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新年、あけま

しておめでとう

ございます。 

新型コロナウ

イルスの感染が

広がる中で、マ

スクに手洗い、

消毒の生活が続

いています。学校や福祉施設での感染も収

まらず、厳しい生活が余儀なくされていま

す。一日も早く安心できる環境になって欲

しいものです。 

世界的にはコロナの感染に加えてロシア

のウクライナ侵攻が続いており、武器によ

らない平和を願う国際的連携の動きが今こ

そ強められる時と思います。加えて日本で

は平和を求める国民的な願いに反して、防

衛力増強の予算処置へと大きく舵を切ろう

としています。世界平和に向けて憲法の定

める平和主義に沿った政策の推進が強く求

められています。世界に誇れる平和憲法の

精神を広げる政治であってほしいもので

す。 

昨年はサッカーのワールドカップでの日

本代表チームの活躍と数々の熱戦がスポー

ツの素晴らしさと高みに挑む選手たちの技

術力を大きく広げたものと思います。サッ

カーのみならず、スポーツの持つ可能性へ

の挑戦に対する共感が大きく広がったもの

と感じています。この面からもワールドカ

ップの輝きは「ブラボー」なのだと思いま

す。感染防止対策を取りながら、スポーツ

や文化的行事の安定的な開催に向かうこと

を強く願っています。 

スポーツ連盟傘下でも屋外種目を中心に

大会等の広がりがみられています。道内で

も豊平川河川敷でのランニングクラブの月

例ランが１００名を超える参加者で行なわ

れています。この取り組みの成功から、開

催に対する期待の大きさが伺えます。全

道、全国各地での行事開催の努力と工夫に

学びながら、クラブ例会や道スキー協の取

り組みを継続、発展させたいものです。 

２月の道スキー協主催のカムイリンクス

でのスキーフェスティバルは日帰りでの開

催予定ですが、３月のクラブ対抗スキー競

技大会とともにスキー場の協力を得ながら

準備が進められています。スキーの楽しさ

を広げる催しとして、感染防止対策を取り

ながら、多くの参加者で開催したいもので

す。道スキー協４０周年記念行事として行

われた全国サマーセミナーは大成功で、全

国各地から参加されたスキーヤーの期待に

大きく応えられたものと思います。 

この間、コロナ感染の影響で飲食業や観

光業等の事業展開も厳しく、今なお回復に

は至っていません。コロナ禍の下、物価高

の波が家計を直撃していて、日常生活は厳

しい状況ですが雪に恵まれた北海道の冬の

スポーツ、スキーの楽しさを広める活動に

さらに力を注ぎたいものです。クラブ、会

員の皆様のさらなるご協力をお願い致しま

して新年のあいさつといたします。 
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新年明けましておめ

でとうございます。 

日頃から道スキー

協の諸活動にご理

解・ご協力を賜り、

厚くお礼を申し上げ

ます。 

会員の皆さんにお

かれましては年間を通して魅力あふれるクラブ

運営に取り組まれており、「楽しいスキー」の

普及と「スキー技術の向上」を目標としている

スキー協としても大変心強く思っております。 

振り返ると、昨シーズンもまたコロナの波に

翻弄される一年でした。「常設スキー学校」開

校中止や「第４０回スキーフェスティバル」の

再延期などを余儀なくされました。その一方で

雪不足やコロナで開催を断念していた「第３９

回クラブ対抗スキー競技大会」が、新天地の‟

北海道グリーンランドホワイトパーク”で開催

できたことは、大変喜ばしいことでした。当日

は快晴のもと、ＧＳの種目 1本では物足りない

ほどスムーズな運営ができ、スキー場、役員や

選手の協力のもと競技スキーの普及にも貢献で

きたと思っております。 

また、昨年８月には、４年ぶりとなる「全国

サマーセミナー」も現地会場とオンラインを併

設し開催されました。‟コロナに負けず集え北

の大地に！”と掲げ、スキー技術や地球環境に

ついて学び、そして北海道の魅力を発信し全国

会員とも交流ができ、参加者からの感謝の言葉

には安堵いたしました。改めて皆さんのご協力

に感謝申し上げます。 

ウィズコロナを見据え、心と体の健康を守る

上でもスノースポーツを通して会員間の交流の

大切さが見直されています。感染対策とスキー

協活動を両立し、これまでの教訓を糧に各種行

事を成功させ、これまで以上に外へ向けた発信

も重要と位置付け、クラブへ一人でも多くのス

ノースポーツ愛好者を迎え入れ、２０２３シ

ーズンも共に前進して行きたいと思います。

本年もより一層、会員皆さんからのご支援、

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

皆さんが益々ご健康でありますように祈念

し、新年のご挨拶とさせていただきます。 

本年もどうぞよろしくお願い致します。 

技術部会報告 2022/12/3～4 

(札幌国際スキー場)                        

