2017
山スキー教室記録集

新日本スポーツ連盟
東京都勤労者スキー協議会
山スキー委員会

２０１7 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。

２０１7 年１１月１0 日
東京都勤労者スキー協議会山スキー委員会
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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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かぐら峰山スキー教室

第 1 回山スキー教室

2017 年 1 月 21 日～ 22 日

かぐら峰（新潟県）

思わぬアクシデントにもめげず
1 月 20 日（金）快晴。

の林を 30 分ほど登る。昼、近くの

島崎コーチ親子は、かぐら上部の

教室前日ながら参加者Ｔさんと矢

レストランは混雑していた。高価な

山スキーエリヤの様子見に行っても

昼食を食べることになった。

らう。第 5 リフトも稼働していて

口が宿の弥八に入る。
午後の半日券を求めゲレンデへ、

午後の教室に入るも締め具昨日、

Ｔさんの靴・スキーとも新品で実際

午前と問題を起こしステップインに

Ｔさん、スキー・締め具・靴の初

使うのが初めて。ビンデング ( ピン

非常に時間がとられ滑降のレベルア

使用さらに 1 シーズンのスキーブ

ポイント）に靴のセットは困難を極

ップができなかったのは残念であっ

ランクや今シーズンの初すべりで 3

める。ヤットの思いでリフトに乗り

た。

日目の疲れなどリスクが重り、精神

滑降になる。Ｔさん昨年ブランクが

良い状況とのことでした。

的・身体的に大きな負担があったよ

あり２シーズンぶりの初すべりとの

22 日（日）快晴。

うに思われた。午前半日券いっぱい

ことで調子が上がらず早めに宿に引

地元の方に聞いてもこの時期の快

滑り、宿に帰り再会を約束して山ス

き上げる。
宿に戻ると宿の奥さんがつい今し

晴は珍しく、一昨日と、天気に恵ま

キー入門教室を終わった。

れる。

がた急病で入院したとの事、夕食準

最終日、午前中の好天なども考慮

今回の教室では、宿のことや締め

備もできず泊めることできないと言

し半日リフト券を求めてゲレンデに

具セット問題などあったが、Ｔさん

われる。何とか今晩のみ宿泊 j 可能

出かけた。相変わらずＴさんの締め

や島崎コーチと娘さん、また急遽宿

となる。島崎コーチに明日の宿の確

具問題は解決されなかったが少し滑

泊を引き受けてくれた「ロッジまる

保を依頼する。ごく近くに「ロッジ

降感覚が戻るようになり、みつまた

や」などのご協力を得て乗り切れ

まるや」が決まってホッとする。

第 2 ロマンスリフトまで足を延ば

たこと深く感謝しています。   

したのは本人の頑張りでした。

  

‘170123  yaguti

21 日（土）雪。
昨日と変わって降雪になる。朝早
く島崎コーチが娘さんの運転する車

みつまたスキー場

で宿の弥八に迎えに来てくれる。宿
変えで「ロッジまるや」に移る。
今日から山スキー入門教室にな
る。先ず島崎コーチがＴさんのスキ
ー・締め具・山スキー靴をＰＣで調
べると最新式の用具とが分かった。
最新山スキー用具販売の責任も問わ
れて当然と思う。取扱説明を開くも
原文で良く解らなかった。Ｔさん持
参用具、ザックの詰め方を検討しな
がら山スキー用具について学んだ。

