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２０１8 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 3 ０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。

２０１8 年１１月 9 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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第 1 回山スキー教室

2018 年 1 月 20 日～ 21 日

かぐら峰（新潟県）

初めての山スキー
自然の地形を滑る面白さを知る！
もこれから山スキーを始める人の

1 日目（1 月 20 日（土））
9:30 集合。
開校式

それぞれ自己紹介

スキー

教室のねらい「スキーは経験者で

④その他

⑤質疑

ための紹介のコース。慌てずに楽

講習 2

しんでやって欲しい」と確認する。

10:30

レンデに向かい出発

11:00

ビーコンチェック、ロープ

講習 1
①山スキーとは

②装備

③服装

ウェイ乗車

ゲレンデを 2 本滑っ

て足並みを確認
11:40

ミツマタ第 1 高速リフト脇

の林の中をシールを付けて 30 分
程登り、ひと汗かいてファミリー
コースに出る。登りながらルート
ファインティング（地形を利用し
た疲れない上り方で、キックター
ンをあまり使わない。）
13:00

昼

食

講習 3
14:00

かぐらエリアに移動

モー

グルエリア、かぐらメインゲレン
デ脇のサイドカントリーを 2 本
和田小屋着

11:55
リフト乗車

10:00
ビーコンチェック
10:10 登行開始 9:50
10:50
登行終了
11:30
滑降開始

12:10

登行コース

滑降コース
11:40
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かぐら峰山スキー教室
滑べる。山川さん休憩。もう一本
滑って他のメンバーも休憩。和田
小屋で歓談と休憩
15:50

下山、その後、温泉

講習 4
18:00

夕

食

和気藹々の中で山

スキーの話、個人の詳しい紹介な
どで花が咲く。
「ロープの向こう
側」などの話で終了
20:30

翌日の行動を確認して解散

21:30

消

灯

2 日目（1 月 21 日（日））
7:00

朝

8:40
9:10

食

分補給、行動食を食べる

滑降

写真を撮り順番に滑る。少し疲れ

宿出発

コースは神楽峰から反射板に続く

ているような感じが見受けられ

ゴンドラ乗車

尾根に南からトラバスで滑りなが

る。大斜面の上に出てもう一度記

ら上り、反射板を経て田代とかぐ

念写真。一人づつ滑べる。斜面の

かぐら第 5 ロマンスリフト

らゲレンデの間に滑り降りるコー

角度は 35 度くらいあり、ターン

下車、登山計画書提出、ビーコン

スを想定。他に 5 〜 6 パーティ

にややてこずる人がある。見通し

チェックを受けてフィールドに出

がいた。

のよい大きな斜面を神楽方面に滑

講習 5
9:50

る

滑り出しの斜面

りながら下り、かぐら第 4 ロマ

シール装着、気温が高く服装を調

は 25 度くらいだが、雪が軟らか

ンスリフトに乗り、メインゲレン

整、水分補給

く深すぎず滑りやすい。あっとい

デ上部に出た後、最後にメインゲ

う間に反射板尾根に続く尾根をト

レンデ脇のツリーランを楽しみ、

10:10

11:30

登行開始神楽峰方面に向け

て地形を選びながら歩く
10:50

登行終了

位置的にはニセ

滑降開始

ラバス地点に着く。途中、短くだ

和田小屋前に出て終了。

が滑走できるところを経て鞍部、

神楽直下 100m くらいまで登っ

トラバスで反射板直下の斜面上部

た。12 時解散という時間設定の

に着く。

ため、登行はここまでとした。水

12:10

11:50

天候に恵まれた楽しい、「日帰り」
2 日間の山スキーとなった。

斜度のゆるいところで記念
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かぐら峰山スキー教室

ってしまいました…!

