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４年目の 震災復興支援春休み子どもスキー 
みなさまのご支援、ありがとうございました 
 

  

 
岩手県八幡平リゾートスキー場 （3/21-22） 

宮城県えぼしスキー場 （3/25-26） 
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まだまだあります 

春スキー 
 

  

 

昨年５月、乗鞍大滑降 

 

昨年５月、ガーラのフリーレッスン 
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スノージャンボリー２０１５ in 志賀高原 2015/3/21-22 

～ 初めてのスノージャンボリーはミニーマウスで ～ 
モルゲンローテ S.C. 初級指導員 土方 由美 

 

スノージャンボリーに初めて参加した。職場から一旦自宅に戻り、池袋の集合場所に近づいてもバス

の姿が無い。一瞬、頭の中が真っ白に。そこに幹事さんが声を掛けてくれた。今年は飛び石連休という

事もあり参加者が少なく、乗用車になったそうだ。兼ねてから、このスノージャンボリーで、ミニーマ

ウスの姿でゲレンデをカービングで格好良く滑り、みんなを振り向かせたいと思っていた。 

１日目は広い志賀高原をゲレンデツアーしながらサンバレーまで思う存分に滑った。夕食後にはお待

ちかねの交流会（衣装合わせ）。数ある衣装の中で、やっぱり私はミニーマウス。先輩方にヘアやメイ

クの美術指導を頂き、いよいよ明日は本番です。ゲレンデでどんな反応があるか、ちょっと怖いようで

ワクワク。 

 ２日目、着替えてホテルのロビーに集合。パリコレならぬ志賀コレだ。ミニーマウス、白雪姫、シ

ンデレラ、スーパーマリオ、バカ殿様、坊さん、ポチ、…。浦島太郎など今年の新作衣装も。う～ん、

ミニーマウスの手はストックが握れない。仕方なくノンストックだ！一本目は冷え込んだせいもあり固

めのバーンでスピードを出し過ぎて転倒してしまった。ファミリーから一の瀬ダイヤモンドや焼額に遠

征。最初は少し恥ずかしくて周りの人と目を合わせないようにしていたが、リフトに乗っていると子ど

も達や外人さんが手を振ってくれるので、こちらも手を振り返した。傾向として男性はゴンドラなどで

一緒になると、目のやり場に困っている様子。少しずつ慣

れて「どうせ顔なんか見えないから、ミニーになりきって

楽しもう。」大きな目立つ手で愛嬌を振りまき、手も振り

まくる。滑っている時は、子どもを見つけてはプルーク姿

勢で横に並んでみたりもしてみた。 

沢山のスキーヤー・スノーボーダーと一緒に滑り、写真

を撮り気分はディズニーランドのアイドル。来年は何を着

ようか、癖になりそうだ。はたして沢山のスキーヤー・ス

ノーボーダーの思い出になっただろうか。 

 

東京スキー協第４８回定期総会の開催について 
４７期行事日程に基づき、下記日程にて第４８回定期総会の開催を予定しています。 

正式の召集は会場決定後、議案の発表は５月１４日の第６回理事会後となります。 

各クラブからの代議員の選出、討論への参加の準備をお願いします。 

日程：６月２１日（日） 会場：未定（都内） 

全国スキー協山スキー部主催 乗鞍雪渓大滑降交流会のご案内 

大きな雪渓・素晴らしいオフピステです。山スキー部員・山スキーリーダー大集合です。 

日 時: ２０１５年５月１６日（土曜日）～１７日(日曜日) 

宿 泊: 青葉荘 ℡0263-93-2750 〒390-1511長野県南安曇郡安曇村千石平 

集 合: 5月 16日(土)午前 7時 青葉荘前、17日(日)自由行動  ※16日が悪天候の場合の予備日 

参加費 １３，０００円（１泊２食・救出基金・事務諸経費等） 

要綱:  http://skikyounet.sakura.ne.jp/top/wp-content/uploads/2015/04/norikura2015.pdf 

http://skikyounet.sakura.ne.jp/top/wp-content/uploads/2015/04/norikura2015.pdf
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Ｑ＆Ａ方式で、クラブのＰＲを