第 5 リフト

スキー場に出てシールの貼り方か
ら始めた、降雪の中でもあり手間取
りながらもシール登行でゲレンデ間

神楽ヶ峰
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3

湯の丸高原山スキー教室

第 2 回山スキー教室

2017 年 2 月 18 日～ 19 日

湯ノ丸高原（長野県）

山頂から角間峠、鹿沢温泉へ
10 時に全員が宿に集合。荷物を

から斜面が急にな

置いて山スキーの準備。先ずはゲレ

りジグザグにコー

ンデで足慣らし。皆さんしっかり滑

スをとる。山頂へ

降、そこでリフトトップからゲレン

でる前にピットを

デを離れ鞍部へ下ってシールを着け

掘り弱層の確認。

地図とコンパスで方向を確認し山頂

強い弱層は見られ

へ向かう。、前日の暖かさに拘わら

なかった。さらに

ずパウダーでそこそこの積雪、シー

ハンドテストを行

ルが効いて快適。牧場の有刺鉄線の

って積雪の状況を

切れ目から湯の丸山腹へ移動。ここ

確認。そこで昼食

4
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湯の丸高原山スキー教室
戻り、ビー
コンの探索
訓練と地図
とコンパス
を使用して
コースの復
習。
２日目、
天気もよく
をとり山頂へ一時間３０分の登りで

前日のトレ

到着。

ースが残っ

山頂はいつもより風は弱いが、や

ている。そ

はり岩が露出。眺望は３６０度。浅

れに従って

間山、根子岳、妙高山、黒姫、戸隠、

山頂へ。

さらに北アルプス、八ヶ岳と。雲が
あって遠くの山は隠れている。

今日は富
士山、八ヶ

シールを着けたまま山頂で写真を

岳、北アル

撮って北峰へ移動。風を避けシール

プス・白馬

を外して深雪の斜面を滑降。密度濃

連山、浅間

い樹林帯をルートを確認しながら角

山がくっき

間峠へ、鹿沢温泉方面に滑りこむ。

り見える。

鹿沢温泉手前の旧ゲレンデは木が生

南峰と北

い茂り国道へ出るのに楽な滑りでは

峰の鞍部から、だれも滑っていない

って滑走、途中からカラマツの林へ

ない。事前に回しておいた車で宿へ

広い斜面を下り、快適な滑りを楽し

入って、ここも新雪滑降。抜けると

む。トラバース気味にス

平らなキャンプ場へ、スケーティン

キー場方面に戻る。山腹

グ等で過ごし、林道にそって滑りゲ

も

レンデに到着。２日間を全員無事で

ノートラックの斜

面を新雪気味の雪面を

終わる。

快適に滑走。さらに牧場
を思い思いに滑走し鐘
の分岐から登山道に入

（参加者2名、リーダー・吉田1名
計3名でした）
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乗鞍高原山スキー教室

第 3 回山スキー教室

2017 年 3 月 11 日～ 12 日

乗鞍高原・位ヶ原（長野県）

穏やかな天気に恵まれ…！
初日は天気予報通り快晴無風。真
っ白な乗鞍の山々が朝日に眩しい。
参加者２名とリーダー２名は、8 時
30 分宿舎をマイクロバスで出発。
スキー場は昨シーズンの雪不足と打
って変わってたっぷりの雪がある。
宿泊者に優しい割引リフト券を利用
し 9：30 にはリフト最上部カモシ
カ平に到着。
リフト上から見るゲレンデは綺麗
に圧雪されている。土曜日だが意外
とスキー客は少ない。カモシカ平は
山に入る準備の人々で賑っていた。
すでに登り始めている人も見える。
昨日までの雪が約 20cm あり、パ

