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緊急事態宣言期間中の東京スキー協主催/共催行事の中止案内について 

１月８日～２月７日を期間として東京都などにたいして緊急事態宣言期間が発出されました。首

都圏で新型コロナ感染症の爆発的な感染拡大が起きており、行事開催に伴う大人数の移動は感染拡

大のリスクが大きいと判断し、以下の行事は中止と致します。 

大変残念な決定ですが、ご理解をお願い致します。 

１． かたしなレーシングキャンプ（関東/関越ブロック主催 １月５日に中止判断） 

２． ショートターン克服講座（関東ブロック主催） 

３． 舞子ＧＳポールレッスン（競技スキー委員会主管） 

４． 第 45回東京スキー競技大会（前日練習会を含め中止） 

尚、常任理事会として、加盟各クラブならびに会員の皆さんに、一律にスキー行事や個人的なス

キー行の中止を求めるものではありませんが、よく相談され十分な感染対策を徹底されることをあ

らためて呼びかけます。 

第 47回全国スキー・スノーボード競技大会の中止について 

2月 27～28日開催予定の第 47回全国スキー・スノーボード競技大会（全国スキー協主催）は、新

型コロナウィルス感染症が拡大している事を考慮し、非常に残念ではありますが中止となりました。 
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コロナ禍で 

新たな自分を発見  

東京スキー協 会長 市川 正幸 

 

昨年３月から新型コロナウィルスの猛威にさ

らされ、スキー行事やイベントが自粛され、ス

キー協の行事も中止されてきた中で、私の楽し

みが増えたことが一つあります。 

 

私の住んでいる鴻巣市には、利根川と荒川を

繋ぐ武蔵水路があり、北鴻巣駅の近くの赤見台

近隣公園から行田市の古墳公園入り口まで武蔵

水路の脇に作られた緑道公園があります。 

約５km弱の林の中の緑道にはオブジェがと

ころどころにあり、癒されながら散歩、ランニ

ング、サイクリングの人が行きかういいところ

です。梅雨時期に草わらでマッシュルームに似

たキノコ、オオハラタケが私の知るキノコで、

時々見つけて食べていたのですが、昨年は家に

あるキノコの本やフェイスブックのキノコ仲間

の投稿を見ながら、緑道公園のキノコを探すよ

うになりました。 

人がたくさん通るこの緑道公園ですが、意外

な事にヤマドリタケモドキ(日本のポルチーニ)

と言われるおいしいキノコが見つかり、他にも

数種類のキノコを見つけ、冷凍庫はキノコだら

けになっています。一番の収穫は、山奥にしか

ないと思っていた舞茸です。古墳公園の大木の

根の周りに２株灰色のボタンの花弁のような舞

茸を見て「舞い上がる」、は納得です。ランニ

ング中だったので持ち帰るものがなく、ウイン

ドブレーカーのパンツを袋代わりにして持ち帰

りました。 

 

毎年この緑道公園を走る楽しみが増え、新た

な自分発見です。 

 

 

越年スキー 2020/12/30～2021/1/2 

あけましておめでとうございます。 

 

ここはどこでしょうか？ 

 

コロナ禍が収まらないなかで、練馬

ヒューマンと東京スキー協の越年スキ

ーは中止となりました。個人参加の越

年スキーになり、９人が参加しまし

た。 

大雪注意報が出される中で現地到着

し、一夜明けるとだんだん好転してき

ました。２組に分かれてゲレンデ巡り

です。昼食後には青空もでて絶好のスキー日和です。 

宿もゲレンデもコロナ対策は万全で、みなさんマスク姿でスキーを楽しみました。 

（市川） 
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東京スキー協技術部 シーズンインキャンプの実施の報告 
（教育技術局） 

➢ 実施日：2020 年 12 月 6 日（日）～7 日（月） 

➢ 実施場所：志賀高原 熊の湯スキー場 

➢ シーズンインキャンプ開催の背景： 

➢ シーズンインキャンプの目的 

技術部員の滑り込みと、翌週のテクニカルフェスタに向けての技術確認（指導員応用発展技術研修扱

い） 

➢ 実施内容 

12/6（日） 中央研修会終了後の 13：30～15：30 

「身体を動かす」というテーマでいくつかの技術ドリルを紹介し、参加者で滑り、議論しながら、ホテ

ルにて技術ドリルの YouTube 映像確認と実施事項の目的確認、翌週のテクニカルフェスタの実施内容

などの確認 

12/7（月）9：00～12：30 

「身体を動かす」というテーマの延長として、教程のプルークファーレンから洗練のパラレルターンⅡ

までの確認。「ターン後半の外向傾によるしっかりとした足場作 

りとそれによる重心移動」の一貫性。 

 

