子
（千葉県勤労者スキー協議会会長）

＜＜スキー祭典に参加して＞＞

竹山幸子
事前の自己申告調査で「どんなグループ？」「コ―チは？」
とわくわくする気持ちで
現地に。開校式で初めて対面した鈴木コーチは「生涯楽
しめるスキーの滑りをしましょう」と。そのために解析し、滑っ
てみせて、そして実践させるを繰り返し指導して下さいまし
た。頭で解ったつもりでもやってみると体や足が裏切り、な
かなかイメージの滑りには到達できませんでした。
コーチと一緒にリフトに乗った時、おしりを高く持ち上げる
基本姿勢のために普段の生活の中で姿勢を意識されて
いる話を伺いました。「そうか。私はおしりを落としてラクな
姿勢に浸りきっている。」と納得。「スキーのために普段の
生活姿勢を改善すべし」に開眼させられました。実践ある
のみです。
スキーの疲れを温泉で癒し、仲間とスキー談議をし、同
室の方達とはいろいろなおしゃべりで人生を交歓しあえまし
た。ありがとうございました。
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今年も千葉県テニス協議会の大会は新春チーム対抗
で始まりました。
千葉県総合スポーツセンターテニスコート１６面を借り
切っての一大イベントです。役員は天気予報に一喜一憂
（前日雪予報だったので）。
雪が降らなくてホッとして当日張り切って会場に着いた
途端、晴予報のはずが雪！！。コート一面忽ち真白、
役員・選手は真っ青！！。 20分程で雪が止み30分
遅れで開始することが出来、皆さん大喜びでした。
今年は36チームのエントリー（今までの最高）。残念なが
ら時間の関係で３２チームしかエントリー受付けられない
ので誠に申し訳ありませんでした。記念の集合写真、寒さ
にも負けず皆さんの表情が生き生きしてるでしょう！
レベルが上がった為、最初から大熱戦！！応援にも力
が入りハラハラドキドキ、一喜一憂の試合の連続です。参
加者はジュニアから？歳の昔青年だった方まで幅広い層
でした。 観戦はとても見ごたえのある試合だらけで楽しかっ
たです。最初は４チームの変則リーグ戦、その後順位別1
～４位トーナメント、日没まで時間を延長してやっと終了
しました。

１位トーナメント優勝 はてなチーム
２位トーナメント優勝 チームニトロチーム
３位トーナメント優勝 レグザチーム
４位トーナメント優勝 ＭＭＴＣチーム

優勝写真で日没がお分かりになると思います。
でも皆さんステキな笑顔でしょう！？
来年の新春チーム対抗は、天台の総合スポーツセンター
が８面しか取れない為、会場は天台と青葉の森の２会
場に分かれます。 （運営委員 吉田嬌子）

開会式

全員集合

■1位トーナメント 優勝 はてな

■2位トーナメント 優勝 チームニトロ

■3位トーナメント 優勝 レグザ

■4位トーナメント 優勝 ＭＭＴＣ
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2月24日穴川コミュニティーセンターにて理事12名の出
席で第3回理事会が開催されました。冒頭2月13日に
行われた全国理事会の報告を兼ねた園川理事長の挨
拶がありました。
ひろば誌の普及では2500部まであと100部を3月の総
会までに貫徹しよう。連盟員登録会員10％増の目標を
掲げたが減少傾向にある。労山が加盟団体から賛助団
体に移行するかを全国総会で決める。連盟創立５０周
年記念史の普及などの報告がありました。
金子事務局長の活動報告では２月２４日の卓球の
スリーダブルス大会７１チーム、野球のトーナメント戦が３
０チーム、スキー祭典７４名の参加があった等の報告が
ありました。ひろば誌については現在１８０部ではあるが
５～６部減る見込み。
討議事項として、①３月１２・１３日の全国連盟総
会に千葉県代議員として淺沼、竹村、渡辺の３氏に決
定しました。また、全国野球協議会から田久保氏、全国
理事の園川、脇村、監事の金子の6氏が参加予定です。
②3月20日に開催する千葉県連盟総会の議案書の検
討をしました。理事及び代議員には文案を送付しますの
で精査していただきメールにて連絡してください。なお、総
会後懇親会（3000円）を行いますので多数の参加を
募ってください。

当面の活動では５月に千葉・青葉の森リレーマラソンが
あります。県連盟の主力行事であることを理解していただ
き各協議会からの応援を要請します。第52回千葉県ス
ポーツ祭典統一ビラ、第16回反核・平和マラソンビラを
作成し総会時に配布する予定です。
その他、各種目協議会の総会が、野球・2月１3日ス
ポーツ科学センター。卓球・4月9日幕張コミュニティーセン

