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２０１６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。

２０１６年１１月１１日

東京都勤労者スキー協議会山スキー委員会
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2016 年 2月 13日～ 14日

湯の丸山〔長野県〕

ゲレンデの雪、自然の雪を体験
2 月 13 日、各地のスキー場・山域

で雪不足に見舞われていたが、4名

の参加者で湯の丸山山スキー教室は

実施された。

この地も雪は例年より少なく、山

腹にブッシュが目立つ状態でした。

ゲレンデでの足慣らしの後リフトト

ップから少し下り、シールを装着し

地図とコンパスを使ってコースを確

認の練習。シール登高のコツと登高

支柱（クライミングサポート）の有

効性の確認も行い、斜面が急になる

前に風を避け昼食、その場でピット

（雪面に穴）を掘って積雪の状況と

弱層の確認を行うと 7～ 8cm の深

さでザクザクの弱層が見られた、ハ

ンドテストなどで雪の層が動くのを

実体験。

途中小雨も落ちる中、山頂に到着

できた。周りはガスで何も見えず、

風が強いので少し降りシールをはず

す。山頂直下は岩が頭を出し穴も開

いている状態なので、雪がしっかり

しているところまで慎重にすべる。

滑降開始するが、雪が重くターンも

しづらい。急斜面も終わり斜度も幾

分ゆるくなり樹間も広がって視界も

良くなったが、雪質はあまりよくな

く気の抜けない滑降で鐘の分岐まで

行く。登山道に沿ってキャンプ場に

向かう途中登山道を外れ唐松の林に

入り多少滑りを楽しみ、開けた場所

に到着。後は林道を滑って宿の裏へ

出て終了。宿へ戻って地図とコンパ

スの使用法の復習、さらにビーコン

の使用法と捜索の練習、山スキーの

心得などを話し合う。

14 日は天気予報とおり強風と大

雨、やむなく教室は終了。

湯の丸高原山スキー教室



3

湯の丸高原山スキー教室

参加者から

○こんな天気、雪不足で山頂までいけな

いと思ったが、山頂までいけた。こ

の時期パウダーを楽しみにしていた

のに重い雪で残念だったが楽しめた。

○地図とコンパスの使用方法やビーコ

ン練習など、時間をとってやれて良

かった。

○ゲレンデで滑るのと自然の中で滑る

のは違い、滑りの技術を高めて山ス

キーの経験を重ねたい。

○弱層テストの結果通り、急斜面で雪が

落ちていくのを感じて、積雪の状況

を知るのは大事なことと実感した。
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天気予報、３日は、晴。しかし、

