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今こそ後継者の育成に 

取り組もう！ 

東京スキー協 副会長 福島 明 

 

この原稿を書いているのは 11 月 25 日（金）。

これから全国スキー協技術部会出席のために志

賀高原熊の湯スキー場に向かう。私自身の初すべ

り。 

初すべり独特の「ワクワク、ドキドキ感」、も

う何年目だろうか？ スキーを始めてから 40年

ほど、クラブ／スキー協と関わりを持つように

（＝スキー狂になって）30 年余。だから少なく

とも 30 回くらいは「ワクワク、ドキドキ感」を

感じているはずである。 

社会人になって本格的にスキーにのめりこん

だので、自分自身が「おじさん」と周りから言わ

れる年齢になっていることは否定できない。そん

なに長い間スキーを続けられたのは「クラブやス

キー協の一員であったから」と断言できる。スキ

ー協的にいえば、「一人ぼっちのスキーヤー」だ

ったらとっくにスキーから離れていたはずであ

る。 

だからこそ、人生後半ステージの「おじさん」

は、スキーに引き止めてくれたクラブやスキー協

に恩返しをしたいと考えている。クラブやスキー

協を引き継いでいってくれる、そして今よりもも

っともっと大きく強力なクラブやスキー協にし

ていってくれる後継者集団を育てる、ということ

が恩返しの具体的な中身。 

ところが、後継者集団の対象者が本当に少な

い！、いない！！ ということが先期の東京スキ

ー協会員年齢調査で明らか。ということは、若い

対象者を増やすことから本気ではじめないと、

10 年後にはスキー協という組織がなくなってし

まう恐れもある、と本気で心配している。 

この記事を読んでいる「おじさん」「おばさん」

たち（＝会員のほとんどの方々がそうですが）へ

のお願い。スキー協という「いい組織」が継続・

発展していってほしいなぁ、と少しでも考えるの

であれば、「後継者集団を増やし育てる活動」を

ぜひ意識的に進めていってほしい、シーズンはそ

の大きなチャンスの時期である。がんばっていき

ましょう！！

 

 

競技スキー委員会より 

遅くなり大変申し訳ありません 

2016-17シーズンのスケジュールが確定しました 
 

12/10-11 シーズンいん Camp ★ポールは使いません 

1/28-29 舞子 GSポールレッスン 

2/25-26 石打花岡 SL練習会＋記録会 

4/7-9 大原レーシングキャンプ（7日夜発） 

5/13-14 かぐらスプリングレッスン ★ポールは使いません 

*7/1-2 乗鞍サマーレーシングキャンプ 

*は来期 

近日詳しい案内を発表します。 

委員会では運営に参加してくれる仲間を募集しています。 

車を出せるかた、ぜひ手伝ってください！（みんなで割って低コスト、Co2 も削減） 

競技スキー委員会 専用メールアドレス tokyoskikyo.yahoo.co.jp 
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２０１６年１０月３０日（日） 小金井公園 