ター。ランニング・4月26日連盟事務所。テニス・4月29
日連盟事務所で開催されます。
なお第31回全国スポーツ祭典陸上競技大会を2016
年11月6日千葉県総合スポーツセンターで、2017年度
全国軟式野球大会を2017年11月に千葉市内で開
催を予定しています。 （副理事長 淺沼 義明）
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清原事件の報道に思う

常任理事 田久保孝一
元、プロ野球選手「清原和博」覚せい剤使用・所持
容疑により逮捕。この事件が耳に入った瞬間、アァあい
つなら…と。高校球児としてプロのバッターとしてあれほど
の成績を残した立派な選手がなぜ覚せい剤に手を染め
てしまったのか？ＰＬ高校時代からＫ・Ｋコンビで一躍
を担った桑田投手とは正反対な態度、風貌ととらえら
れた感じでした。
清原選手が西部ライオンズ入団して間もない時期、デッ
ドボールを受けた相手ピッチャーに対し、感情的に自分
の持っていたバットを投げつけたシーンを見ました。スポー
ツに暴力を相容れない基本、野球選手として行っては
ならない『最低の蛮行』と受け止め、その後彼がどのチー
ムに移籍しても野球ファンの私にとって野球人の敵でした。

この一件で最も失望したのは、心から応援していた清
原ファンであり、最も悲しだのは彼の母親では。
自民党議員の引き起こしている数々の問題。各議員
の辞任、辞職、離党で「一件落着」で済まされる案件
ではないと思います。国会議員としての質の低下としか
受け止められません。
「NHK、政府の顔見て放送し」との川柳がありました。今、
日本国内で重要な安保法、戦争法の内容を国民に
正面から中立の立場に立って報道すべき事実が、NHK
に限らずTV・大手新聞社各報道がこぞって公表してい
ないように見受けられます。

知らず知らずにいると、気づいた時は半世紀以上前の
『大本営発表…』になっているかも。ここ半月の報道では
国会質問より清原事件に多くの時間が割かれました。
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①クラブ(チーム)名 スノー・バレースキークラブ
②代表者 鳴海定光
③連絡先 船橋市夏見台
④クラブの結成・これからの抱負（若かった頃の思い出も含め）
何年も前から千葉県にスキー協議会が携わっていると
は知らず、越年スキーに子供連れで戸隠、わらび座田沢
湖の行事に毎年のように参加していました。
共稼ぎの我が家では子供が親の手から離されて、思いっ
きりスキーを楽しめる。今になって思うと、あの頃は良かった。
若かったなと懐かしんであの頃のみんなは如何にして
いるのかなと思ったりしています。
カービングスキーが出始めて何年か過ぎ、全国勤労者ス
キー協議会の指導員をとってから、江東区にある『てんとお
むしスキークラブ』の仲間と「千葉の行事に参加してみよう、
出来ればカービングの滑りを広めたい、ノーマルスキーとの
違いを感じ取って貰い今までとは違う走りを体験して貰い
たい」等の思いを膨らまし関わってきました。
関わりの中で指導員が２名誕生し、それに挑戦する仲
間も出てきました。このような中船橋で「スキーを楽しむ会」
をつくり、知り合いや地域のスキー好きの仲間と連絡を取
り合い、新幹線利用の舞子スキー場で行事をしてきまし
た。
県内に３つのスキークラブがないと県のスキー協議会は
つくれない規約がある事から≪船橋何とかしろよ≫の声が高
まり、「スキーを楽しむ会」と「てんとおむし」で近隣に住んで
いる人を中心に≪まっしろな雪の谷へ舞い込んでいこう≫と
昨年５月に結成しました。
これでなんとか千葉県にも全国の仲間入りが出来ました。

全国スキー協議会総会や研修などで行く先々で全国
のスキー協議会から注目の的とされています。
かってスキーが盛んな頃に思いを馳せてスキーを楽しむ仲
間がたくさん集まってくれれば良いと思っているところです。
何時までも健康年齢を維持し人生を楽しむ生活の一
部としてのスキー、スポーツよりどころになれるよう頑張りた
いと思います。また、次代を担う若い人たちも参加してくれ
るよう大いに期待しています。現在の会員は９名です。

⑤クラブの計画
１．毎月１回第三金曜日 ボウリング親交 西船ボ
ウルにて

２．ハイキング 11月9日 南房総 富山へ
３．舞子スキーリゾート 2016年1月24日,25日,

26日 上越新幹線を利用
４．2016年3月第一土曜日、日、月曜日にスキーツ

アーを計画
５．スキーのDVDなどで座学を検討中

スキー祭典交流会でのクラブ紹介より

※編集の都合上、前号の栄町クラブZの続報は次号で
掲載させていただきます。
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第16回 千葉反核平和マラソンのお知らせ