位ヶ原
トイレ棟
肩の小屋

滑走
登り
かもしか平

6
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乗鞍高原山スキー教室
視界が開け

登行ペースが速くなり、サブリーダ

る。真っ青な

ーより声を掛けられる。

空と真っ白な

位ヶ原上部へ続く広い急斜面には

峰々の素晴ら

まだシュプールが少なく、復路の滑

しい景色を楽

降を楽しむため、ルートを考慮しな

しみながら進

がら登る。登行開始から約２時間後

む。気温も低

の 11 時 30 分位ヶ原上部に着き、

くないので、

低木の疎林の中で昼食をとる。

皆最初からア
ウターをザッ

位ヶ原ではいつも強風に悩まされ

クに付けて快

るが、今日は幸い微風、それでも風

調に歩く。ス

にあたるとさすがに体感温度は低

ウダー滑降の期待が高まる。シール

ノーシューやつぼ足で登る登山者な

い。雲ひとつない天気でトイレ棟と

を取付けて、ビーコンチェックをし

ども多く、好天のせいか、皆な笑顔

その先の鞍部に肩ノ小屋がはっきり

て登行開始する。

で登っている。先頭の私もついつい

見える。トイレ棟までは緩斜面が続

参加者２名は山スキー経験があ
り、行動がスムーズで頼もしい。最
初の約 20 度斜面はアイスバーンに
なりクトーを付けての登行の場合が
多いが、今回は右手の林間にコース
をとり、柔らかい新雪の中をシール
のみで登る。
切り通しのツアーコースに出ると

目次へ
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乗鞍高原山スキー教室
くがアイスバーンが多く慎重に歩

穂高連峰が見える場所で休憩、11

泉で汗を流した後、ロビーで閉講式

く。12 時 35 分トイレ棟に着きシ

時 40 分 に 位 ヶ 原 上 部 に 着 き 休 憩

を行い、15 時前に宿を後にした。

ールをはずす。しばし休憩後 12 時

後、滑降開始。希望のあったビーコ

天候に恵まれたスキー教室が無事終

50 分に滑降を開始する。

ン捜索訓練は時間がなく省略する。

了した。

位ヶ原下の斜度のある広い斜面

主

管   スキークラブこなゆき

は日差しが強く、雪面が重くなって

悪雪のゲレンデ状態の斜面をスピ

いるので慎重に滑り下りる。その後

ードを出し過ぎないように、また一

沼正義、サブリーダー : 高橋豊明

の切り通しは日陰の新雪部を主に滑

定のスピードを心がけて滑降し、

計 4 名でした）

り 13 時 40 分に三本滝レストラン

12 時 20 分三本滝レストランに着

に到着、ここで休憩する。

き、昼食休憩する。今日も日曜日に

休憩後はゲレンデで横滑りなど山

もかかわらずスキー客が少ない。迎

スキーの滑りを高める練習をしなが

えの車が来るまで非圧雪ゲレンデを

ら時間まで色々なゲレンデ滑走を楽

数本滑り、13 時 30 分に宿舎のマ

しんだ。これまでは非圧雪斜面だっ

イクロバスで戻る。

たコースが綺麗に圧雪されていて、

（参加者 2 名、チーフリーダー : 菱

（菱沼

記）

宿舎の 24 時間利用可能な天然温

期待はずれのゲレンデもあったが、
何がねらいなのか気になった。午後
のゲレンデも朝と同様に客が少な
い。これだけ少ないと経営も大変だ
ろうという印象を受けた。16 時に
マイクロバスにて宿に戻る。
夕食後にミーテング。Ｗ氏、Ｎさ
んも天気に恵まれて良かったこと。
新雪を滑降できて良かったとの感
想。またシール登行、滑降技術その
他山スキー道具などについて意見交
換。Ｗさんは山スキーの経験はまだ
４～５回と少ないので「習うより慣
れろ」とこれからのスキー協山スキ
ー計画に参加するつもりとのこと。
Ｎさんからは時間があれば雪中での
ビーコン捜索なども経験したいとの
要望が出された。
２ 日 目 も 素 晴 ら し い 天 気。8 時
30 分に宿舎をスタートし、9 時 30
分過ぎにかもしか平から、昨日より
少しゆっくりしたペースでシール登
行を開始する。今日も気温が高い。
昨日は大勢の人が山に入り、夕方ま
でに下った後で新雪はすっかり踏み
つけられたゲレンデ状態。日差しが
強いので直射日光を避けて日陰部を
選んでコース端を歩く。途中で雪の

