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 ３月２０日～２２日にスノージャンボリーが開催された。今年は久々の３連休ということもあ
り、４１名参加という、にぎやかな行事となった。 ２０日、２１日午前は教室＆ツアー。小川、近
藤、石黒コーチによる３教室と「カットビ」と「ソコソコ」の２ツアー、またクラブ単位でのフリーと
思い思いのコースに別れ、出発。両日とも晴天で、それぞれのグループが広い志賀高原を満
喫できたと思う。 
２１日午後は全員が参加で、ショートポールを使ったデュアルリレーを行った。リレー形式に
したのは今回が初の試みだが、紅白戦だったので、皆、結構燃えたようで、かなり盛り上がっ
た。老いも若きも、初級者もレーサーも同じコースを滑り、一緒に楽しめるという、ジャンボリー
らしい企画になったと思う。 
夜の部は２０日には交流会。一井ホテルより 40 周年のお祝いにとビンゴゲームの差し入れ
(なんと景品つき！)もあった。２１日にはサーチライト滑走。参加者は少なかったが、今年は圧
雪車とのチェイスも無く、平穏に終了した。最終日は雨にも負けず、風にも負けずにコスプレ！ 
以上の日程の感想を中学生の薫君から貰った。 
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スノージャンボリ２００９に参加して

まずは宿屋に着いた翌日からのことを書

こうと思います。 
 初日ビッフェ方式の朝食をとり腹ごしら

えは万全。着替えもできて準備ＯＫ！いざ

出陣と意気込んでロビーに向かいました。 
ロビーではまずスクール班とゲレンデめ

ぐり班にわかれ、僕はスクール班に入りま

した。コーチは近藤さんと小川さんで、ど

のような指導をするのか期待半分不安半分

という感じでゲレンデに向かいました。 
ゲレンデではまず実力を見るためにスク

ール班の全員のすべりをチェックしてクラ

スを分けるということで一の瀬のダイヤモ

ンドゲレンデで滑り、僕は上のクラスの小

川班になりました。小川班では山の神ゲレ

ンデで主にベーシックパラレルターンの練

習をするとのことでしっかりと説明をして

くださったのですが、まだ中坊である僕に

は少し難解で本当のことを言うとさっぱり

わかりませんでした。けれども足を開きだ

したり、体を内側に傾けるだけで曲がろう

と苦心したりしていると、もうすでに時間

は昼どきで、休憩もかねて近くの休憩所で

昼食を食べました。午後もスクールをやり、

また同じように苦心しながら練習している

と時間はすぐにたちその日のスクールは終

了しました。 
宿に戻った後は風呂にさっと入り、待ち

に待った夕食をいただきました。これが結

構おいしくてちょっと幸せな気分になりま

した。その後、そのまま隣の大広間に移動

して初日のスキーのビデオを見て、一人ひ

とりの問題点を指摘していただきました。

二日目も早いのと疲れでその日は早く寝付

けました。 
二日目も同じように朝食を食べ、着替え、

ゲレンデに向かいスクールを受け初日と同

じように四苦八苦しながら練習しました。

時間はあっという間に過ぎ昼食はおいしい

と評判のレストランでオムライスを食べま

した、午後はデュアルレースを安増チーム

（じゃんけん勝ちチーム）と石黒チーム（じ

ゃんけん負けチーム）に分かれて行いまし

た。勝ち負けはともかくとして、いい勝負

でした。この日は夕食の後にサーチライト

滑走を行いました。お世辞にも華やかとは

いえませんでしたがなんとも幻想的でした。 
最終日はスノージャンボリーの目玉とも

いえるコスプレでゲレンデめぐりをあいに

くの雨でしたが決行。しかしながら寒さの

ために２０分程度で終了し、そのあとはフ

リーとなり、温泉に入る人やスキーを続け

る人など各々のじかんをすごしました。ち

なみに一番人気は水戸黄門のコスプレで一

番リアル（！？）だったのはペンギンのコ

スプレ。他にも戦国武将や白雪姫などもあ

りました。ちなみに、僕はコスプレをしま

せんでしたが、それでも、十分楽しめたス

キーツアーでした。皆さんも、奮ってご参

加ください。（トライアル  山川薫：記）
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第８回デモンストレーター選考会 

