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17 クラブ、41 名のエントリーがあり、初めて導入され

た「セルフジャッジ」も順調に進行されました。１日目

は通常のタイムレース、２日目は申告タイムレース。残

念ながら、特別賞として用意していた申告タイムの「ピ

タリ賞」は該当者なしでしたが、一本目滑走後のタイム

申告時の思惑は様々でした。表彰式・交流会も復活し、

競い合いの結果を参加者全体で称え合い、近況を報告す

る場となり、クラブを基礎にした活動の重要性をあらた

めて感じる機会でした。大会を継続していくことは簡単ではなく、これが正解と言える対応はないのか

もしれませんが、今後とも仲間の協力を得て答えを見つけていく必要があるように思います。 

（大会実行委員会） 
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シーハイル、２連覇！！ 

安定のスラローム！ 

躍進のまっくろけ！ 

第４７回 東京スキー競技大会 2023/２/４-5 舞子スノーリゾート 

写真撮影：高橋豊明 

緊張のスタート前 

表彰式の笑顔 

完走しました！ 

クラブから応援も 

mailto:tskikyo.koho@gmail.com
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女子３部 小川道子さん 

男子３部 宮森重雄さん 
男子１部 横川一星さん 

女子２部 添田陽子さん 

写真は順位とは 

関係ありません 
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杉村雄一さんインタビュー（舞子スノーリゾート大会会場にて 2023 年 2月４日） 

第４７回東京都勤労者スキー競技大会、1 日目表彰式後に杉村雄一さん（こなゆき：御年９０歳）

にお聞きしました。聞き手：小柳光雄（広報局） 

 

Ｑ：90 歳にして、本日、東京競技大会に出場されましたが、滑りはいかがでしたか？ 

Ａ：滑りは 50 点、特にスタート地点の段差にビビッてしまったこと。「みんなが楽しむ」っていう

セットになっていないのが残念。技術の追求じゃなくて、「みんなが競技スキーの大回転を楽し

む」っていうのだったら、スタート地点からやる気を起こさせるようなセットをするべきじゃない

のかな。自分に弱みがありながら相手のせいにするというのはまずいけれど、検討してもらえれば

うれしい。 

Ｑ：９０歳のこれまで長くスキーに関わってきて思うことは何ですか？ 

Ａ：一つは、若いころオーストリアのトニー・ザイラーに憧れて、スキーの技術を上げたいというのが

一番の目標でしたね。あとは、スキーをやることによって雪を通して大自然とのふれ合いが大き

かったので、それを楽しみながらやっていましたね。それと、スキーを続けることによって仲間が

いたってことですね。最近は、私と同じ年頃の人たちが老齢によってスキーをやらなくなってきて

いることが一番寂しいことです。 

Ｑ：東京スキー協の競技大会が４７回を迎えたわけですが、今後のスキー協に期待すること、あるいは

こうあってほしいと思うことは何ですか？ 

Ａ：以前と比べて今はスキーにお金がかかりすぎて、資産がない人はスキーをできない状況になってい

ますよね。その辺は、個人の問題ではなくて、「スキーがだれ

でも楽しめる」環境となっていない。それを思ったのは、ヨー

ロッパに旅行に行って、国が「ウインター週間」を設定して、

家族ぐるみでスキーができる休暇を国が与えているということ

を知って、進んでいるなと思いました。あとは、「民宿」とい

うのがどこでも普及してきましたが、年取った人への設備が

整ってくれば、もっと参加しやすくなると思います。あと、子

どもたちは、塾通いにかまけるため、スキーなんてものは端っ

こに寄せられてしまっている。経済環境や教育環境が違うこと

ではなく、だれでもスポーツを楽しめる環境づくり社会づくり

が必要なんじゃないかと思うのです。  

Ｑ：来年も参加されますよね。 

Ａ：いやあ、あんなところ（スタート地点）でビビッてミスする

なんて。出たい気持ちはあるのですが、心身との相談です。 

 

全国スキー協公認 セッター養成検定会・テストランのご案内 

日頃から競技スキーに取り組んでいる皆さんが、アルペン競技の旗門セットに関する技術だけでなく競

技運営についても深く学び、競技スキーの楽しさ、素晴らしさを多くのスキー愛好者に広めることを目

的として、公認セッターの養成検定・研修会を行います。（有資格者の研修も合わせて開催されます） 

日程：2023 年 4 月 22（土）～23 日（日） 野沢温泉スキー場 

宿泊：ヴィラサウスふじ（〒389-2502 下高井郡野沢温泉村豊郷 5005-2） 

実技研修（研修／養成：雪上ポールセット・理論） 

実技検定会及びペーパーテスト（雪上ポールセット・ペーパーテスト） ※当日の合格発表 

※詳細・申し込みはこちらでご確認ください⇒ http://www.mmjp.or.jp/wsaj/ 

締め切り３／31 
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５０年目の同期会 

東京スキー協  副理事長 星野 昌弘 

 