8
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鳥海山山スキー教室

第 4 回山スキー教室

2017 年 5 月 3 日～ 5 日

鳥海山（秋田県）

山頂から熊ノ森へ５キロの滑降
３日、連休初日、道路事情などで

るが何とか祓川の駐車場から登山口

遅れてくるものもいるが、天気もよ

へ、山頂へ多くの人が向かってい

く二班に分け出発、一班は先に出

く。９時２０分頃、七ツ釜避難小屋

発。熊ノ森駐車場から、猿倉コース

を通過。標高２０００メートル付近

を七ツ釜避難小屋近くを経て標高

で休憩（１１時）。ここらあたりか

２０００メートルまで、先ずは足慣

ら急斜面となる。

らしで山頂は明日。遅れて出発した

１２時。鳥海の外輪（七高山山頂

班は下ってきたグループと避難小屋

２２２９メートル）へ全員登頂。昼

の下で合流。天気はよく、白神、八

食・休憩。新山へ行く者も。

甲田、岩手、宮城の山々が一望に見
える。お花畑駐車場まで滑降。

１２時４５分

滑走開始。山頂か

らの出だしは少々急であるが、思い
思いにシュプールを刻む。

４日

天気予報の晴天率１００

％。山頂からの滑走をめざす。駐車
場は満杯で登山口へ入るのに苦労す

目次へ
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鳥海山山スキー教室

斜面は広い。登りあれだけの人が
と思ったが、あまり気にならない。
多くの方は祓川へ。スキー協パーテ
ィーは熊ノ森駐車場へコースをと
る。下るにつれ、我々だけの斜面で
は、と…。

10
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鳥海山山スキー教室
１４時２５分。下山口（熊ノ森）
に到着。山頂から５キロ少々、滑り
きった１日でした。
５日最終日。ブナ林へ。今年はま
だ芽吹きには早かった。下部の積
雪量次第では鳥海山山頂から直線 7
キロの滑降も…。乞うご期待！

熊ノ森

お花畑

祓川

七つ釜避難小屋

かもしか平

七高山

目次へ
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八甲田山山スキー教室

第 5 回山スキー教室

2017 年５ 月３ 日～５ 日

八甲田山（青森県）

青森トド松・ブナ林滑降。温泉…
５月３日

予定の集合時間より早

く参加者全員集合、１１時から教室
開始。本日は夜行で到着の人もいる
ので猿倉岳までピストン。
天気は良く風もなく快調、雪は平
年並みで、ここ数年より多い雪で、
登るのが楽で難なく山頂に到着。猿
倉尾根を樹間の広いところを選んで
滑走するが、あっと言う間に猿倉温
泉に到着。温泉につかって料理に舌
鼓を打って八甲田初日を堪能。
４日

睡蓮沼から仙人岱ヒュッテ

を経由し大岳、小岳から猿倉温泉に
滑り込む
天気も良く暖か、大岳の山頂まで
雪がついていた。大岳の火口の反対
側には登山者が多数いるが、こちら
側には途中１パーティーに合ったの
みで貸切状態。緩んだ雪だが山頂か
ら小岳の鞍部まで一気に滑り降り
る。誰もいない斜面を自由に滑降。
小岳の登りもアッと言うまだが、ガ
イドツアーの一行と前後して山頂到
着。小岳の斜面はクラックを避けて
滑降、此処も人がいない斜面を滑
走、猿倉温泉に出る道中もガイドツ