東京から念願のデモが２名誕生！ 
2009 年４月５日（日）、湯の丸高原スキー場で第８回デモ選が開催された。今シーズン

は上級指導員が７名も合格したようにこの選考会も選手のレベルはかなり上がっていて９

名が挑戦した結果、８名が合格した。これで昨年合格の２名を加え 10 名がスキー協のデモ

として活動することになる。 

東京からは堀田純さんと小川洋さんが挑戦し、見事平均 75 点以上を出しデモに認定され

た。東京では初のデモ誕生となった。堀田さんは５回目、小川さんは４回目の挑戦だった。 

 検定は１日で行われたが、今回は前日の土曜日に成田講師により講習を行い６名が受講、

この結果大量合格につながったようだ。東京の二人は、前日講習は受けずに当日ぶっつけ

本番の挑戦にもかかわらず見事合格した。 

★合格者（得点順） 

堀田 純（東京）76.67 点、関口誠一（埼玉）76.57 点、富田佳孝（埼玉）76.43 点、荻野

伸一（群馬）76.00 点、岡田章男（埼玉）75.71 点、富田めぐみ（埼玉）75.52 点、小川 洋

（東京）75.24 点、森 康夫（栃木）75.19 点          報告・写真：安増研一

合格おめでとう！ 

スキー指導員３名、スノーボード指導員３名が誕生！ 
 スキーでは、２月の関越ブロック検定会で長島桃子さん（スラローム）が、３月の関

東ブロック検定会では木下光政さん（雪けむり）と長谷川かよ子さん（てんとおむし）

の３名が初級指導員に認定されました。雪けむりにとっては初の指導員の誕生です。 
 スノーボードでは、４月の検定会で中川健司さん（わかくさ同人）、小野寺麻理さん（高

島平）、萩生田良子さん（高島平）の３名が合格し、スキー指導員の資格がある中川さん

は指導員に認定され他の２名は今後座学を受講して指導員に認定されます。 
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スノーボード指導員検定レポート 
東京スキー協 わかくさ同人 中川健司 

スノーボード始めたきっかけは 

自分がスノーボードを始めたのは還暦を過

ぎた頃です。 

スキーを一緒に滑っていた孫が、中３の

頃「俺これからはボードや」とスノーボー

ドにはまってしまいびっくり。それならば、

爺ちゃんもボーダーで頑張るか？とは言う

ものの孫は上達が早く、それに一緒に滑れ

ず大変でした。 

いつも行く、川場スキー場の JSBA のプロ

ボードスクールの看板が目に付き、初心者

教室を受講しました。立つと倒れ、滑ると

倒れの連続で最初はあざだらけ。なかなか

滑れるようにはなりません。ボードスクー

ルに通い続けて３年目 

やっと思うように左右に回転して滑れるよ

うになった時、「スノーボード部の指導員検

定」があることがチラシに乗っていたので

受験しました。 

１月に「湯の丸スキー場」で受講前講習

を受け、５種類の検定種目が伝達され、検

定日当日までに充分練習して参加してくだ

さいとのこと。その日から検定日を目指し

て滑り込みました。運と努力の甲斐あって

合格することが出来ました。有難う御座い

ました。また、来期は「はなさか爺さんボ

ーダー」となって枯れ木のスキー協に花を

咲かせられるようになりたいものです。 

スキーもボードも冬のスポーツの代表で

す。スキー協の指導員や会員の皆さん、一

度スノーボードにチャレンジしてみません

か。気持ちが私より若い人達だから楽しさ

が倍増しますよ。それから東京スキー協の

ボード部があることが知らない会員に何か

メッセージを送れれば言いなと思っていま

す。 

これから宜しくお願いします。 

 
 
 

 

第６回理事会を開催します。 
●日 時：５月１４日（木）１９：３０～ 
●場 所：東池袋第２区民集会室 
     前回と同じ場所(事務所の裏手)。 
     分らない人は 090-8109-7716（小川）まで 
●内 容：総会議案（原案）の説明・討議 