４、５日は、期待できそうにもない。

道路事情などで遅れてくるものもい

るが、予定を早め、宿出発を。８時

発組みと、後発１０時３０分発の二

組に分け鳥海（七高山）山へ向うこ

ととした。

３日、風が強いものの天候も良

く、祓川から入る。宿、８時出発の

先発組は、１２時半山頂へ。後発組

は２０００メートル地点まで上っ

て、滑降とし先発組と合流した。

合流後、七ツ釜避難小屋近くを滑

走し、熊の森、お花畑駐車場へ。

2016 年 5月 3日～ 5日

鳥海山（七高山）〔秋田県〕

山頂から日本海を望み…

鳥海山山スキー教室
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参加者菅野さんの報告（三多摩山

スキークラブ会報からの抄禄））

５月３日、天気予報によると、こ

の日が好天で、４日と５日には雨マ

ークがついている。前泊組は、参加

者の遅れが判明した中で、８時前に

出発（堀内、吉原、皆森、菅野、牧）。

長部さんが後発を連れて後から追い

かけることとなった。

先発組は、出発前にシールを装着

し、宿の車で祓川ヒュッテ手前の駐

車場まで送ってもらう。８時４０分

祓川ヒュッテ横から登り始める。斜

面を順調に登り高度を上げてゆく。

前方には多くの人が登って行くのが

見える。メインルートは、まるでゲ

レンデなみの人出である。右手の七

ツ釜避難小屋を過ぎると、上がるに

つれて風が強くなってきた。強い風

のときは、足を止めて立ち止まって

しまう。１２時３０分頂上へ到着。

約３時間５０分（休憩時間を含む）

の上りであった。頂上は、岩が露出

している。目の前に新山、その右手

には日本海がかすんで見える。山頂

まで登れて大満足である。昼食休憩

を３０分とり、先ずは、登って来

たルートを滑降する。後発組とは、

標高２０００メートル手前の斜面で

２人組に出会うことが出来た。二人

は標高２０００ｍくらいまで上がっ

て、下りてきて、我々と合流。メイ

ンルートから右寄りをとる、人も大

幅に減り、我々だけの斜面になる。

標高１６００メートル（七ツ釜避

難小屋の手前）あたりから熊の森に

向かい二六小屋を経てお花畑駐車場

へ滑り下りた。

５月４日、午後から良くなるとい

う予報だが風も強く朝食時には小

雨。鳥海山は雲が低くなって見えな

い。午後まで待つことをせず観光？

ルートへ。黄桜見物、ホツメキ湧水、

湯ノ沢温泉入浴、明日の登り口であ

る鉾立の確認となった。午後から晴

れてきたものの、山は相当な風が吹

いたようだ。

車２台に８人が分乗して駆け回

る。朝の内は風が強かったが、昼ご

ろから天気は回復した。鉾立からも

入れることを確認し、明日はここか

ら登ることにした。

５月５日、鉾立から御浜小屋をめ

ざして登り、そこから日本海をめが

けて滑降する予定。しかし雨は降っ

ていないが、雲が低く垂れこめて、

山容は見えない。朝食を早めてもら

い、宿を７時に出発。羽後本荘から

高速を経て鉾立登山口へ、鉾立に向

かうブルーライン上部はガスの中、

鉾立へ到着するも、登山口はガスと

強風で登山ができる状況ではない。

早々に諦めて、ここで解散となった。

今年のスキー協鳥海山山スキー教

室は初日のみでしたが…

鳥海山山スキー教室
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鳥海山山スキー教室
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鳥海山山スキー教室

七高山山頂
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新日本スポーツ連盟

東京都勤労者スキー協議会

▼詳しくは、東京都勤労者スキー協議会のホームページをご覧ください。
http://www.tokyoskikyo.org/

ス
キ
ー
協
と
は

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を開催。

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
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これまでの山スキー教室から

2013 年 1 月 19 日～ 20 日

かぐら（新潟県）

10 時宿舎集合。装備の確認と簡

単な使い方の説明。特にビーコンの

使い方を確認。プローブ、スコップ

についても確認。装備は自分が捜索

するために使うことを考えておくこ

とは大切だが、埋没した場合など捜

索者を危険な場所に長時間滞在させ

ることの無いように、お互いが準備

するものであることなどを確認。

第一高速リフト終点でシールを貼

る。緩やかな尾根を進み、１７００

m 辺りまで登りシールを外す。

重めの深い雪をそれぞれ滑

る。概ね、スムースに滑り降

りる。苦戦した人もたが、

２０分ほどでゲレンデに戻

る。その後、下山コースを経

て宿舎に帰った。

2013/1/20(日)

本日も降雪の中、入門教室

にふさわしく実践として内容

豊かに実施できた。

参加者から

・それぞれの器材の取り扱いを知り

たかった。

・休憩を取らなかった。

・滑り方も教えてもら

えず「さあ、滑っ

て。」と言われ、戸

惑った。

等の指摘があった。

1 日目 (1/19) 午後か

ら 2日目 (1/20) 教室終

了まで、降雪が続き山ス

キー入門教室にふさわ

しく実践・座学・交流含

め内容豊かに実施でき

た半面、新雪滑降技術内

容の説明や休憩時間設

定など課題も見えた。

宿：民宿　弥八　

2015 年 3 月 14 日～ 15 日

乗鞍高原（長野県）

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、８時３０分宿のマイクロ

バスで　Ｍｔ . 乗鞍スキー場へ。

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、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滑降の準備