してもらいます。すべてのクラ

ブにインタビューしていきま

すので、ご協力ください！ 

 

 

Answer from「コロポックル」 
① 創立４１周年、会員２９名 

② 東京スキー協と東京都スキー連盟

の両方に加盟している。（自慢と

いうより特徴です） 

③ 会員間の交流と技術向上の両立。

「とにかく、楽しくスキーをした

い」という気持ちと「スキーがう

まくなりたい」という要求の両面

をクラブ行事などの中に反映させ

ていくこと。 

④ 「十人十色」。現在コロポックル

は、特定の地域・職場を拠点にし

ていません。会員の加入動機も

様々です。 

 

組織局からのお知らせ 

今期のスキーメイト購読料の請求（前払い）は 161～165号分です 
 
毎年スキーメイト９月号を発送する際、請求書を同封しています。年間購読料 2000 円の前払

いとなっています。未納分がある方は１冊 400円として、合わせて納めてください。 

（購読開始号により請求分とずれがある場合も、同様に調整して納めてください） 

スキーメイト９月号の発行を目途に納入をお願いいたします。 

連絡欄にはクラブ名と納入する号番を明記してください。 

郵便振替口座: 00140 5 659281    東京スキー協スキーメイト係 

なお、キャンペーン購読料適用（１年間５号分、1000 円）のかたは、２年目より上記の方法

で納入ください。お問い合わせは組織局までお願いいたします。（組織局・石黒） 

① クラブは創立何周年、会員は何人ですか。 

② クラブの自慢できるところをひとつ教えてください。 

③ クラブ運営を成功させる秘訣はなんだと思いますか？ 

④ あなたのクラブを一言で表現してください。（それはなぜですか） 

Question 

連載ショートインタビュー （第９回）  

「私たちはこんなクラブです！」 

レースに夢中… 
レースに夢中・・・ 



- 4 - 

 

   あ 

 

編集後記 エビノシッポ 

通信、隅から隅まで読むことはないでしょうが、先ず、見出しだけでも目を通すことから始めてください。発行し

ても、読まれない、無視……、そんなつもりもないでしょうが。読まれる機関紙（誌）とは、皆さんのご意見を。 

（長部） 

５月 東京スキー協 全国スキー協、他 ６月 東京スキー協 全国スキー協、他 

1 日(金)   1 日(月)   

2 日(土) 
八甲田山スキー教室 

2～5 

鳥海山山スキー教室 

3～5 

 2 日(火) 山スキー委員会  

3 日(日)  3 日(水) 組織局会議  

4 日(月)  4 日(木) 常任理事会  

5 日(火)  5 日(金)   

6 日(水)   6 日(土)   

7 日(木) 常任理事会  7 日(日)   

8 日(金)   8 日(月)  常任理事会 

9 日(土)   9 日(火)   

10 日(日)   10 日(水)   

11 日(月)  全国常任理事会 11 日(木)   

12 日(火) 山スキー委員会  12 日(金)   

13 日(水) 組織局会議  13 日(土)  代表者会議 

14 日(木) 理事会⑥  14 日(日)  〃 

15 日(金)   15 日(月)   

16 日(土)  乗鞍山スキー交流会 16 日(火)   

17 日(日)  〃 17 日(水)   

18 日(月)   18 日(木)   

19 日(火) 広報局会議  19 日(金)   

20 日(水)   20 日(土)   

21 日(木) 教育技術局会議  21 日(日) 第４８回定期総会  

22 日(金) 立山、剣沢山スキー 

22～24 
かぐらスプリングキャンプ 

（フリーレッスン）23～24 

 22 日(月)   

23 日(土)  23 日(火) 広報局会議  

24 日(日)  24 日(水)   

25 日(月) 通信発送 臨時全国常任理事会 25 日(木)   

26 日(火)   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)   

31 日(日)   31 日(日)   

５・６月カレンダー 