12
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八甲田山山スキー教室

アーの一行と前後する。小沢をいく

の中を快調に滑降。予定の時間１２

つか越えて無事猿倉バス停に到着。

時に猿倉温泉に到着。

５日

今日は午前中のみの行動、

事故も怪我もなく無事終了。今回

猿倉温泉から矢櫃橋を経由して乗鞍

は例年より１日少ない行程であった

岳。山頂・猿倉温泉ピストン。

が、天気に恵まれ予定を全て行い、

雲が若干あるが天気は良くぶなの
林をシール登高、矢櫃橋より登りが

雪も多かったので満足した行事であ
った。

きつくなるが、予定通り１１時前に
山頂到着。小休止の後乗鞍の大斜面

教室参加者

を一気に滑降。樹林帯をトラバース

リーダー吉田・サブリーダー小川

して往路と合流、矢櫃橋までは快適

計5名

3名
吉田

記

に滑るが、矢櫃萢付近は滑りが悪く
疲れる。そこを通過するとぶなの林

目次へ
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立山・剣沢山スキー教室

第 6 回山スキー教室

2017 年 5 月 19 日～ 20 日

立山・剱沢（富山県）

北アルプス 3000 ㍍、山懐の中で
今シーズン最後のスキー協山スキ

室堂で滑る準備をし、宿「雷

ー教室、総勢８名での開催となりま

鳥荘」へ１０時前にむかう。

した。

室堂からみくりが池温泉を

初日は、１０時、室堂集合。扇沢

通過し、雷鳥荘へ。１１時前

７時３０分発のトロリーバスでダム

に着く。一休みし、大走りへ

堰堤へ、ケーブルカーに乗継、黒部

向かうこととしました。

平、さらにロープウェーで大観峰、

今回の参加者は、ほとんど

また、トロリーバスに乗り、９時過

の方、何度か立山を経験して

ぎに室堂に到着。

いる方ですが、初めての方も

14
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立山・剣沢山スキー教室
５月１９日
11:00 雷鳥荘
11:10 滑降開始
11:35 シール着
12:20 大走り尾根へ
14:00 ２６３０ｍ・休憩
14:30 滑降開始
15:00 大走り尾根下
15:20 シール着
15:50 雷鳥荘前着

いて、助け合いながらの立山教室。

ることとしました。

初日は、大走り尾根へ。明日、明

２日目、剣沢へ。雷鳥沢野右尾根

後日の準備。急登あり、そこでの滑

を剣御前小屋へ向かう、急な斜面が

走。となります。

３回ほど出てくるが、最後（御前小

先ずは、ビーコンをチェック（送

屋へのｔらバースルート）は、板を

信だけでなく。受信状況）し、全員

担ぐこととしました（上２左の写

機能していることを確認し、１１

真）
。

時、
雷鳥荘出発
（コースタイム等は、
上、右の表で）
。

剣沢は、剣御前小屋から剣御前へ
向かう左の尾根筋をしばらく行き、

天気は良く、少々雪は重い（水分

剱沢小屋の見えるあたりか剣沢へ滑

多？）が、
登り方、
ターンの仕方（急

降。剣沢小屋手前へ滑り込み、戻る

斜面でのキックターン等々）を実践

こととした。剣御前小屋から雷鳥沢

し、大走り尾根を２時まで登り、戻

左を滑降し、小屋から宿舎へ。
最終日も快晴。東一の越、たんぼ
平へ。三日間、快晴の中楽しんだ立
山でした。

５月２０日
7:35 雷鳥荘
称名川横断へ
7:50 シール着
10:45 剣御前小屋前
11:20 剣御前手前のピーク
滑降へ
11:40 剣沢小屋近
昼食休憩
12:30 シール着
14:00 剣御前小屋前
14:20 滑降へ
15:00 称名川横断へ
シール着
15:30 雷鳥荘前着
５月２１日
7:35 雷鳥荘
8:00 室堂山荘下
8:10 シール着一の越へ
9:30 一の越
滑降開始
10:10 登山道へ
11:00 東一の越
11:15 滑降開始
12:10 黒部平着

目次へ
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ひと

！
に

も、仲間と
り
よ
共
り

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。

スキー協とは

早く、楽しく
安全に

無理なく上達。ていねいなスキー教室

こんな事も

2012 年、スノーボード教程発
行。大会にはボードクラスも。

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。

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！

▼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/

新日本スポーツ連盟

東京都勤労者スキー協議会

あなたの求めているスキーが、ここにあります！
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東京スキー協のベテランリーダーによる安全・親切な