当面の日程、その他 
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競技スキー委員会 

スプリングフリーレッスン 
 『競技スキー大好き人間』『競技をやってみたいと考えている あなた』に、

競技スキー委員会が、特別企画を提供！！ 
 
日 程：２００９年５月２３日（土）～２４日（日） 
会 場：かぐらみつまたスキー場 
宿 泊：丸木屋 ＴＥＬ：025-783-2140 
参加費：19､000 円 （１泊２食、トレーニング代、保険代） ＊学生は 10､000 円 
申込み締め切り期日 ２００９年５月１３日 
申し込み：〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-39-2 大住ビル 402 号 
     東京スキー協 ＴＥＬ・ＦＡＸ 03-3971-4144 
★振込先 郵便口座 00110-7-88004 （加入者名）東京都勤労者スキー協議会 
＊通信欄に「第２回スプリングフリーレッスン 氏名」を明記して下さい。 
★詳しくは東京スキー協ホームページを参照 http://www.cpi-media.co.jp/skikyo/ 

競技スキー委員会

草津・乗鞍 担ぎ上げポールレッスンのご案内（講師は石倉さん） 
日 程 ６月６日（土）～７日（日） 草津 
参加費 １泊２日で２４０００円 
宿 泊 不二旅館 TEL0279‐88‐2274 
 
日 程 ７月１８日（土）～２０日（月） 乗鞍 
参加費 ２泊３日で３６０００円 
宿 泊 木の香りのホテル グーテベーレ TEL0263‐93‐2527 
申し込み：〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-39-2 大住ビル 402 号 
     東京スキー協競技スキー委員会 ＴＥＬ・ＦＡＸ 03-3971-4144 

第７回東京スキー協山スキー教室 

立山・剣沢山スキー教室の案内 
日 程 ２００９年 ５月２２日（金）～２４日（日） 
場 所 室堂周辺(雷鳥沢他)、剣沢、タンボ平 
集 合 ５月２２日（金）１０：００ 室堂ターミナル内 
内 容   ２２日午後 室堂周辺を登高、滑降   夜ミーティング 

２３日   剣沢、雷鳥沢登高、滑降  夜ミーティング 
２４日   タンボ平滑降 大町温泉１４時頃解散 

※ 但し天候により上記予定は変更となる事があります。
宿 泊 雷鳥荘    TEL  0764-82-1238 
参加費 ２９、０００円  (２泊４食、講習料、傷害救出基金、事務費) 
申込締切日 ５月８日（金） 
★ 詳しくは東京スキー協ホームページを参照 http://www.cpi-media.co.jp/skikyo/ 
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５月・６月のカレンダー 

５月 東京スキー協 全国スキー協 ６月 東京スキー協 全国スキー協 

１日(金)   １日(月)   

２日(土)   ２日(火)   

３日(日) 山スキー鳥海/八甲田  ３日(水)   

４日（月） 〃  ４日（木） 常任理事会  

５日（火) 〃  ５日（金)   

６日（水） 〃  ６日（土） ﾚｰｼﾝｸﾞｷｬﾝﾌﾟ 草津  

７日（木) 常任理事会  ７日（日) 〃 神奈川４０周年レセプション 

８日（金）   ８日（月）   

９日（土）   ９日（火）   

１０日（日）   １０日（水）   

１１日（月）   １１日（木）   

１２日（火）   １２日（金）   

１３日（水）   １３日（土）  全国代表者会議 

１４日（木） 第６回理事会  １４日（日）  全国代表者会議 

１５日（金）   １５日（月）   

１６日（土）   １６日（火）   

１７日（日）   １７日（水）   

１８日（月） 総会議案書印刷  １８日（木）   

１９日（火）   １９日（金）   

２０日（水）   ２０日（土）   

２１日（木） 総会議案書郵送  ２１日（日） 第４２回定期総会  

２２日（金） 山スキー 立山  ２２日（月）   

２３日（土） 石倉フリーレッスン  ２３日（火）   

２４日（日） 〃  ２４日（水）   

２５日（月）  ２５日（木）   

２６日（火） 通信作業  ２６日（金）   

２７日（水）   ２７日（土）   

２８日（木）   ２８日（日）   

２９日（金）   ２９日（月）   

３０日（土）   ３０日（火） 通信作業（仮）  

３１日（日）      
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