➢ シーズンインキャンプ参加者（敬称略）： 

コーディネーター：福島 明 

２日間参加：伊藤正明、川上咲子、聞間 至、高橋勝美、長谷川仁、福島 明、 

村本博司、山口信子（ゲスト） 

初日のみ参加：長谷川かよ子、山本千秋、土方由美（ゲスト） 

※技術部員以外の参加も（その方のクラブでの活動状況などを考慮して）ゲストとして認めました。 

※後日、参加者全員からレポートが提出されました。 

 

 

東京スキー協の事務所移転の検討について 

現在の東京スキー協事務所（東池袋、大住ビル 4階）は、新日本スポーツ連盟全国連盟、同都

連盟、東京卓球協、全国スキー協、東京スキー協で使用スペース等に応じて家賃を分担して維持

しています。家賃は総額で年 7,128,000円です。 

しかしコロナ感染症拡大により上記各組織が大きく収入減となっていることから、昨年 10月

より「事務所使用者会議」を開催して移転等の検討を開始しました。現時点の考え方として、活

動を低下させることがないように、現状に近い広さの物件で家賃が半分程度のものを探して移転

する方向として、各組織と調整を進めています。東京スキー協常任理事会としては、「事務所使

用者会議」の意向に沿って準備をすすめていくつもりです。 

移転時期は、大住ビルとの契約更新時期との関係で、今年 5月から 8月の計画です。不要品の

処分も進めますので、万一クラブの所持品や私物を一時的にスキー協事務所に置いている場合

は、2月中旬までにお持ち帰りください。 

なお、東京都への緊急事態宣言発令のもと、当面の事務所開所（スポーツ連盟全国連盟事務局

の在席）は原則として水曜日、木曜日（10：00～16：00）となっています。 
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１２月に開催したテクニカルフェスタのアンケートについて 

 

１月号で報告したテクニカルフェスタの際に、別宿から参加の１名を除き全員からアンケートを提出

して頂きました。多かった意見と注目した意見について、簡単にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「多かった意見」について 

ホテル山楽では、玄関を入るとすぐに検温機が両脇に設置され、正面玄関、食堂の前と中、

エレベータ乗り場前などに除菌液が置かれていました。食堂では、通常４名席のスペースに対

角線に２名席が用意され、隣とはアクリル板で仕切られ、各部屋には小型の加湿器が用意され

ました。多くの人が、十分な感染対策がされていると感じたようです。 

行事の目的にコロナ禍に対応した少人数制ですが、多くの面で歓迎されました。通常であれ

ば開催する交流会を望む声があり、次回以降に生かしたい部分です。また、この行事を「続け

てほしい」「友人を誘いたい」といった感想が増え、行事の意義が年々理解されてきていま

す。 

今回、第２週に開催されましたが、多くは積雪量の心配のため、第３週を望む声が目立ちま

した。指導員受検班は、雪上講習が延長され、夕食後の講義もあるため、拘束時間が長いとの

指摘があり、改善や工夫が必要かもしれません。 

 

「注目すべき意見」について 

行事の内容や班分けについての提案があり、新鮮な行事を続けるためのヒントになりまし

た。「講義内容のレジュメがほしい」「毎月開催してほしい」という意見は、この行事で何か

を得たいという積極的な姿勢がうかがわれました。また、初参加の方から他の行事の問い合わ

せがあり、今後の拡大につながるものと思います。一方で、レッスンのやりかたについての要

望や、夕食後の過ごし方については、運営としては耳を傾けるべき意見がありました。 

 

技術に関することや、他にも多くの意見を寄せて頂き、ここには書ききれませんが、今後の開催に生

かし、会員のみなさんが毎年参加したくなるような行事にしていきたいと思います。 

（テクニカルフェスタ実行委員会） 

  