ついにゲレンデの外へ…!
初の山スキー
（豊島スキークラブ

長谷川

登行時、やけに板が外れるなぁ
と思ったら、板のウォークモード
のロックをし忘れていたり、ウォ

かよ子）

ークモードから滑走モードに力ず
以前からやりたかったバックカ

林を 15 分ほど登ったり、午後に

くでも戻らない ! と思ったらやり

ントリー。ビンディングと板、ブ

はツリーランも。いわゆる迂回コ

方を間違えていたり…。小さな失

ーツを揃え、ついに教室参加にこ

ース脇の “ 崖 ”。「…ここ ?」と目

敗を繰り返しながら、板とシール

ぎつけました。参加者は BC 初心

が点になっている初心者たちをよ

の着脱はスムーズにできるように

者の男性、矢作さんと山川さん、

そに、島崎リーダーはけっこうな

なっていました。整地されたゲレ

女性は経験者の野中さんと初心者

斜度の林を、けっこうなスピード

ンデはカリカリでも、林の中の雪

の私の 4 人、島崎リーダーの下、

で、縦に縦にスキーを走らせてい

はサラサラしているのですね、ち

すばらしい天候の 2 日間を楽し

くではありませんか !

ょっとした驚きでした。

みました。

の中で新しいイメージというか、

普段使っているものに比べて、
エッジの感覚もブーツのフィット

これが私

こんなふうに滑りたい ! という目
標になりました。

いつかバックカントリーをやっ
てみたいと思っているかたは、1

感もルーズに感じて、滑り始めは

2 日目は、第 5 ロマンスリフト

日も早くその機会を !

と、2 日

なんともおぼつかない感じです。

を降りたところでビーコンチェッ

しか体験していない私からもお奨

移動途中のバーンで島崎リーダー

クを受け、いよいよシールをつけ

めします。幸いにもスキー協には

に、「もっと板に体重を乗せて、

て登り始めます。蛇行しながら

その機会が用意されています。

縦に滑らせて」と言われたこと

45 分ほど登り、無理はせず山頂

島崎リーダー、ご一緒したみな

が、あとで林間を滑る時にそれを

の少し手前で板を外して休憩。写

さま、楽しい 2 日間をありがと

実感することに。

真を撮ったり、持参した行動食を

うございました。

食べたりしながらのおしゃべりも
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初日は島崎リーダーのアドバイ

また楽しい。そのあとの滑走は、

スを受けながらフリーで足慣ら

沢あり林あり、ひらけた大斜面あ

し。シールをつけてゲレンデ脇の

り。自然の地形を滑る面白さを知

始めよう !

スキーに必要な技

術を本当に学べますよ。

目次へ

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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第 2 回山スキー教室

2018 年 2 月 17 日～ 18 日

E

E

E

E

湯ノ丸高原（長野県）

雪が柔らかく、 いきなり足元が抜ける、
だが快適な滑降
が少ないと上るのも大変だ。視界も

シールを装着、雪は少ないがスキー
N 36ﾟ27'00"
36ﾟ27'00"

良く無く周りの景色も良くない。山
N 36ﾟ27'00"
36ﾟ27'00"
N

を脱ぐと膝まで足が潜るほど雪が

頂近くなると風もより強くなってき

柔らかい。雪が少なく斜面はいつも

たし、足元の雪も突然抜けて慎重に

より急だがシールの効きは良く快

歩かなければならない、山頂は相変

集合時間に参加者全員が宿

調に上って行く。途中から山腹に方

わらず風が強く雪が吹き飛ばされて

に集合、天気はあまり良くなく曇り

向転換をしようとするが、雪が少

岩が露出している、強風の中山頂で

空で雪も降って風も強い。宿で身

ないので牧場の柵が出ているので

記念撮影して風を避けるため少し下

越えられる場所を探しながら進む。

る。シールを外して滑降に入るが天

やっとこさ山腹に出るが灌木が多

候も良くないので予定のコースを変

N 36ﾟ26'30"
く出ていてルート選択が難しい。雪

N 36ﾟ26'30"
N
更して、上ってきたコースを滑るこ

N 36ﾟ26'30"
滑走。リフトに乗ってゲレンデトッ

N 36ﾟ26'00"
36ﾟ26'00"

N 36ﾟ25'30"

E138ﾟ25'30"
E138ﾟ25'30"

N 36ﾟ26'00"
36ﾟ26'00"

N 36ﾟ25'30"