 

昨日２月 18日の午後５時から新宿の某居酒

屋でＨ大学 50 年目の同期会が開催された。新

型コロナの影響により実に 3 年ぶりの同期会

であった。私達Ｈ大学の同期会は、入学した

1972 年の夏に教養課程のクラス会のメンバー

が主体となり、栃木県奥日光でのサマーキャ

ンプが始まりであった。その後毎年同期会を

開催してきたが、今となっては語り草になる

かも知れない苦労の連続であった。開催した

当初は全国から集まった関係でどんな人がい

るのか興味深々だったが、しだいに回数を重

ねるうちにマンネリ化してしまい、ついには

開催できなくなるというのが通例である。し

かし、わが同期会は何と卒業してからも毎年

開催し、今年 45 回目の同期会開催となった。

新型コロナの影響で３年ぶりの再会でも 10名

の仲間が集まった。 

会が継続できた理由は、①毎回何か一つ記

念品を用意 ②欠席者は当日電話で参加して

もらう ③近況報告を一人ずつ必ず行う ④

同窓会ニュースの発行 ⑤息の合った仲間同

志での国内・海外旅行の実施、などしてきた結

果であると思われる。特に今回開催に向け力

を入れたのは、私たちの卒業したＨ大学社会

学部が昨年創立 70 周年を迎えたことと、我が

同期会が 50年目の節目の年なので何としても

開催したかったからである。ちなみに今回用

意した記念品は、年にあわせて眼鏡を調整す

るねじ回しセット、そして話を盛り上げる小

道具として 50年前の思い出のキャンプ場の白

黒写真 30 数枚の入ったアルバムであった。 

今回の同期会の話題は、思い出の写真をネ

タとして年齢からくる健康問題に関心が集ま

り、大いに盛り上がった。そして当然ながら２

次回はカラオケで懐かしい学園時代の歌を声

が枯れるまで熱唱し、最後は肩を組んで校歌

を斉唱してお開きとなったのである。さて、東

京スキー協は 50周年を迎え今後どのように継

続・発展するのか楽しみでもあり、心配でもあ

る。

2023シーズン、まだまだ滑れるぞ！ 

競技スキー委員会 春のレッスン３連発 
ポールに入りたい人も、基礎練習をやりたい人も、ワンランク上の滑りを手に入れよう 

ポールに入りたい人に（三増健一コーチ） 

➢ 志賀一ノ瀬 GS ポールレッスン 日程：4/1（土）- 2（日） 場所：志賀高原 参加費：24，000 円 

春とは思えない雪質の志賀高原。競技経験者も初心者もコーチの的確なアドバイスで上達間違いなし。 

平日にみっちり基礎練習をやりたい人に（吉岡大輔＆中村浩章コーチ）  

➢ 平日スペシャルレッスン 日程：4/12（水）- 13（木） 場所：かぐらスキー場 参加費：29，000

円    ポールを使わないゲレンデ基礎レッスン、少人数でみっちりやります。今年も大ちゃん＆ヒロ

の雪上口上をお楽しみに！ 

まだまだＧＷも滑りたい人に（三増健一コーチ） 

➢ 志賀一ノ瀬 GW ポールレッスン 日程：4/29（土）- 30（日）場所：志賀高原 参加費：26，000 円     

待望のゴールデンウィークレッスン開催、ポールトレーニングは雪の良い AM に、午後は基礎練習＆

温泉。春のあたたかいゲレンデでコーチと楽しくレッスン。シーズンの仕上げにどうぞ。日曜日の早

朝には SL レッスンも(別途 4,000 円要) 

 詳しくは東京スキー協ホームページをご覧ください  http://www.tokyoskikyo.org/index.htm 

http://www.tokyoskikyo.org/index.htm
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東京スキー協 第１回山スキー教室 