～ 参加者の感想から ～

全力疾走で、優勝！！ 
いつもお世話になっている「国分寺走ろう会」山口さん

のお誘いで、「グラブ交流駅伝大会」なるものに参加しま

した。走ろう会では、3 年前にも参加したとのことでした

が僕は初参加でした。 

4 人 1 組１人 5km の我がチーム。ランを初めて 3 年目、

僕以外の 3名は超ベテランランナー。足を引っ張らぬよう

スタートから全開で走りました。マラソンランナーにとっ

て5kmという短距離を全開で走ることなどほぼないのでペ

ースが全く分からず、兎に角自分の限界まで走りました。 

結果は何と優勝！しかも個人で3位とのオマケ付きで表

彰！ 最高の駅伝大会となりました。スタート地点を過ぎ

る際、他チーム参加者達の温かい声援、応援が 2周目の苦

しい走りの背中を押してくれました。小さな規模ではあり

ますが、手作り感満載で温かく、素晴らしい大会でありま

した。 

また来年、更なる大会運営向上と素晴らしき参加者の皆

さまに元気な姿でお会い出来ることを強く望みます。本日

は、本当にありがとうございました。 

「国分寺走ろう会」 豊田 朗 

 
熱々の BBQと仲間たち 
久しぶりにスキー協の行事に参加し、BBQ 会場係を担当

しました。駅伝の選手、本部関係者、応援者に会社の同

僚？まで加わって、大勢での楽しい BBQパーティーが開

催されました。 

肉も野菜も炭火で焼くと味が深くなり、スキー協の名

コックさんが焼き具合よろしく柔らかくジューシーに仕

上げてくれました。その上にスキー協の仲間の愛情をふ

りかけると、５つ星の BBQパーティーになりました。ジン

ギスカンも最高に美味しくて鍋奉行の市川さんもとても

嬉しそうでした。あちこちのコンロから肉焼けたよ～との

声が飛び交い、どこかの坊ちゃまは芋はまだかと聞きに来

ます。みんな家族。みんな仲間。スキー協の輪の中で肉も

野菜も人も熱々でした。私も、たくさん食べてたくさんお

酒を飲みました。 

私の所属する中野スノーは、辛口だけど親切この上ない

人達の仲良しクラブです。仲間って本当に素敵ですね。来

年も又楽しい BBQをやりましょうね。 

 中野 SNOW 木実彰子

2016 平和駅伝＆クラブ交流 BBQ 

成績（3クラブ 5チーム参加） 

＜団体＞ 

1位 どさんこ Cチーム （1:23:59.32） 

2位 スラローム （1:31:25.70） 

3位 どさんこ Aチーム （1:38:45.34） 

＜個人賞＞ *対象:5km走者 

男子 1位 半田晶裕 （19:32.19） 

男子 2位 浅川三喜夫 （21:02.85） 

男子 3位 豊田 朗 （21:37.13） 

女子 1位 児玉稲子 （23:33.45） 

女子 2位 川上咲子 （29:33.42） 

２位をゲット!! スラロームチーム 

見事優勝!! どさんこＣチーム 
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小春日和のなか…                            うたごえ喫茶「ともしび」にて 
   2016 年 10 月 23 日（日） こなゆき 40周年記念レセプション

こなゆき 40周年記念レセプションにお誘い頂き、

会場の新宿うたごえ喫茶「ともしび」に行ってき

ました。店内に入ると、なごやかな雰囲気のうち

にすでにたくさんの人が集まり談笑していました。 

まずは創立当初から現在までのクラブ行事のス

ライド写真を上映。日本のスキー文化の歴史とも

いうべき貴重な資料集を見せていただきました。 

そのあとはともしびスタッフによるピアノ演奏

と司会で、現・元メンバーが思い出のエピソード

を添えてリクエストした曲などをみんなで歌いま

した。 

後半はレセプションの司会の高橋豊明さんの誘

導で会場にいたほとんどの人からクラブに対する

思いや 40周年に寄せたお祝い、また田畑会長にむ

けた労いの言葉が発せられ、限られた時間での手

際のよさにクラブのまとまりを感じました。その

一人ひとりの言葉に、うなずきながら笑顔で聞き

入る田畑さんの横顔が印象に残りました。 

今後のよりいっそうのクラブの発展をご期待申

し上げます。 

東京スキー協常任理事 長谷川かよ子

 

 

 

 

 

  

秋田スキー協、牧さんよりお祝いの花 

歌の最後は「今日の日はさようなら」 伴奏に合わせて 

田畑会長の挨拶 

37名の仲間が集いました 
40周年記念誌 
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２０１７年山スキー教室の予定・日程、内容を紹介します。皆さんの参加をお待ちしています。 

 

あなたも山スキーの世界へ 
 

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。 

 

第１回山スキー教室 かぐら峰周辺 
２０１７年１月２１日（土）・２２日（日） 

宿泊: 元湯 弥八 Tel 025-788-9251 〒949-6211 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣８０ 

参加費: 16,000 円（宿泊１泊２食、保険料、事務費等）交通費は別途かかります。 

（問合せ先）ランドネ（矢口 045-845-9113） 

（打合会）１月１２日（木）１９時より 新宿西口「ルノアール」（03-3348-1470） 

 

第２回山スキー教室 湯の丸高原 
２０１７年２月１８日（土）・１９日（日） 

長野／群馬・湯の丸山スキー場・湯の丸山周辺 

宿泊: シティオス地蔵  Tel 0268-62-0967 〒389-0501 長野県東御市湯の丸高原 1270 

参加費: 17,000 円（宿泊１泊２食、保険料、事務費等）申込金 5,000 円 

（問合せ先）吉田安信 （090-2546-3930） 

（打合会） ２月９日（木）１９～２１時 新宿西口「ルノアール」（03-3348-1470） 

 