E138ﾟ24'30"

E138ﾟ24'00"
E138ﾟ24'00"

N 36ﾟ25'30"

N 36ﾟ26'00"
36ﾟ26'00"

E138ﾟ24'30"

E138ﾟ24'00"
E138ﾟ24'00"

N 36ﾟ26'00"
36ﾟ26'00"

E138ﾟ24'30"

E138ﾟ24'00"
E138ﾟ24'00"

N 36ﾟ26'30"

E138ﾟ25'30"

慣らし、参加者の皆さんは快調に

N

E138ﾟ25'30"

支度を済ませまずはゲレンデで足

N 36ﾟ25'30"

N

E138ﾟ25'30"

E138ﾟ24'00"
E138ﾟ24'00"

17 日

E138ﾟ24'30"

宿・シィティオス地蔵

E138ﾟ25'00"
E138ﾟ25'00"

湯の丸山周辺

E138ﾟ25'00"
E138ﾟ25'00"

2018/2/17-18

N 36ﾟ27'00"
36ﾟ27'00"

E138ﾟ25'00"
E138ﾟ25'00"

ブリーダー竹村 )

N 36ﾟ27'00"
36ﾟ27'00"

E138ﾟ25'00"
E138ﾟ25'00"

プから湯の丸山の鞍部へ滑り込み、

E138ﾟ25'00"
E138ﾟ25'00"

( リーダー吉田・サ

E138ﾟ24'30"

５名
E138ﾟ24'00"
E138ﾟ24'00"

参加者

1:15000
400m

600m

800m

N 36ﾟ25'00"
36ﾟ25'00"

1000m

1200m

N

0"

N 36ﾟ25'00"
36ﾟ25'00"

200m

0"
0"

N 36ﾟ25'00"
36ﾟ25'00"

0"

N 36ﾟ25'00"
36ﾟ25'00"
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湯の丸高原山スキー教室
には上らず、上りや滑降の邪魔にな
らない場所でピットを地表が出るま
で掘って雪の積もり具合を確認、か
なり深いとこまで雪が柔らかい、そ
れなりに弱層はあるが雪が締まる前
に一気に積もったようである。下の
ほうには氷盤もできている雪の降り
始めには気温の上がった時もあった
ようだ。参加者それぞれが積雪の観
察と雪の感触を確かめ、弱層の様子・
弱層を起点に雪がずれることを実体
験。弱層からきれいに・簡単にずれ
ることを実感、雪崩に対しての認識
を新たにして雪崩回避に努めるなど
とにする。山頂近くは落とし穴のよ

使い方を学習。

の学習をして下山。昨日のコースと

うないきなり抜けるような雪なので

18 日

昨日の降った雪は思ったよ

は違った斜面を滑降。こちらも新雪

慎重に滑降。少し下がると柔らかい

り少なくあまり積っていない。湯の

で快適に深雪を楽しんで鐘の分岐に

新雪を楽しめた。しかし、深雪に慣

丸山に昨日のルートで上っていく

到着、そこからは登山道・カラ松林・

れていない参加者は少してこずって

が、積雪が少なかったが風が強かっ

キャンプ場・林道を経由して全員無

いたが、みんな楽しんでゆるくなっ

たのでトレースは消えている。昨日

事で教室終了。

た斜面を滑降。鐘の分岐から登山道

以上に風が強く天気も悪いので山頂

に入り途中からカラ松の林の中へ滑
り込み新雪を滑降、キャンプ場へ抜
けて林道を滑って宿の裏に出る。外
は天気が悪いので部屋でビーコンで
の捜索の練習と、地図とコンパスの
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第 3 回山スキー教室