2018 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。
ゲレンデでは味わえない新雪滑降、春のたおやかな山、ゲレンデを離れ、自然の中でいかにスキーを楽しむ
か、山スキーの教室です。シールを使用しての登高、ルートファイディングなど山スキーに必要な基礎的な知
識と技術を学びます。経験者には山小屋泊まりの実践コースもあり、レベルに応じた教室が用意されています。
参加資格

スキー技術は、中級程度（パラレルターンか、それに近い滑り）の方。および、ハイキング
程度でもよいので、山登りをしたことのある方。
２０名（先着順）なお、催行最少人員４名
スキー協指導員、同山スキー委員、同山スキーリーダー

定員
コーチ陣
（教室日程）
回

日程

行事名

①

1/20(土)～
1/21(日)

かぐら峰周辺
新潟

②

2/17(土)～
2/18(日)

湯の丸高原
長野

③

3/10(土)～
3/11(日)

乗鞍高原
長野

④

5/3(木)～
5/5(土)

鳥海山
秋田

⑤

5/3(木)～
5/6(日)

八甲田山
青森

⑥

5/18(金)～
5/20(日)

立山・剣沢
富山

内容

宿泊先（予定）/参加費

※打合会

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
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
リフトでトップへ、シール登高 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。入門教室として実施します。
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。
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
北アルプス 3000ｍ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

みつまた・ロッヂ ま
るや
16,000 円

1 月 11 日
(木)

湯の丸・シティオス地
藏
17,000 円

2月8日
(木)

乗鞍高原・美鈴荘
17,000 円

2 月 27 日
(火)

矢島・まさか
34,000 円

4 月 12 日
(木)

猿倉温泉・猿倉荘
50,000 円

4 月 19 日
(木)

地獄谷温泉・雷鳥荘
31,000 円

5月8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。

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い込んでください。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%

全国スキー協山スキー部‘17-18 行事案内

２０１8 年

申し込み金 5,000 円を
回

日程

山スキー教室第
月

回「

」行事参加申込書

行事名／内容

主催／主管

日郵便振替にて送金し、申し込みます。

山スキー基礎講座（兼 山スキーリーダー養成学校）
①
11/26 山スキーの楽しさ厳しさを学び、安全で楽しい山スキー
ふりがな
性 別
のノウハウを学ぶ
氏
名
生年月日
指導員・山スキーリーダー研修会、レベルアップ、テレ
12/9~
マーク講習会
レベルアップ、テレマーク講習会は、ど
②
連絡先住所
〒
12/10
なたでも大歓迎です。
救急・搬送、深雪滑降、雪崩回避講習会
1/6~
③
実践的な練習です。テント生活で救急搬送、ハンドテス
電 話
所属クラブ
1/8
トやビーコン・ゾンデ棒の操作、オフピステ滑降練習。
緊急連絡先
（
）
同左・関係
深雪滑降レベルアップ講習会
1/6~
④
参加交通機関上記③と一緒の実践的な練習です。ただし、２日間、民
JR、バス＆タクシー、マイカー
他
1/8
宿泊。オフピステ滑降練習。
スキー協の、全国救出基金加入の有無 【救出基金へ】
加入
乗鞍岳 大滑降交流会
5/12~
⑤
山頂３０００ｍからの大展望・滑降。素晴らしいオフピ
特記事項（要望など）
5/13
ステです。全国山スキー部滑り納め。

開催地/参加費

年

テレマーク、ネイチャー、地域ブロック関係行事の紹介
【テレマーク】
A、てれって 18 テレマーク自由滑走（ゲレンデ滑走）

月

東京スキー
2,000 円
協 、女
関東ブ
男
テキスト 700 円
ロック
年
月
日
志賀高原･ほたる温泉
全国山スキ
高原ロッヂ
ー部
19,000 円
乗鞍高原･美鈴荘
全国山スキ
民宿･テント各１泊
ー部
19,000 円
乗鞍高原･美鈴荘
全国山スキ
民宿２泊 時頃
到着予定時刻
ー部
28,000 円
未加入
乗鞍高原温泉
全国山スキ
宿舎:美鈴荘
ー部
13,000 円

日
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