【道技術部 五十嵐佳葉】 

 前週に志賀高

原で行われた全

国技術部会の内

容を道技術部員

へ伝達し、翌週

行われる初中上

級指導員研修会

が充実したもの

になるよう、技

術部会を行いま

した。 

 雪不足のため前日にやっとオープンした国際

スキー場は大変混んでおり、お天気も悪く視界

不良でしたが、翌週講師を務める 7 名で今シー

ズン取り組むテーマ『切り替えは短く、谷回り

は長く』『角付け・荷重でズレを止め足場を作

る』を研修しました。 

 なかなか集まっての部会が開けなかったの

で、久しぶりに顔を合わせることができ、大変

有意義な研修となりました。 

 

              教育部 小野寺秀子 

12月 10日～11日札幌国際スキー場に於いて、

札幌初中上級指導員研修会（理論・基礎技術）が

開催されました。基礎技術では、今シーズンのテー

マであります「ターン後半の足場を確保し、切り替え

時に前へ出てターンポジションまで行くことで谷回り

ターンにつなげる」に従って、4つのポイント（１切り

替えは短く、谷回りは長く ２なぜスキー協は谷回り

ターン技術を求めているのか ３「ズレるスキー」か

ら「ズラすスキー」への転換、４「角付け」「荷重」）に

ついて重視し、教程種目の滑りを研修しました。講

師は五十嵐佳葉氏、渡辺公平氏、島崎徳明氏、佐

理事長 三浦裕子 
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藤久輝氏、沢口正雄氏、田代敏宏氏。1日だけの

参加を含めて 41名の指導員が受講しました。 

理論研修は、10日 16時より宿泊場所の定山渓

温泉倶楽部錦渓を会場に開催しました。 

最初に全国技術部会での野瀬氏の動画を視聴し、

講師の五十嵐氏より今シーズンのテーマに沿って

その内容を詳しく解

説して頂きました。

質疑応答も活発で、

実りの多い研修でし

た。 

 研修した今シーズ

ンのテーマは、指導

員を通してクラブの

例会等で展開され

ていきます。 

 

指導員研修会に参加して 

岩見沢ホワイトフレンド 秋元篤子 

今シーズンの始まりは「初滑り＝研修」で非

常に疲れた、というのが率直なところでした。

プルークや切り替える前の「足場づくり」のた

めの外脚押し開きと荷重が下肢と股関節周りに

大きな負荷を与え、スキーに慣れていない時期

にトレーニングの習慣もない私にとっては試練

の時となってしまいました。 

指導員は「各要素を言葉で説明し、体で（滑

りで）表現」することを求められますが、それ

は並大抵のことではないと、研修を受けるたび

に思い知らされるのです。それでも回数を重ね

るごとに納得度が高まるのがわかります。 

「足場づくり」でのひとつ多くなった引き出

しを活用し、クラブの仲間と一緒にスキーを楽

しく滑り、さらに上達し、表現力を高めたいと

思いました。 

 

『スキー指導員研修会』の感想   

 NMF スキークラブ  大脇徳芳 

１２月１０日（土）～１１日（日）行われた研

修会例年参加しているが今年は日帰り参加だっ

たので、雪上研修のみの感想です。 

雪質、天候とも良好だったので、研修会の効果

は上がったと思う。佐藤久輝講師の班だ

った。講師の説明はわかりやすく親切だ

ったので、心地好く講習をうけることが

できた。 

 例年だがこの講習を受けると、体力が

少なくて滑れるようになると実感してい

るので、進んで受けるようにしている。

ポイントになる点をしっかり正確に滑ること

が、いい加減になる、即ちやっているつもりで

も癖があったりで甘くなっているのだと自覚し

ている。「目合わせ」も大変為になる。 

 もう一つ８７歳の年齢になって、年齢との闘

いである。体力の衰えのスピードは経験してい

ないスピードなので驚いている。２０年位前、

指導員が転ぶのを見て驚いたことがある。スキ

ーの技術ではなく体力（筋力）が必要なスポー

ツなんだと納得した。５年位前に、体力が落ち

ていることを実感して、夏から２～３キロの距

離だが、ストップウオッチを持ち、ジョキング

して、心肺機能と脚力を付けることを続けて

る。 

体力維持に努めなければスキーは大変危険なス

ポーツになると思っている。 

 