2018 年 3 月 10 日～ 11 日

乗鞍高原・位ヶ原（長野県）

青空の下、森林限界を超えて
11:50

森林限界の位ヶ原分岐まで

急斜面になるため、クトー（スキー

登り、展望を楽しみながら昼食を

アイゼン）を装着した。多種多様

朝霧のち快晴

とる。受講生の一人に新しい靴の

なクトーがあり、装着に苦労する

今年の天気は荒れ気味の日が多か

影響か足に痛みがでる。右手には

人もいる。アイスバーン気味の急

ったが、今日は前日までの大雨が一

北アルプス穂高連峰が、背後には

斜面は、クトーやシールを信頼し

転、快晴無風となった。

八ヶ岳の峰々の絶景を堪能するこ

て登行するようにアドバイスをし

8：40

宿の車で乗鞍高原スキー場

とができた。登山者も多く、中に

た。

へ。登山届を出し、カモシカ平へ

は外国人の親子もいた。この先は

13：40

3 月 10 日（土）

位ヶ原山荘が見え、滑走

リフトで上がると明るい霧が立ち
込めている。木々には真っ白な霧
氷が付き、太陽に照らされて美し
い。
9：50  カモシカ平で準備体操後シー
ルを装着。初めての山スキー体験
者には、
シールのトップ処理など、
剥がれない工夫を伝授。スキーや
ビンディングの違いによって多少
苦労の差が生じるが止むを得な
い。
急坂を登り切った地点で休憩、
この後の登りに備える。空は真っ
青だ。

一日目滑降
一日目到達点

一日目登行
二日目到達点

一日目 9:50 カモシカ平 ― 11:50 位ヶ原分岐 ― 13:40 到達点 滑降開始 ― 14:35 カモシカ平

10

二日目 9:30 カモシカ平 ― 10:50 位ヶ原分岐 ― 11:35 到達点 滑降開始 ― 11:50 カモシカ平

カモシカ平

実線：登行 破線：滑降

目次へ

乗鞍高原山スキー教室
しやすそうな沢筋が広がってい

フトを乗り継いでカ

る。標高 2603 ｍ地点で折り返す

モシカ平へ。前日と

ことにし、シールをはずし、ス

同じコースを登高し

キー、ブーツを滑走モードに切り

た。

替えた。新雪が 2 ～ 3㎝積もった

ルを装着し、ビーコ

沢筋を気持ち良く滑り、今回随一

ンチェックを行って

の快適スキ－を味わった。位ヶ原

出発。この辺もやや

分岐上部からは、登山者のツボ足

風 が 強 い が、 上 部

跡が多く滑りづらい。アイスバー

はさらに強風が予

ン、もなか雪等、変化する雪質に

想 さ れ た。

注意しながら慎重に滑り下る。ズ

9：30

シー

10:50

位ヶ原分岐に到

レを多く入れた滑りになったが、

着。風が強く寒いのでヤッケを重

ら慎重に下り、ゲレンデに滑り込

これも山スキ－の基本的な滑り

ねる。足前が揃っていたので昨日

んだ。乗鞍岳の教室では切り通し

と、再認識することができた。

より大分早い登高となった。ここ

を通って位ヶ原上部トイレ棟辺り

14:35 カモシカ平に滑り降り、三本

までのトップをベテランの参加者

で折り返すコースしかとれないの

滝レストハウスで休憩後、宿の迎

に行ってもらったが、コース取り

だが、正直なところ２日目は別の

えが来るまでゲレンデ滑走を楽し

が適格で安心する。小休止してク

コースがとれればもっと有意義な

んだ。山スキ－とゲレンデスキー

トーを装着。アイスバーンやそれ

教室になるのにと思う。

の違いをはっきりと実感する。

に近い斜面の登り方として、『歩

12：20 宿の車で宿舎へ戻り、帰り

幅を小さく、目線を前方に、腰が

支度をしてからホールで閉講式を

泉へ。夕食後に部屋でミーティン

引けない様に、三点確保で』と、

行った。参加者に感想をお願いし、

グを行った。自己紹介後に、読

山登りと比較しながら助言をし

無事教室を終了した。

図、ビーコンのレクチャー等を行

た。

い、
山スキ－の体験談を語り合い、

11：35

16：00

宿に着き、まずは天然温

予 定 の 到 達 点 (2420 ｍ )