（第３回以降の教室日程） 

回 日程 行事名 内容 宿泊先（予定）/参加費 ※打合会 

③ 
3/11(土)～ 
3/12(日) 

乗鞍高原 
長野 

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。 

乗鞍高原・美鈴荘 
17,000 円 

*2月 28日 
(火) 

④ 
5/3(水)～ 
5/5(金) 

鳥海山 
秋田 

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。 

矢島・まさか 
34,000 円 

4 月 11日
(火) 

⑤ 5/3(水)～ 
5/5(金) 

八甲田山 
青森 

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 

猿倉温泉・猿倉荘 
37,000 円 

4 月 19日
(水) 

⑥ 
5/19(金)～ 
5/21(日) 

立山・剣沢 
富山 

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 

地獄谷温泉・雷鳥荘 
31,000 円 

5 月 9 日
(火) 

 
大自然のなかでは、スキー技術とともに、登山の知識と技術も必要です。山スキー教室の目的は、安

全な山スキーの勉強と普及、愛好者の組織づくりなどにあります。山スキー教室は安全を旨として運

営しています。山スキーを愛するあなたのお役に立てることを確信しています。多くの方の参加を心

からお待ちしております。 

問い合せ先：東京スキー協（電話 03-3971-4144） 

 
山スキー教室の詳細は、記録集をご覧ください。２０１６年山スキー記録集をご希望の方にお送りします。 
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編集後記 エビノシッポ 

東京で観測史上初となる 11 月の積雪があった翌々日、愛鷹山に登った。積雪は 20cm 前後。一足早い雪山を楽し

んだ。きれいに見える富士山の手前に、イエティのゲレンデがはっきり見える。すでにオープンしているはず。競

技スキー委員会の行事も決まった。今シーズンは「初級者にもやさしい」、「仲間とトレーニングする楽しさ」を

追及する。後は参加者が増えることのみ。皆さんこぞって参加を。（かつみ） 

１２月 東京スキー協 全国スキー協、他 １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) 越年ファミリースキー  

2 日(金)   2 日(月) 〃  

3 日(土)  中央研修会 3 日(火)   

4 日(日)  〃 4 日(水)   

5 日(月)  中央研修会（平日日程） 5 日(木) 常任理事会  

6 日(火) 
フェスタ実行委員会/山ス

キー委員会 
〃 6 日(金)   

7 日(水)   7 日(土) かたしなレーシングキャンプ 
山スキーリーダー養成

実技/指導員研修会/

深雪講習会 
8 日(木)   8 日(日) 〃 

9 日(金)   9 日(月) 〃 

10 日(土) シーズンいん Camp ・山スキーリーダー研修

会、指導員研修会 

・スノーボード中央研修会 

10 日(火) 山スキー委員会  

11 日(日) 〃 11 日(水)   

12 日(月)   12 日(木) 競技スキー委員会  

13 日(火) 広報局会議  13 日(金)   

14 日(水)   14 日(土) 初・中級指導員研修会 関越 B初・中級指導員養

成実技/指導員研修会 15 日(木)   15 日(日) 初・中･上級指導員研修会 

16 日(金) テクニカルフェスタ  16 日(月)  全国常任理事会 

17 日(土) 〃  17 日(火) 広報局会議  

18 日(日) 〃  18 日(水)   

19 日(月)  全国常任理事会 19 日(木) 理事会④  

20 日(火) ・組織局会議 
・東京競技大会実行委員会  20 日(金)   

21 日(水)   21 日(土) かぐら山スキー教室 スノーボードフェスタ 

22 日(木)   22 日(日) 〃 〃 

23 日(金)   23 日(月)   

24 日(土)   24 日(火) 組織局会議  

25 日(日)   25 日(水) 教育技術局会議  

26 日(月) 通信発送/総務局会議  26 日(木)   

27 日(火)   27 日(金)   

28 日(水)   28 日(土) 舞子GSポールレッスン  

29 日(木) 越年ファミリースキー  29 日(日) 〃  

30 日(金) 〃  30 日(月)   

31 日(土) 〃  31 日(火) 通信発送/総務局会議  

１２・１月カレンダー 

ンダー 


