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早く、楽しく早く、楽しく
安全に安全に

ひ
と

りよ
りも、仲間と共に

！

あなたの求めているスキーが、ここにあります！

クラブ対抗の競技大会。本格派レーサーか
らレース初心者、ボーダー、ジュニアまで。

経験豊かなコーチを迎えてのレーシ
ングキャンプ。競技大会にも挑戦！

無理なく上達。ていねいなスキー教室

山スキーリーダーがあなたをフォロー。
バックカントリーを楽しむための教室も開催。

2012 年、スノーボード教程発
行。大会にはボードクラスも。

こんな事も



２０１５山スキー教室記録集発行にあたって

まず安全、仲間と楽しむ山スキー

東京都勤労者スキー協議会（以下、スキー協という）は、基礎スキーの発展として、競技

スキー、山スキーの普及に努めています。

自然志向の高まりと共に、スキー協が永年取り組んできた山スキー教室も、すでに２０年

以上経過してきました。この中から多くの山スキーヤーが育ってきたのではないかと思って

います。

最近は、多くの団体、クラブで山スキー教室を開く、また、さまざまなところでガイドツ

アーなども増えてきていますが、私たちは、私たちの団体の特徴を生かし、長年、継続して

山スキー教室を開いてきた経験等を踏まえ、今シーズンも山スキー教室を計画しております。

山スキー教室の開催に先立ち、山スキーの集いを開催することとしました。

山スキーの道具も進歩して、過去に比べ楽になり一段と楽しめるようになりました。山ス

キーを愛するあなたのお役に立てることと確信しております。

山スキー愛好者が多くなるにつれ事故が増えているのも実情です。大自然のなかで行う山

スキーは、スキー技術とともに、登山の知識と技術が必要です。山スキー教室の目的は、安

全な山スキーの普及と愛好者の組織づくりにあります。ぜひ、この機会に多くの交流を深め、

シーズンへ向かっていただきたいと思います。

スキー協山スキー教室は、安全を旨として運営しています。山スキーに興味のある方、初

めて山スキーをという方にも最適であると自負しています。ぜひ、スキー協の山スキー教室

へ参加してみてください。

「山スキーの集い」を開催すると共に、毎年開催しています山スキー教室の記録集を今年も

発行いたしました。

山スキーの集いが、皆様の山スキーへの一助になれば幸いです。

今後ともよろしくお願いいたします。

２０１５年１１月１３日

東京都勤労者スキー協議会山スキー委員会
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乗鞍高原山スキー教室