2018 年 第 3 回（2018 年 3 月

受講生から質問等を受けた。20：

に着いた。乗鞍岳の稜線にはガス

10

が広がっている。風が強くなり、

乗鞍岳山スキー入門教室

寒さも増してきたので、登行はこ

（参加者：講師 2 名、受講生 3 名）

こまでとした。装備が飛ばされな

スキークラブこなゆき

2 日目の日程等を確認して

解散となった。

3 月 11 日（日）
晴のち曇り、雪もちらつく
8：20

今日は講師と受講生が 1 人

10 日～ 11 日）

関谷正義

いように注意しながら
スキーモードに切り替
え る。

11：50

アイ

づつ体調不良のため宿に残り、３

スバーン気味の凹凸斜

名で行動することになった。リ

面を、横滑りを交えなが

11
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第 4 回山スキー教室

2018 年 5 月 3 日～ 5 日

鳥海山（秋田県）

山頂は遠かった………
雪煙舞う山頂を目指して…!
本日、晴れの予報。しかし、起き
てみると雨、早めの朝食をすませ早
めに出発のつもりが、雨は止まず春
雷まで。
登山口へ向かうと天気は段々と上
向き、猿倉口から進むにつれ何事も
なかったような天気に、風が少々あ
るものの、青空に、時々、山頂も見
える。
しかし、山頂は雪煙がたってい
る。本日は、山スキー教室最終日。

12
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鳥海山山スキー教室

帰路もあり…
七ツ釜避難小屋手前までで戻るこ

ませんでしたが、次に向けて
楽しみました。

ととした。
前日は、午前中雨。午後から出か
けるものの、標高 1400 メートル付
近で風と霰が、風も強くなり、次第
に雪に、下山。標高が低くなると雪
も止む。
鳥海山、今年のＧＷ後半、３日は
雨で行動できず、４日、５日、天気
が安定せず山頂を目指すことはでき

← 2018 年はここまで
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第 5 回山スキー教室

2018 年５ 月３ 日～ 6 日

八甲田山・猿倉温泉（青森県）

弘前さくら見物＆

小岳の斜面を快適に滑走
3 日の集合時間に参加者全員が集

がりそうで上がらない、なんとか山

まったが、あいにく雨が降ってい

へ入れないかという気持ちで身支

る。昼食を済ませたものの雨では山

度を整えて空を見上げている、昼近

に入るわけにはいかず、桜の時期

くになって雨が上がりそうなので

には少し遅いが弘前城の堀に桜の

予定を変更して小岳を滑ることに

花びらが集まって花筏となってい

して、スイレン沼からシール登高を

る、とのテレビで報道があったの

開始、天気は何とか回復の見込みだ

で弘前城へ桜見物に行くことにし

が、雪が少なく台地の平らな部分は

た。弘前城の桜はしだれ桜が咲いて

ブッシュに行く手を阻まれる。右に

いたが、お目当ての花筏は雨が強か

左にと、うろうろしてルートを探

ったので流されて跡形も無かった

索、他のパーテーも同じ状況なので

がそれなりに楽しめた。

手持ちの情報を交換してなんとか

E1
E

E1

N 40ﾟ39'00"
40ﾟ39'00"

N 40
40

E140ﾟ54'30"
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４日

を登って巻いていくが、雪が少な

E1
E
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４日は朝から雨が降っている。上
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E
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小岳の山裾にとりつく。小岳の山腹
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40ﾟ38'00"

E140ﾟ52'30"

N 40ﾟ38'30"

E140ﾟ52'30"

５日

N 40
40

1:15000

14

400m

600m

800m

1000m

1200m

0"
00"

200m

0"

0"
00"

0"

0"
00"

0"

0m

目次へ

八甲田山山スキー教室

なんとか天気も持って
いる。シールを外して
滑降に入るが、山頂付
近は雪面にクラックが入っているの

前日の雪が滑りにくい、コースを外

で、迂回して小岳の斜面に入って爽

れ修正で無事到着

快な滑降を楽しむ。参加者の顔も楽

５日

前日の雨が夜に雪となり、

げられ、とうとう大岳と小岳の鞍部

着後は軒先でビールの乾杯、ビール

切って出かける。スイレン沼から昨

まで下げられてしまった。仙人岱ヒ

を飲みながら歓談しているうちに雨

日のコースをたどり小岳から高田大

ュッテから来たパーテーと前後しな

が降り出し、雨の合間に山スキーを

岳を目指して快調に登って行く、小

がら小岳の山頂に到着。視界は良く

楽しんできました。

岳の山頂から高田大岳との鞍部に滑
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いる。さあ、１日コースなので張り
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猿倉温泉のバス停に到着。温泉に到
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くブッシュに妨げられ下へ下へと下