多かった意見 意見数 注目すべき意見

ホテル・運営のコロナ対策がよかった 12 デモンストレーション実施の提案

また参加したい・続けてほしい 9 班分け基準の提案

ビデオ確認がよかった 6 講義内容のレジュメがほしい

少人数講習がよかった 5 毎月開催してほしい

第３週のほうがよい 5 臨機応変な休憩がよかった

交流会なしは残念 4 整列や滑る順番の配慮がほしい

時間割りがよかった 2 楽しい滑りも教えてほしい

時間割りがよくなかった 2 部屋での交流は控えるべき

他の行事の問い合わせ
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申し込みについて⇒ http://www.tokyoskikyo.org/topics/2021bira/20210313shiga.pdf 
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ZOOMによるオンライン会議 

出席者：13人中 12人 

＜主な内容＞ 

１．１月８日～２月７日の日程で、東京都・神奈

川県・埼玉県・千葉県に緊急事態宣言が発出さ

れたことに伴い、総会決定に基づきこの期間の

行事の中止を確認した。加盟クラブの行事につ

いては、東京スキー協として行事の中止を求め

ることはしないが、開催する場合は新型コロナ

感染症対策の徹底をよびかける。 

２．東京スキー協通信２月号の印刷・発送（１月

25日予定）、スキーメイト（１月 28日入荷予

定）の発送については、スポーツ連盟の事務所

在席等の体制を確認し、可能な限り予定通り行

う。 

３．第 47回全国競技大会については、東京スキー

協への申込締切を１月 30日として「東京用の

要項・申込書」を用いて参加募集する。申込方

法は原則メールとする。※後日、中止決定 

４．12月 28日現在の会員登録数 426 名（27クラ

ブ 90％） 

会費納入数 433名（27クラブ 90％） 

公認資格者登録数 87名（29クラブ 100％） 

公認資格者登録料納入 26クラブ（90％） 

５．春のテクニカルフェスタ（３月行事）は予定

通り開催の準備をし、募集も進める。 

６．事務所用に新規購入した 17インチノートパソ

コンへのデータ移行を１月中に行う。 

７．事務所の移転についての検討状況を報告し

た。

 

石打丸山 SL 練習会＋記録会 競技スキー委員会 

日 程： ２０２１年２月２０日(土)～２１日(日)  

場 所： 石打丸山スキー場（新潟県） 

参加費： 21,000円（１泊２食、レッスン料、傷害保険、諸経費含む） 

宿 泊： 飯酒盃（いさはい）旅館 〒949-6373 新潟県南魚沼市上野 271 TEL 025-783-2119 

申し込み/問い合わせ先：Email tokyoskikyo@yahoo.co.jp（競技スキー委員会専用メール） 

詳細・申込用紙 http://www.tokyoskikyo.org/iinkai/gijutsu/2021img/20210220ishiuchi.pdf 

 

編集後記 エビノシッポ 

「先月より週１ですがジムに通っています。来るスキーシーズンに備えてが主たる理由ですが…」と書いた

ところ、局会議で、どんなことやっているか書いてくれ、と言われました。御大層なことを書けるだけの知

識も足前もありませんが、その概要を紹介します。とあるスキーインストラクターの指導の下で、ターンポ

ジションを作る際の体の使い方、とりわけ骨盤と股関節がスムーズに動くようにすることと、可動域を広げ

ることを主眼にしています。やって感じることは、スキーは日常生活ではあまり行わない動きが少なくな

く、毎回股関節がパンパンになります（苦笑い）。蛇足ですがトレーニング後に自転車を 30分ほど漕いで

いい汗かいて、その後のビールが最高です。（芦村） 

２・３月のカレンダー 

２月 行事名 ３月 行事名 

2/4(木) 常任理事会 3/13(土) 関越･関東 B初中級指導員検定会 

2/6(土) 東京スキー競技大会 中止 3/13-14(土日) 春のテクニカルフェスタ 

2/8(月) 競技スキー委員会 〃     指導員研修会（基礎技術） 

2/10(水) 広報局会議 3/17(水) 広報局会議 

2/20-21(土日) 石打丸山 SL練習会 3/20-21(土日) ＳＴＣ＆デモ選（全国） 

2/22(月) 通信発行/総務局会議 3/29(月) 通信発行/総務局会議 

2/27-28(土日) 全国スキー競技大会 中止   

会 議 の 報 告 

第 53 期 第 1 回常任理事会 2021.１.７（木） 

締め切り 

２/11(木) 

http://www.tokyoskikyo.org/iinkai/gijutsu/2021img/20210220ishiuchi.pdf