「かぐら峰コース」を終えて   担当:日野風花 島崎成利 

2023 年１月 21 日（土）10:30 ロッジみつまた宿集合、22 日（日）現地 14:00 解散で行われた。参加者

５名、リーダー１名。21 日は強風に見舞われ、朝はみつまたエリアのみ滑降可能という状況。集合の後、

持ち物や装備、服装など打ち合わせ後に出発。みつまたロープウェイを降りたところから、現場での講習

を開始した。体操後、みつまた第一高速リフト脇の沢沿いをシール登行で 30 分登った。シールの取り扱

いや歩き方、雪崩地形などを行動しながら説明。その後、ファミリーコースを滑り、かぐらゴンドラで

“かぐらエリア”に移動した。和田小屋で昼食兼休憩をとった。予定では林の中の非圧雪斜面を滑ろうと

も思ったが、今シーズン初めてのスキーという方がい

たので、無理せず、３時過ぎにはゲレンデを滑り下山

した。 

２日目は早めに宿を出発、２班に別れそれぞれが林

の中のパウダーを滑った。初滑りの方も滑りにスピー

ドが出て、パウダーの中でも動きが良くなってきた。

第五ロマンスリフトに乗ろうと思ったが大混雑。かぐ

ら第一高速リフトを降りたところから、シール登行を

はじめ下の芝のノートラック斜面を全員で滑り降り

て、田代コースに終着。全て終了！天気も回復し最高

の一本で締め括った。雪崩、装備、滑りなどの入門コー

スとしてはまずまずのスタートを切っていただいた。 

 

第 36回春休みスキー教室 
主催：三多摩 6 スキークラブ実行委員会 

（モルゲンローテ、多摩プレアデス、日野風花、雪舞、町田シャスネージュ、すとっくいらず） 

◆日 時：2023 年３月 24 日(金)夜出発～27 日(月)夜帰着 

◆募集定員：45 名（大型バス 1 台） 

◆宿 泊：ホテル山楽 〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬 TEL:0269-34-2217 

◆参加費：大 人 39,000 円(中学生以上）小学生（スキー経験あり）29,000 円 

スキーをする幼児 13,000 円 

◆バスの出発時刻と場所（3 月 24 日金曜） 

①午後 7 時：多摩センター駅 

②午後 7 時 30 分：立川駅北口 

③午後８時：京王八王子駅 

◆申し込み方法 締め切り：３月 10 日（日） 

・右の QR コードを読み込んで申し込みます。 

・読み取り環境がない人は、下記メールまで。 

subaru1123@adagio.ocn.ne.jp 

・申し込み後、確定の連絡があるまで参加費の振

り込みはお待ち下さい。 

子どもたちには、「雪中たから探し」、「ピッタシカンカン」（自己申告タイム当て）のゲームを用意して

います。 

mailto:subaru1123@adagio.ocn.ne.jp
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東京スキー協 第２回山スキー教室 

安達太良山スキー教室報告 

２月なのにグズグズの雪、だけどそれなりに楽しみました！ 

２月 11 日と 12 日に第２回山スキー教室を開きました。今

シーズンは昨シーズンまで行っていた湯ノ丸から福島の安

達太良山へ舞台を移しました。数年前に山スキー教室を行っ

ていたのですが、その時分と違ってロープウェイが冬場は運

行されずリフトトップからの行動となりました。 

参加者５名、リーダー含めて６名での行動でした。２月 10

日の金曜日は東京にも雪が降るなか前夜からペンション

シャンカーに集合。前日に降った雪に期待を込めてあだたら

高原スキー場に移動、ゲレンデでま滑降練習、参加者の滑り

に問題ないのでリフトを乗り継ぎゲレンデの最上部からシールを装着して登高、登山道に沿ってラッセ

ル登高、途中から下からの登山者のトレースと合流、斜度が緩やかに

なったところ、ロープウェイ山頂駅の薬師岳山頂に到着。出発時間が

遅かったので気温が高く、雪がグズグズなのでシールを外して滑降。

しかし、雪が少なくブッシュが出ていて滑りにくい、しかも雪質は 4 ㎝

ぐらいが硬くその下はグズグズでターンが難しく急斜面の滑りに苦労

する。雪崩の跡の急斜面を慎重にトラバースして樹林帯を抜けゲレン

デに出たときはくたくた、ゲレンデを下りペンションで心のこもった

もてなしでゆったり。 

２月 12 日はゲレンデ横の登山道をシール登高で、勢至平、くろがね小屋方面に向けて登る。登山者が

数多く登っているのでトレースがついている。途中で登山道と馬車道に分かれ我々は馬車道を登る。勢

至平の分岐前で時間にもなったので滑降開始、前日以上に気温が高く林に入っても雪が悪く滑りにくく

途中から登ってきた馬車道を滑降。ゲレンデが見えて

きたのでゲレンデに出て下山。その後、スキー場の近く

の温泉で汗を流してペンションに戻り全員無事に終了

し解散。 

以前より雪が少なくロープウェイも運行されていな

いが、雪の状況が良ければ、コースを選べてもっと楽し

めると感じた教室でした。しかし、2 月とは思えない気

温で雪がグズグズだったのは残念でした。これも気候

変動の影響でしょう。少しでも改善するように活動を

強めましょう。（記：吉田安信） 

 