14 日　足慣し・演習

天気予報は雪であったが晴れ間も

ある曇り空、前日までの雪が道路に

残り 3月としては大雪との事。

８時３０分宿のマイクロバスで　

Ｍｔ . 乗鞍スキー場へ、スキー場は

以外に大勢のお客。良い雪質の深雪

を滑ろうと押しかけて来たようだ。

遠望は効かなく、乗鞍岳は見えない

が天候は持ちそうだ。

９時５５分カモシカ平出発、例年

此処でクトーを装着するが雪が深く

シールだけの登高とする。

山スキーが初めての人に合わせ、

ビンディング・歩行のコツ等をレク

チャー。ビーコンチェックを行い最

初の急登へ、キックターンを慎重に

こなし、樹林帯の切り開かれた斜面

へ、ここでハンドテストを行う。

１ ５ セ ン チ 及 び

４０センチの所に弱

層が有り、ナイフで雪

を切った様にズレて

一同感心する。

急斜面ではシール

の効き目に不安があ

り前屈み気味の登高

でスキーを滑らす場

面も有ったが、強風

2015 年 3月 14日～ 15日

乗鞍高原、位ヶ原（長野県）

３,000㍍を間近に感じ
の中、肩の小屋手前のトイレ煉に到

着、風が冷たく此処までとして休憩

もそこそこに滑降の準備をする。今

年はアイスバーンでは無く新雪の下

り、位ヶ原上部からお待ちかねの

乗鞍岳をバックに

カモシカ平を出発

－1－



２０数度の美味しい斜面、山スキー

は初めてだが滑る足前は達者、急斜

面を見事なシュプールを描き十分に

新雪を楽しむ。

宿では夕食後ミーテング、読図学

習・山スキー道具の話題で盛りあが

る。

15 日　再度アタック

快晴。乗鞍岳がクッキリ見える。

前日とほぼ同じルートにトップを

交代しながら進む。今日は遠望も利

き近くに奥穂高岳・中央・南アル

プス・八ヶ岳・浅間山等々 山に詳

しい参加者に山座同定をしていただ

く。

できるだけ位ヶ原分岐上部の急斜

面からの滑降として休憩を省く、１

名は足に違和感を覚えたので斜面の

下で合流、やや重くなった斜面にシ

ュプールを刻む。スキー場上部で参

加者の希望でハンドテストを各自で

行い感覚を養う。

１３時 マイクロバスで宿へ、解

散した。

教
室、ありがとうございま

した。充実した山スキー

でした。

初めての体験でシール登行のコー

ス取りをさせてもらいました。後ろ

をきずかうことは難しいですね。

好い体験でした。

もう一つの初体験は、何度も見て

いますが、自分で弱層テストができ

たことです。机上でお聞きした簡易

雪洞も体験したいです。何よりも天

気に恵まれ２度も登れて大満足でし

た。

温泉、料理よし、コーチも仲間に

も気持ちよく指導していただきまし

た。

山
スキー事態自分の中に何

も無かったので、スキー

を履いて？山に登る？

本当に自分に出来るのかなと不安

が有りましたが、入門教室（初心者）

でも大丈夫でした。

優しくて下さるリーダー先輩達と

共に無事降りてこれました。

最終日は天候も良く、遠くの山々

が綺麗に観られた事は記憶に残りま

した。

か
つて住み、働いた思い入

れのある乗鞍で、素晴ら

しいバックカントリーデ

ビューができました。

天気予報がうまく外れ、初日の土

曜日はパウダー、２日の日曜日は快

晴の春スキーが満喫できました。 

初日は、登行の際、ついエッジを

立ててしまい滑ること幾度。シール

を信じて『じわっと』と足裏全体に

荷重して登行することを実地で体感

することができたのが大きな収穫で

した。

上りは３時間もかかったのに、パ

ウダーの下りはたったの 30分。上

りで無駄な力を使ってしまって、下

りのパウダーを十分楽しめなかった

のが悔やまれます。

２日目は、素晴らしい快晴のな

か、乗鞍山頂だけでなく、穂高、八ヶ

岳などの山座同定を励みに、スムー

ズに登れました。下りは春スキーの

悪雪に調子が狂いつつも、楽しく

あっという間に終わってしまいまし

た。 

乗鞍高原山スキー教室

参加された方々から

北アルプス遠望

無事下山

－2－



3 月 14 日 ( 土）　曇り
場所・地点 時間 備考

① かもしか平（第 3リフト降り場付近） 9:57 シール登行開始
② 急な登斜面（≒ 2075 ｍｈ）上部 10:30
③ ≒ 2260 ｍｈ 11:08 小休止
④ 位ヶ原（斜面下木立） 12:00 休憩
⑤ トイレ小屋　≒ 2610 ｍｈ 13:11
⑥ 滑降開始 13:31
⑦ 三本滝レストラン(第３リフト乗り場付近） 14:10 昼食・休憩
⑧ スキー場リフト券売り場 15:50
青葉荘　迎バス 16：00

3 月 15 日 ( 日） 快晴
場所・地点 時間 備考

① かもしか平（第 3リフト降り場付近） 9:25 シール登行開始
② 急な登斜面（≒ 2075 ｍｈ）上部 9:57
③ ≒ 2250 ｍｈ 10:45 小休止・写真他
④ 位ヶ原（斜面上） 11:30
⑤ 滑降開始 11:40
⑥ 三本滝レストラン(第３リフト乗り場付近） 12:10 休憩
⑦ スキー場リフト券売り場 12:50
青葉荘　迎バス 13：00

14  

15  

 

 