スカディスキークラブ 本田 章 

 二日間の指導員研修会は、大変有意義なもの

でした。今回のテーマは、「谷回りをつくる」

という事です。そのために、①「プル―クから

外脚を伸ばして、山側に開いて谷回りを作る」

これは、初歩のパラレルターンでもベーシッ

ク、洗練のパラレルでも一貫していること。②

「谷回りは長く、切り替えは短く」そのため

に、開きだしはフォールラインを過たらすぐに

③「『ズレる滑り』から『ズラす滑り』に」「角

付けと外脚の荷重でズレを止めてカービング」

これらは、何気なく滑っていた私には、まさに

「目からウロコ」でした。雪上でも、宿泊所で

の座学でもこれは一貫したものでした。2022

－2023 のシーズンテーマは「ターン後半の足

場を確保し、切り替え時に前に出てターンポジ

ションまで行くことで谷回りターンにつなげ

る」です。 

 二日目の目合わせで、私はベーシックパラレ

ルターンを実演する機会を得ました。練習では

時には上手く出来ている事でも、本番では緊張

もありなかなか思うようにはいきませんでし

た。貴重な、良い経験になりました。2 月の受 

験に向けて、確実に表現できるようにしっかり

練習していきたいです。 
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12 月 17.18 日サホロリゾートスキー場で指導

員研修会を受講して。      

大平原スキークラブ 石原まゆみ 

① 切り替えは短く、谷回りは長く  

② なぜスキー協は谷回りターン技術を求めて

いるのか  

③ 「ズレるスキー」から「ズラすスキー」へ

の転換  

④ 「角付け」と「荷重」についてをポイント

にした研修会でした。 

初歩パラ Ⅰ 、山脚の開き出しからターン

してズレを止める。初歩パラ II 、開き出し

から谷脚荷重でスキー板が揃ってくる。ベ

ーシックパラ、谷回りを長くとりカービン

グスキーの特性を生かしたターンとしっか

りとした角付けをし外脚荷重と外傾でズレ

を止める等丁寧に指導していただきまし

た。指導員研修会に参加して夜は三上さん

に撮っていただいたビデオを見ながら講評

していただきました。 自分の苦手や欠点

はなかなか改善されませんが研修内容も頭

に入れながら今シーズンも楽しみながら頑

張りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ポール練習会 

日時：2 月 26 日(日)8:30 集合 9：00～15：00 

場所：北海道グリーンランドホワイトパーク（岩見沢） 

参加費：1500 円（応用研修を兼ねる） 

申込はクラブごとに競技部 大野まで（メール or 携帯電話） 

申し込み締め切り：2 月 6 日(土) 

競技大会と同じバーンでポールを張る予定です。 

 

第 40 回クラブ対抗スキー競技大会 

日時：2023 年 3 月 5 日（日）9：00 受付開始 

場所：北海道グリーンランドホワイトパーク（岩見沢） 

競技種目：大回転（1 本） 

参加費：大人 3400 円、中・高校生 2400 円、小学生 1900 円（リフト代 1400 円含む） 

申込み：クラブごとに大野宛メールまたは金浜宅 FAX へ 

参加費振込先：北海道勤労者スキー協議会 郵便振替 02700-7-48231 

（ゆうちょ銀行（店番）279（店名）二七九（預金種目）当座（口座番号）0048231） 

申し込み締め切り：2 月 11 日（土） 

実施要項を確認の上どちらも奮って、ご参加ください！！ 

＊＊＊各部からのお知らせです＊＊＊ 

スキーフェスティバル実行委員会より 

参加申し込みの締め切り日は２０２３年１月１８日です。 

詳細・参加料はチラシを確認の上早めに申し込みお願いいたします。 