舞子ＧＳポールレッスン 
2023 年１月 21〜22 日 舞子スノーリゾート 

恒例の舞子 GS トレーニング、２日間 10 名の

参加で実施されました。降雪から晴れ間と、２日

間とも目まぐるしい天気の変化でしたが、バーン

コンディションにも恵まれ、ゲートをくぐる基本

動作の確認を中心に充実した練習会となりまし

た。（競技スキー委員会 矢吹 健） 
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Zoom によるオンライン会議 出席 8 名/11 名 

報告・討議事項  

１．第 47 回東京競技大会について 

1) 参加人数：1 日目 40 名（14 クラブ／チー

ム） ２日目 26 名（９クラブ／チーム）※一

般参加含む 怪我人なし。行事収支は赤字の

見込み。大会運営費カンパを訴え、約 48,000

円が集まった。 

2) 舞子リゾートから来季以降の大会開催は受け

入れできないとの話あり。来季の大会のため

に、舞子から紹介されたシャトー塩沢への連

絡、クレブに相談し、その結果を次回の常任

に報告できるようにする（矢吹、出崎、市

川）。 

3) 参加者 40 名を常任としてどう評価するか、

次期の大会をどうするかを６月の総会で示す

必要がある。 

２．第 49 回全国スキー・スノーボード競技大会 

東京の参加申込状況：14 名（８クラブ） 全

体では 60 名 

３．春のテクニカルフェスタについて 

申込締切２月 17 日（金） まだ申込が少ない

ので、各クラブで呼びかけを。 

４．第 4 回理事会（３月 23 日）について 

・報告事項：テクニカルフェスタ（12 月）、東

京競技大会（2 月）、春のテクニカルフェスタ

（3 月）概要、50 周年誌について、 

・討議事項：新しい動き（三多摩６クラブ合同行

事など）、組織拡大経験交流会を受けての動

き・会員拡大経験、コロナ対策、東京競技大

会、行事で新しく取り入れたこと・工夫したこ

と、昨年に比べて行事回数・参加者を増やせた

か（＊これらを視点に各クラブから報告しても

らう）。 

５．東京スキー協 50 周年誌について 

一部未完成。6 月の総会での配布できるよう、

5 月完成を目指す。クラブ紹介は掲載せず。最

近 20 年の主要行事の写真を集め掲載する。ク

ラブ紹介に代わるものとして、各クラブに掲載

してほしい写真の提出を呼びかける。 

６．広報局からの報告・討議事項 

３月号の内容について確認。特に意見なし。 

７．事務所のノートパソコンが故障 

1 月 28 日に全く起動しなくなった。出崎が修

理の連絡をとり、修理依頼する。データのバッ

クアップについて各部局に確認が必要。 

８．3 月常任理事会の主な議題： 

①第 4 回理事会（3 月 23 日）について ②総

会議案の準備について ③その他 

 

３・４月のカレンダー 

編集後記 エビノシッポ  

元々、自分自身の生活信条として「健康第一」があるのですが、還暦を過ぎて（スキー協ではまだまだ若輩者です

が）益々その大切さを感じる日々です。コロナ禍の環境下で「這ってでも出てこい」などと言う語彙が完全に「死

語」になった現在、職場では「雇用延長」の立場で人手不足の対応に追われています（笑） （yabuki） 

３月 行 事 名 ４月 行 事 名 

1 日(水) 常任理事会 1-2(土日) ＧＳポールレッスン 

4-5(土日) 春のテクニカルフェスタ 5 日(水) 常任理事会 

〃  指導員研修会（基礎） 8-9(土日) 全国技術部会 

〃  ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ FN・ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ指導員検定会 12-13(水木) 平日スペシャルフリーレッスン 

11-12(土日) 乗鞍岳山スキー教 15-16(土日) セッター検定会・研修会 

12(日) 関越 B 初・中級・上級指導員検定会 23(日) 教育技術局会議 

14(火) 広報局会議 〃 公認資格者合格を祝う会 

18-19(土日) STC＆デモ選 29-30(土日) ＧＳポールレッスン 

23(木) 理事会④ 27(月) 通信発送/総務局会議 

25-26(土日) 東京技術部シーズンファイナルキャンプ   

28(火) 通信発送/総務局会議   

会 議 の 報 告 
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