乗鞍高原山スキー教室

講師の方が、きめ細かくアドバイ

スしていただきながら、私たちに「自

分でやってみる」ことをさせていた

だきました。表層の確認のしかた、

地形図の見方、先頭を歩くことのむ

ずかしさなどを、実地で体感できた

ことが非常に良かったと思います。 

何事もそうだと思いますが、初め

てのチャレンジが素晴らしいとハ

マってしまいますが、すでに私は、

バックカントリーにハマってしまっ

ているのかもしれません。

新雪の中、シール登高

肩の小屋下の小屋

スキー場上部から位ヶ原、肩の小屋を目指し

－3－



鳥海山山スキー教室

2015 年 5月 3日～ 5日

鳥海山（七高山、鉾立）（秋田県）

山頂から思うまま～
初日（３日）、夜行を利用

し早朝に着く方、朝早く

発って参加される方もお

り、集合・出発は、宿１０時（皆さ

ん前泊したりで早めに全員集合）。

初日の行程は、祓川ヒュッテから

シールを利かせ先ずは足慣らし（明

日、山頂を目指す）。天候は、風も

ほどよく、雪質もよし。今日は明日

を期待して山頂への急斜面が始まる

舎利坂の手前（標高２０００ｍ）で

滑降開始。コースは、猿倉口入口の

熊の森駐車場まで。

雪が……？

しかし、標高１５００メートル位

から祓川へのコースと別れ、猿倉へ

のコースへ入ると、ここらあたりで

滑りが例年と違ってきた。それまで

楽しく滑走できたのに熊の森に近づ

くにつれ、ますますスキーにブレー

キが…、滑走面にタール状の黒い物

質がこびりついてきたのです。今年

のこの現象には東北方面の各地の山
山頂を目指し

熊の森へ（猿倉コース）

－4－



鳥海山山スキー教室

において悩まされた方が多かったよ

うです。黒い物質を調べてみるが原

因不明。新芽が原因とか、北朝鮮で

発生した山火事の鎮火が難航し大き

な煙の流れが日本海を越え、日本の

東北地方にまで伸びている。これが

原因とか。宿に帰ってタール状物質

の除去に一汗かくこととなった。

２日目、今日は七高山山頂

を目指す。天気予報は、

晴後、雨。七つ釜避難小

屋までは昨日と同じコース。ここか

らは「氷の薬師」「舎利坂」左の雪

渓を経て山頂をめざした。１２時

４０分頃山頂へ。天気予報では雨が

近付いていることになっている。山

頂まで、思ったより天気は崩れず持

っていた。

山頂を味わって、昼食は、昨日引

き返したところで、高曇なのですが

ここ等あたりからポツポツと雨が

…、帰りを急ぐことにした。今日は、

昨日の状況もあり七ツ釜避難小屋か

ら祓川へ下りた。

七つ 避難小屋手前の急斜面に 七高山山頂

祓川、熊の森コースの軌跡

－5－



鳥海山山スキー教室

最終日、半日午前中で終了。

コースは鉾立から御浜小

屋往復。日本海に向かっ

て雄大な景色の中滑走できるコー

ス。しかし今年は鳥海湖をとりまく

峰は雪が消え、御浜小屋へも板担ぐ

必要がという状況。御浜小屋へは向

かわず、鳥海湖手前で下ることとし

た。眼下にある日本海を目指しての

滑走であった。

今年は、総勢１１名。新緑の鳥海

をスキーで味わってきた。５月ゴー

ルデンウィークは例年になく雪解け

が早く、稜線の雪が消えていたとこ

ろもあつたが、十分楽しむことがで

きた。

３日間天気に恵まれた（４日深夜

に降雨）、鳥海教室でした。

七高山をバックに

鳥海湖手前、新山をバックに

鉾立コース

－6－



鳥海山山スキー教室

３日
宿出発 9:30
祓川登山口 9:50
七ツ釜避難小屋下 (1450) 11:20
七ツ釜避難小屋 11:45
2000 ｍ地点 13:50 ～ 14:10
七ツ釜避難小屋上 (1650) 14:32
猿倉コースへの入口 14:35
猿倉登山口 15:45
熊の森駐車場 15:50

４日
宿出発 7:30
祓川登山口 8:20
七ツ釜避難小屋下 9:50
七ツ釜避難小屋 10:10
８合目 11:00
2000 11:50
七高山山頂 12:40 ～ 13:15
お昼 (1950) 13:25 ～ 13:35
七ツ釜避難小屋 13:55
祓川登山口 14:20

５日
宿出発 7:30
鉾立 9:05
鉾立下ブルーライン入口 9:20
1400 10:25
鳥海湖手前 11:25 ～ 11:40
1400 11:55
鉾立下ブルーライン入口 12:10