E1

ていたが、朝から良い天気となって
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樹林帯に入りいくつかの谷を越えて
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た雪が落ち雷鳴のような音を起こし
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八甲田山山スキー教室

いると、猿倉岳

頂に到着。一服入れて滑降に入る

から下山してき

が、思っていたより滑りやすい、一

た他のパーテー

晩経って雪が締まったのかブナの樹

も皆疲れ切った

林帯を快適に滑って、気持ちよく猿

顔をして疲労の

倉温泉に滑り込んで到着し八甲田山

色が濃い様子で

スキー教室は無事終了しました。

あった。
参加者
最終日は半日だ
が、思ったより

９名 （リーダー吉田・

サブリーダー小川）
吉田記

快適な滑りで終
了
６日は最終日
って行くが、昨夜の雪が板にまとわ

で半日の程行、雪の状況を考慮して

りついてうまく滑れない。急きょ全

猿倉岳を目的とする。天気も回復し

員で協議、雪の状況が悪いので高田

日差しも強くジャケットがいらない

大岳をあきらめ、方向転換をして小

くらいの暑さになっている。風は強

岳の斜面から猿倉温泉に向かうこと

めだが登っている斜面は山に遮られ

にする。なるべく高いところから滑

てあまり強く無く、快適な登りで山

りたいとトラバースす
るがブッシュを越える
のに苦労する。昨日の
小岳の下りと合流しよ
うとするが途中からコ
ースを外れてしまい、
尾根を登ったり下った
り。さらには、口をあ
けた沢のスノーブリッ
ジを渡ったりとコース
を修正。どうにかこう
にかコースを修正しな
がら参加者に疲労感強
いが無事猿倉温泉に到
着。温泉の外でビール
を飲みながら歓談して
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（昨年、参加者が催行最少人数に満たなかったため中止となりました。一昨年の報告です。）
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

また、トロリーバスに乗り、９時過

と ん ど の 方、 何 度 か 立

ぎに室堂に到着。

山を経験している方ですが、

17
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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

初めての方もいて、助け合いながら

し、大走り尾根を２時まで登り、戻

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
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

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

山でした。
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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

2019 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 1/26(土)～
1/27(日)

かぐら峰周辺
新潟

② 2/16(土)～
2/17(日)

湯の丸高原
長野

③

3/16(土)～
3/17(日)

乗鞍高原
長野

④

5/3(金)～
5/5(日)

鳥海山
秋田

⑤

5/3(金)～
5/6(月)

八甲田山
青森

⑥

5/24(金)～
5/26(日)

立山・剣沢
富山

内容

宿泊先（予定）/参加費

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
清

ロッヂ三

16,000 円
湯の丸・シティオス地
藏
17,000 円

※打合会

1 月 17 日
(木)
2月7日
(木)

乗鞍高原・美鈴荘
17,000 円

3月5日
(火)

矢島・まさか
34,000 円

4 月 11 日
(木)

猿倉温泉・猿倉荘
50,000 円

4 月 18 日
(木)

地獄谷温泉・雷鳥荘
31,000 円

5月9日
(木)

※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%

２０１９年
申し込み金 5,000 円を

山スキー教室第
月

回「

日郵便振替にて送金し、申し込みます。

ふりがな

性

氏

生年月日

名

連絡先住所
電

別

男

年

月

日

女
年

月

日

〒

話

所属クラブ

緊急連絡先
参加交通機関

」行事参加申込書

（

）

同左・関係

JR、バス＆タクシー、マイカー

スキー協の、全国救出基金加入の有無

他

【救出基金へ】

到着予定時刻
加入

時頃

未加入

特記事項（要望など）
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