をする。位ヶ原上部からお待ちかね

東京スキー協が永年取り組んできた山スキー教室も、すでに四半世紀を経過。毎年６から７回、多い年では 10

回の山スキー教室を開催し多くの方に参加いただき、山スキーヤー、クラブを育ててきました。

東京スキー協山スキー教室は、安全な山スキーの勉強と普及、愛好者の組織づくりを進めて。山スキーを愛す

るあなたのお役に立てることを確信しています。

昨年は降雪が遅れ、また、例年になく少ない雪、一方、天候にもあまり恵まれなかったというのが正直なとこ

ろです。実施できたのが「湯の丸山高原」「鳥海山」の２回にとどまりました。

ここでは、これまでの教室から紹介させていただきました。皆さまの山スキーへの取り組みの参考になれば幸

です。

２０１６年以前に実施した教室から
ここでは、２０１６年に実施できなかった教室でその以前に実施した教室からの報告です。参考にしてください。

13時 50 分　シール登高開始

14 時 40 分　シールを外し滑降へ

かぐら山スキー教室（1/19）
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の２０数度の斜面、山スキーは初め

ての方も滑りは達者、見事なシュ

プールを描き十分に新雪を楽しむ。

15日　再度アタック

快晴。乗鞍岳がクッキリ見える。位ヶ

原分岐上部の急斜面からの滑降とし

て休憩を省く、やや重くなった斜面

にシュプールを刻む。

参加された方々から

・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。

・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。

・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。

初日はパウダー、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。

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。 

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。

2014 年 5 月３日～６日

八甲田山（青森県）

猿倉温泉に集合

３日、猿倉岳に向けて登高、温泉か

♨

♨

♨

▲

▲

▲

猿倉岳

睡蓮沼

笠松峠

♨

矢櫃橋

これまでの山スキー教室から
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ら猿倉尾根を経て、山頂に到達。し

