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第 23 回クラブ交流平和駅伝 

開催のご案内 
開催日：１１月１日（日） 

場 所：都立狭山自然公園（多摩湖堤防を含む２.５km の周回コース） 
    西武多摩湖線 西武遊園地駅 南口より徒歩 
開催要項の詳細は、実行委員会発行のチラシ等でお知らせします。 
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▲秋雲の仙丈ヶ岳 

コケモモの赤い実

登山、ハイキングにもみじ狩り… 

オフシーズンを充実させて、 
さぁ、スキーシーズンへ！ 
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オフシーズン、クラブ員 

と会っていますか？ 

東京スキー協 副理事長 車田 夕紀子 

 
 

スキーは冬から春（一部のツワモノは初夏）

までしかできない。けれど、クラブとして会員

を増やす、または減らさない為にはスキーシー

ズン以外の活動、交流も大事だと思う。長く会

わないでいると、浮気をされて破局にいたるの

は男女の間だけの話ではないだろう。 
私が所属するクラブでは、“月に一回の行事

を”という目標を掲げ、今期の総会以降から数

えると“山形サクランボ狩り”、“鎌倉ハイキ

ング”、“（涼しいのに）暑気払い”、“鬼平

犯科帳の舞台を辿る町歩き”と順調に月１をク

リアし、来月には“斑尾トレッキング”が計画

されている。 
また、他のクラブでもそれぞれが“登山”、

“テニス”、“ボーリング”、“バーベキュー”、

“ただの飲み会”等、趣向を凝らして会員間

の交流を深めているようである。 
そこで！東京スキー協でも何かやろう！！

という事になり、今回“バーベキュー交流会”

が企画された。 
初めての試みという事もあり、実行委員は事

前にプレバーベキュー交流会まで開き、当日に

備えている。その実行委員にうれしい悲鳴を上

げさせる程の参加を期待したい。 
競技大会でしか会ったことがない、ライバル

の“あいつ”と酒を酌み交したり、クラブ運営

について他のクラブから話を聞いたり等々、有

意義な交流が生まれる場として、来期以降の恒

例行事となることを願う。（詳細は次ページを

ご覧ください！！）

 
 

山スキーの集い 
１１月１３日（金曜日） 

午後６時半（開場）～９時 
豊島区生活産業プラザ８階多目的ホール 

山スキー基礎講座 
１１ 月２９日（日曜日） 

午前１０時～午後４時４５分 

豊島区生活産業プラザ ７階会議室７０１ 

 
○詳細はこちらからもどうぞ。案内は通信にも同封しています。

http://www.tokyoskikyo.org/iinkai/yamaski/yamaski.htm 

 

 

＊バーベキュー交流会、 

下見の様子（９月１２日） 

 

テーブル、椅子も用意され、こんな感じ

でなかなか快適です（椅子は、別途料金がか

かります）。 

１０月２４日（土）は、 

バーベキュー交流会（ほんば

ん）に、ぜひお誘い合わせて 

ご参加ください！！ 

リレーエッセイ 雪紋 
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東京スキー協 

 

スキーシーズンを前にみんなで楽しく交流しよう！！ 
日時 10 月 24 日（土）11：00～15：00 

（小雨決行 食材を事前購入のため） 

参加費 2,500 円 （お酒を飲めない人は、2,000 円） 
 

○ビール、焼酎、ワイン、お茶類は用意します  

○上記以外の飲み物の差し入れは大歓迎！ 

○敷物・椅子があれば持参願います 

 

参加申し込み 10 月 15 日まで  

（個人も受け付けますが、なるべくクラブ単位で申し込みください。申込書は本通信に同封） 

TEL・FAX 03-3971-4144 

参加費は現地で受け付けます 

キャンセルした場合東京スキー協のキャンセル規定で後日申し受けます。 

集合場所: 東京都小金井公園 ユーカリ広場 BBQ ショップ前 

現地連絡先: 会長・市川 090-4241-1926／理事長・出崎 090-4756-8086 

 

アクセス  

JR 中央線 : 「武蔵小金井駅」駅北口バス乗場から 西武バス「小金井公園西口」下車徒歩 15 分 

             CoCo バス「関野橋」下車徒歩 10 分 

 「東小金井」駅北口バス乗場から CoCo バス「関野橋」、京王バス「関野橋」10 分 

 京王バス武蔵小金井経由「梶野橋」下車 徒歩 5 分 

西武新宿線 : 「花小金井」駅から小金井街道に出て「南花小金井」バス停より 

西武バス「武蔵小金井駅」行「小金井公園西口」下車徒歩 15 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  関野橋 梶野橋
三鷹方面へ

集合場所
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１０・１１月のカレンダー 

編集後記 エビノシッポ 
暑い夏が終わりました。今年の夏は別の意味でもあつかった。安保法案＝戦争法案とのあついたたかいが９月１９

日の未明まで続きました。法案が成立した今、運動はこの法律を廃止する運動となりました。冬への準備とともに、

平和を守る行動を続けたいと思う今日この頃です。（で） 

１０月 東京スキー協 全国スキー協、他 １１月 東京スキー協 全国スキー協、他

1 日(木) 常任理事会  1 日(日) クラブ交流平和駅伝  

2 日(金)   2 日(月)   

3 日(土) プラスノー講習会  3 日(火)   

4 日(日) 〃  4 日(水) 組織局会議  

5 日(月)   5 日(木)   

6 日(火) 組織局会議 

山スキー委員会 
 6 日(金)   

7 日(水)   7 日(土)  
新日本スポーツ連盟 50

周年記念レセプション

8 日(木) 教育技術局会議  8 日(日)
関東 B 初･中級指導員 

養成ペーパーテスト  

9 日(金)   9 日(月)   

10 日(土)   10 日(火)   

11 日(日) 関東 B 初･中級指導員 

養成座学  11 日(水)   

12 日(月)   12 日(木) 教育技術局会議  

13 日(火)   13 日(金) 山スキーの集い  

14 日(水)   14 日(土)  全国理事会 

15 日(木) 理事会③  15 日(日)
指導員合格への傾向と

対策セミナー１ 〃 

16 日(金)   16 日(月)   

17 日(土)   17 日(火) 広報局会議  

18 日(日)  中･上級指導員養成座学 18 日(水)   

19 日(月)  全国常任理事会 19 日(木)   

20 日(火) 広報局会議  20 日(金)   

21 日(水)   21 日(土)  全国技術部会 

22 日(木)   22 日(日)  〃 

23 日(金)   23 日(月)   

24 日(土) バーベキュー交流会  24 日(火) 総務局会議/通信発行  

25 日(日)   25 日(水)   

26 日(月) 総務局会議/通信発行  26 日(木)   

27 日(火)   27 日(金)   

28 日(水)   28 日(土)   

29 日(木)   29 日(日) 山スキー講座  

30 日(金)   30 日(月)   

31 日(土)     