期 日 2016年7月10日（日）午前9時45分集合

集 合 千葉市・千葉公園 綿内池 展望台

最寄駅 千葉駅北口から徒歩約５分

千葉都市モノレール/千葉公園駅

コース 千葉公園～きぼーる～中央公園～千葉

市役所～稲毛海浜公園

費 用 1,000円（保険・給水・懇親会費を含む）

締 切 ７月１日（金）

問合せ先 新日本スポーツ連盟千葉県連盟

気を付ける点

日除け帽子は必須

その他 手に物は伴走車で運びます。
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スキーバス事故に思う
～～～規制緩和の是正が喫緊の課題では～～～～

年明け早々の1月15日、長野・志賀高原に向かうスキーバスが碓氷峠を越えた下りカーブで速度超過が 原
因とみられる転落事故が発生。この事故で無くなった15名の多くが前途有望な大学生が占めている。
ここ数年このようなバス事故が頻発しており、事故後には急激な規制緩和が発端となり、運転手の勤務体制にも
無理があったのでは？との指摘もある。

今から40数年前、我々も若き頃スキーやスケートを楽しむために金曜夜に出発、土曜日に目いっぱい遊び、日
曜に帰宅。月曜には仕事に行く、という今では考えられないようなハードなスケジュールで遊んだ記憶がある。当時の
交通事情と比較することは敵わないが、現在と当時の違いは何だろう？とふと違和感が頭に浮かんだ。

今回の事故で注目を浴びたのは料金の安さだという。本当の値段は募集で謳われている値段では到底実現で
きそうもないにも関わらず、客を一人でも多く集めるためには極端な値切りをしなければならない。その為に運転手
は一人で最初から最後まで面倒を見ることになり体力的にもきつくなる。今回事故を引き起こしたバスを運転して
いたのは60歳を超えた、しかも大型バスの運転には不慣れな運転手だったとも伝わっている。事故原因の究明と
なると、えてして運転手個人の責任にされてしまうことが多いが、事故の背景にはこのような業界ぐるみの暗部が見
え隠れする。
こうなると安さとは何か？もっと安全を重視しろ！との声も大きくなるのが世の常。しかし、このような声は事故後

の一時期のみで一向に改まることなく事故は繰り返される。
新日本スポーツ連盟でも毎年スキー祭典が開催されている。スポーツを
楽しむのは万人の権利であるとスポーツ連盟は訴えてきた。その権利も使
えなければ意味がない。スポーツ連盟が主催するスキーツアーにはこのよう
な状況になって欲しくないし、今後とも安全なスキー祭典であってほしい。

園川 峰紀
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5日(土) 第22回シニアテニス大会
6日(日) サッカー協議会年間リーグ

12日(土) 第8回なのはなテニス大会
13日(日) かずさ加盟卓球大会

サッカー協議会年間リーグ

26日(土) 春季バドミントン大会
27日(日) 第8回なのはなテニス大会

全国連盟定期総会3月12日(土)･13日(日）
千葉県連盟総会 3月20日(日)

5日(土) 第22回シニアテニス大会
6日(日) サッカー協議会年間リーグ

12日(土) 第8回なのはなテニス大会
13日(日) かずさ加盟卓球大会

サッカー協議会年間リーグ

26日(土) 春季バドミントン大会
27日(日) 第8回なのはなテニス大会

全国連盟定期総会3月12日(土)･13日(日）
千葉県連盟総会 3月20日(日)

３月３月
３日(日) 野球協議会リーグ戦

10日(日) 野球協議会リーグ戦

17日(日) 野球協議会リーグ戦
春季卓球大会
祭典・ミックスバレーボール大会

21日(土) 春のバレーボールフェスティバル

24日(日) 野球協議会リーグ戦
春のバレーボールフェスティバル

29日(日) 野球協議会リーグ戦
※4月に春季テニス大会が入る予定

千葉県卓球協議会総会 4月 9日
千葉ランニングクラブ総会 4月26日

３日(日) 野球協議会リーグ戦

10日(日) 野球協議会リーグ戦

17日(日) 野球協議会リーグ戦
春季卓球大会
祭典・ミックスバレーボール大会

21日(土) 春のバレーボールフェスティバル

24日(日) 野球協議会リーグ戦
春のバレーボールフェスティバル

29日(日) 野球協議会リーグ戦
※4月に春季テニス大会が入る予定

千葉県卓球協議会総会 4月 9日
千葉ランニングクラブ総会 4月26日

４月４月