かし、晴れていた空に雲が広がり雨

も落ちてきた。急いで温泉に向け滑

降、あっという間に宿まで到着、直

後に雨が本格的になって来る。

すいれん沼、小岳、高田大岳へ強風

とのたたかい

４日、

風が強く小岳を西から北に廻り込ん

で山頂に。シールを外して高田大岳

の鞍部に快適な斜面を滑り込む。鞍

部で小休止の後スキーをザックにく

くりつけツボ足で登る。昨夜冷え込

んでいたのでキックステップが雪に

入っていかない。ルート選択が良

かったのかハイ松帯に出るところで

は夏道に出た。

夏道を登るが風が思った以上に強く

担いだスキーが煽られる。

山頂は、風が強く休まずに通過し斜

面を下る。風を避けるため薮を漕い

で雪の斜面に出ようとするが、予想

より雪が下、さらに夏道を下り再度

藪こぎ雪の斜面に出る。

風は夏道を外れるとほとんどなく

なった。足場を確保してシールを外

し滑降開始、出だしは急、少し下が

ると余裕が出てきて皆楽しく滑降。

下部はブナの間を滑り谷地温泉まで

滑降。

仙人岱ヒュッテを経て八甲田大岳へ

５日、すいれん沼から仙人岱ヒュッ

テに向かう。ヒュッテで小休止の後、

八甲田大岳に向けて進む。

大岳を大きく廻って山頂に、上部は

雪が消えていたのでスキーをデポし

て稜線に登り景色を堪能。大岳の滑

降開始の際、ヒュッテで休憩してい

る参加者と無線連絡し小岳の鞍部で

合流。

鞍部で昼食をとり小岳にシール登

高。小岳の北東斜面は所々大きなク

ラックが入っていて、手前で止まり

－避けながら快適に滑降、コンパス

で方向を確認しながらいくつもの沢

を越え猿倉橋に到達。

乗鞍岳

６日、最高の天気で乗鞍岳を目指し

ていく。

矢櫃橋を過ぎて台地に出ると黒い雲

が出てきて文字通り雲行きが怪しく

なってきた。乗鞍岳の山腹を登り山

頂まじかになると雪も落ちてきた、

そこで、登高終了し滑降に移る。矢

櫃橋まで快適に滑降、それからブナ

の樹林帯までは漕ぐ雪の状況でうね

りが大きくいつもより滑りにくい、

雨も本格的には降られなかったが予

定の時間には猿倉温泉に到着し教室

を終了。

これまでの山スキー教室から



12

2015 年 5 月 22 日～ 24 日

立山・剣沢（富山県）

５月２２日（金）曇　大走り

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（標高２８００㍍）で雪が

切れ滑降準備。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

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。

しかし剣沢滑った距離だけ登り返

す。ここから２時間くらいかけ、楽

あれば、苦あり？

雪もよくのんびり登り返せば剣御前

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、広

大な斜面に、本日最後の滑降を楽し

んだ。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

一の越から、東一の越、たんぼ平へ。

一の越から、御山谷の冒頭を滑っ

て、トラバースし東一の越への登山

道へ、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。タンボ平らへ、今年

は雄山からのデブリは思ったより少

ない。ロープウェーの下へ入り、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。

これまでの山スキー教室から
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これまでの山スキー教室から

東京スキー協の目指す山スキー
     

「2015 年山スキーのつどい」にて

　　2015/11/13

1969 年スキー協の創立以来、楽しく安全なスキーのために活動し、基礎スキーを中

心に競技スキー・オフピステスキー（山スキー）を進めてきました。その中で組織的に

取り組んできた山スキーは 42年になります。スキーが日本に入ってきた当初は山の世

界では滑りに重点を置くのではなく、登るための道具として活用されていましたが、ス

キー協は当初から滑るために山に登り、雄大な自然を楽しく滑ることを目的としてきま

した。

楽しく自然の中を滑るには登山と共通の登る技術、体力と共に知識が必要となり、山

スキーは登山とスキーの間に生まれたものと捉えています。また、山スキーを楽しむに

はスキーの滑走技術を高めることも重要です。山の中で転んでばかりでは疲れるしつら

いばかりです。ケガの多くは転倒によるもので滑降技術の向上は安全にもつながりま

す。ゲレンデでできないことは山でもできないので、効率良く滑降技術の向上を目指す

にはゲレンデが有効だと考えています。さらにリフトなどの機械力を利用して高度を稼

げるので大いに利用すべきだと考えます。

安全面ではコース表示のない自然を滑るための地図読みを学習、雪崩を避けるために

地形、積雪・雪質、さらには気象なども学習する必要があります。また、単独での行

動は事故の際重大な事態になりやすく、単独では難しい地域でも仲間がいれば可能にな

り、楽しさが増加します。そのためにも仲間を作ることも大切と考えます。

遭難や事故を避ける安全係数は危険要因に対し技術・知識の割合で変わります。安全

係数を高めるために全国スキー協では、山スキーリーダー制度を確立したり、救出・雪

崩回避の訓練を実施し、東京スキー協では 1～ 5月に山スキー初心者を含めて経験者ま

でを対象にした山スキー教室を実施するなど、山スキーを安全に楽しみ広めることに努

め今後も進めていきます。
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2017 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

2017 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 1/21( 土 ) ～1/22( 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12日 (木 )

② 2/18( 土 ) ～2/19( 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 9日 ( 木 )

③ 3/11( 土 ) ～3/12( 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28日(火)

④ 5/3( 水 ) ～5/5( 金 )
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11日 (火 )

⑤ 5/3( 水 ) ～5/5( 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
37,000 円

4月19日 (水 )

⑥ 5/19( 金 ) ～5/21( 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 9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%

２０１７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

2016 年 10月作成
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