教室当日の天気図とコースタイム

－7－



八甲田山山スキー教室

2015 年 5月 3日～６日

八甲田山・小岳、猿倉岳…（青森県）

南へ、北へ、新緑と共に
今年は、春の雪が変

２日　前日１５時に新宿を立ち津

軽ＳＥで仮眠。青森市場で朝食後、

八甲田へ入る。教室参加者がそろっ

たところで猿倉岳に向かってシール

登高、雪が少なく、いつものルート

がとりづらい。

気温が高く体力の消耗も激しい。

山頂まで行かず滑降するが、雪が粘

って滑りにくい。宿に帰ると板の滑

走面に茶色いものがべったり付いて

いる。灯油で拭うと真っ黒になった。

いつもの所に雪が…

３日　すいれん沼から小岳に向か

うが、いつも雪に埋もれているはず

の台地が雪の中からあらわれて、硫

黄岳方向から進もうとするが茂みに

阻まれルートがとれない。転進して

ルートを見つけて進むが相当なタイ

ムロスと体力ロスをしてしまった。

小岳も雪が少なく、いつもより低い

位置から小岳を巻く夏道が出ている

ので、板を担いで川のように水が流

れる道を登りつめ山頂に到着。途中

で会った登山者の情報では高田大岳

の夏道が見つけられなかったとのこ

とと、時間が予想以上にかかったの

で、高田大岳を断念。

猿倉コースも途中の沢が空いてい

るとの情報なので、すいれん沼へ向

かう。小岳の斜面を途中からトラバ

ースする。薮を抜けるのに苦労して

やっとすいれん沼コース出るが、今

日も板が滑らず疲れがたまる。どう

にか、やっと、すいれん沼に着き、

バスで猿倉温泉に戻った。宿では、

灯油で板の掃除。

今日は、南八甲田

４日　雪の状況を考えて予定を変

更、猿倉から乗鞍へ（南八甲田）。

猿倉の山頂から矢櫃橋へ滑り込

む。橋は完全に出ていて数年前に掛

け替えられた立派な橋が現われてい

た。気温が今日も高く休憩を多めに

とりながら、２時前には何とか山頂
小岳山頂で

－8－



小岳の斜面

に到着した。ここでも藪が強く北面

の斜面に出ることが出来ず、尾根を

滑る。途中雨が降ってきたり、板に

へばりつくタール状物質は滑走面の

掃除を二度も行わなければならず、

通常の倍の時間と体力を消耗した一

日だった。

５日　前夜の雨は上がったが、半

日の行程なので今回の雪の状況でコ

ース選択が難しいのと疲労のため休

む人が多く、最終日の行動は朝で解

散となった。

八甲田山山スキー教室

小岳へ、夏道を行く

－9－



♨

♨

♨

▲

▲

▲

猿倉岳

睡蓮沼

笠松峠

♨

矢櫃橋

八甲田山山スキー教室

八甲田大岳 雪面にブナの芽吹き

－10－



2015 年 5月 22日～ 24日

立山・剣沢、タンボ平…（富山県）

アルプスを滑る！
初日（２２日）　晴 通過時 発時

雷鳥荘出発 12:00
称名川横断　シール装着 12:25
大走り尾根下部 12:45
くの字部 13:50
雪渓最上部 14:20 14:45
くの字部 14:50
大走り尾根下部 14:55
称名川横断 15:00 15:20
雷鳥荘へ 15:45

　５月２２日（金）曇　大走りへ

室堂ターミナルに集合の後、宿泊先

の雷鳥荘へ。雷鳥荘で早い昼食。

初日　先ずは足慣らし。視界はい

い。立山三山もよく見えている。身

支度を整えて、大走り尾根を 3 時

間ほど、山頂手前で雪が切れ、標高

２８００㍍。滑降準備。登ってきた

斜面を右へ折れるところまで一気に

滑り降りる。右に、別山。左に、雄山。

正面には、大日、奥大日岳と、下り

きれば、あとは称名川を渡って雷鳥

荘へ。明日への準備となった。

５月２３日（土）曇

雷鳥沢左（室堂乗越方向）を登り剣

沢を滑降、登り返し雷鳥沢を下る予

定。

朝、早めに出発し、まず

は剣御前小屋をめざす。

剣御前小屋へ１０時に着

く。ここから滑降する。

剣沢小屋まで素晴らしい

斜面が続く。少し行くと

剣岳を正面上に見る。

しかし、ここから２時間

くらいかけ、登り返す。

楽あれば、苦あり？

雪もよくのんびり登り返

せば午前に着いた剣御前

小屋へ。一服し、剣御前

小屋下から一滑りし雷鳥

沢左の尾根に入り、剣沢

を登ってきた体には堪え

立山山スキー教室

大走り尾根を
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２日目（２３日）　晴
雷鳥荘出発 8:00
称名川横断 8:10 8:20
雷鳥沢右側尾根を経て剣御前小屋へ
夏道に入る 10:05 10:10
剣御前小屋着 11:05 11:15
剣沢へ
剣沢小屋上／昼食 11:35 12:15
剣御前小屋着 13:25 13:45
雷鳥沢を右に見て左の斜面へ 14:00
称名川横断 14:30
雷鳥荘へ 15:00

３日目（２４日）　曇
雷鳥荘出発 7:50
室堂山荘 8:45 8:55
一の越へ 10:00 10:25
東一の越への登山道へ 10:35
東一の越 11:45 11:55
タンボ平着 12:35

るが、左の広大な斜面に入り本日最

後の滑降を楽しんだ。滑降を楽しん

で、称名川を渡り、シールを着け雷

鳥荘へ一登り。帰着。

５月２４日（日）曇

最終日は、一の越から、東一の越、

たんぼ平へ。半日コース。

一の越から、御山谷の冒頭を滑って

東一の越への登山道へ、というより

トラバースし東一の越への山道へ入

る。ここからは板を担いで東一の越

へ、

東一の越へ着くと、眼下に黒部湖

が、左にロープウェーが、出だしは、

４０度近い斜面が数百メートル、後

は、左へロープ

ウェーの下へ入

り、雄山からのデ

ブリは思ったより

少ない。タンボ平

を経て黒部平駅ま

で滑り込む。１２

時過ぎに到着し

た。

立山山スキー教室
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立山山スキー教室

剣沢を、剣沢小屋に向かって 東一の越から、タンボ平へ
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2016 年山スキー教室日程表

東京スキー協のベテランリーダーによる安全・親切な

2016 山スキー教室のご案内
主催　東京都勤労者スキー協議会（東京スキー協）

大勢の仲間とともに、楽しく安全に山スキーを！
ゲレンデを飛び出して、大自然の山野を自由に滑りましょう。

（教室日程）
回 日　　程 行事名 概　　要 宿泊先（予定）／参加費 ※打合会

① 1/23( 土 ) ～1/24( 日 )
かぐら峰周辺 
新潟

入門。ゲレンデで基礎滑降、シール着脱・登高など、
スキー場から稜線へ、自然のままの雪山を楽しむ

みつまた・弥八
16,000 円 1月1４日 (木)

② 2/13( 土 ) ～2/14( 日 )
湯の丸高原
長野

入門。スキー場の上が粉雪の高原。シール着脱・登高、
樹林滑降など山スキーのエッセンスが豊富

湯の丸・シティオス地藏
17,000 円 2月１日 ( 月 )

③ 3/12( 土 ) ～3/13( 日 )
乗鞍高原
長野

入門。リフトでトップへ、登高 2～ 3時間で肩の小
屋へ初級者から上級者まで楽しめます。

乗鞍高原・美鈴荘
17,000 円 *2月23日(火)

④ 5/3( 火 ) ～5/5( 木 )
鳥海山
秋田

東北の名山。秀麗な山容を見せてくれます。積雪の
多さと共に最良の山スキーの場を提供しています。

矢島・まさか
34,000 円 4月13日 (水 )

⑤ 5/3( 火 ) ～5/6( 金 )
八甲田山
青森

南・北八甲田山のバリエーション豊富な広大な山域
を春スキーの決定版。山スキーの入門にも最適

猿倉温泉・猿倉荘
50,000 円 4月2０日(水)

⑥ 5/20( 金 ) ～5/22( 日 )
立山・剣沢
富山

北アルプス 3000 ｍ級の雄大な斜面の大滑降は爽快
感満点。温泉につかり星空を眺めて気分は極楽

地獄谷温泉・雷鳥荘
31,000 円 5月10日 (火 )

※各行事ごとに打合会を行います。会場は、新宿駅西口「ルノアール」（エステックビル店）（電話：03-3348-1470）です。なお、
*第３回「乗鞍高原」は、地下鉄丸ノ内線／ＪＲ・四ツ谷駅下車「新宿区赤城生涯学習館」です。

申込・問合せ先：東京都勤労者スキー協議会

〒 170-0013 東京都豊島区東池袋 2-39-2 大住ビル 402 TEL･FAX 03-3971-4144

申し込み方法：参加申込書と同時に申込金 5,000 円（参加費に充当）もしくは参加費全額を

郵便振替　00110-7-88004 へ、通信欄に送金名を明記し払込んでください。なお、出発 ( 開催 ) １０日前まで

に全額納入して下さい。

キャンセル料：参加費に対し、出発 10-6 日前 =20%,　5-2 日前 =30%,　1日前 =40%,　当日以後 =100%

２０１６年　山スキー教室第　　　回「　　　　　　　　」行事参加申込書
申し込み金 5,000 円を　　月　　日郵便振替にて送金し、申し込みます。 年　　月　　日
ふりがな
氏　　名 性　別 　男　　女 生年月日 　　　　年　　月　　日

連絡先住所
〒

電　話 所属クラブ

緊急連絡先 　　　　（　　　　） 同左・関係

参加交通機関 　　JR、　　バス＆タクシー、　　マイカー　　　　他　　　　　　　　　到着予定時刻　　　時頃

スキー協の、全国救出基金加入の有無　【救出基金へ】 　　　加入　　　未加入

希望 ･要望など

2015 年 10月作成
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