
 

一人ぼっちのスキーヤー 

ボーダーをなくそう！ 

みんなでスポーツ権の 

主人公になろう！ 

スキー協の 

モットーです！！ 

みんなで実践しよう 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

  

 

 

 

２１－２２  

スノーシーズンを 

楽しみましょう 
滋賀スキー協会長  村地 兼次 

 

滋賀スキー協の皆さん、長引くコロナ禍でいかがお過ごしでしょうか。 

コロナウイルスの感染拡大も、ワクチン接種が進む中で今のところは

日本国内では落ち着いいていますが、第６波の感染拡大が来るのか、来

ないのか不安な状況です。 

さて、このような状況の中でも、21-22スノーシーズンの始まりとなり

ました。この「スキー協ニュース」が発行される頃には、すでに雪上で実

践を積まれている方もおられることと思います。 

会員の皆さんも、クラブの担当の方から連絡を頂いているかとは思い

ますが、滋賀スキー協としては、このコロナ禍での 21-22シーズンの

「滋賀スノー祭典」は計画をしておりません。残念ですが現在の状況を考

慮しての判断としました。 

皆さん、スノースポーツは降雪の状況にもよりますが、これから 3～4

ヶ月が勝負です。 

まだまだ続くコロナ禍ですが、感染

対策をしながら「いけるところに行き、

できる時に出来ることをやる」という

気持ちを持ちながら、大いに 21-22

スノーシーズンを楽しみましょう。 

「いけるところに行き、 

できる時に出来ることをやる」 
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Ｎｅｗｓ滋賀県勤労者スキー協議会 
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 シーズン到来！エンジョイスノースポーツ 
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滋賀スキー協 各クラブ行事紹介 
〈With友スノースポーツクラブ〉 
クラブ員は、家族会員を含め 11人ですが、宴会要員が過半数で、クラブ行事に参加するのは 3～4人

なので、小回りのよく効くクラブです。 

12月～4月まで毎月 1回、スキーツアー（志賀高原、八方）を計画したり、スキー協の行事に参加した

りして、レベルアップに励んでいます。OFFシーズンも、集まり楽しんでいます。滋賀スキー協の技術部長の

池田さんが居るので、あらゆる場面でワンポイントスキーレッスンが繰り返し受けられて、ドンドン上達して

いきます(そんな魔法にかけられて、そんな気持ちになってしまいます)。 

スキーが好きで、お酒がもっと好きな人、高齢者も大歓迎です。    記 藤崎正二 

＜ブラッファーズＳ.Ｓ.Ｃ＞ 
今シーズンのテーマ『出来る出来ないではなく、やるかやらないか』  

■２１－２２シーズン行事 
年月 日 行事予定 場所 

2021 年 12 月 29 日 年末練習会 未定 

2022 年 01 月 03～04 日 

 

08～10 日 

初滑り＆グループレッスン講習 

 

パウダーフェス in 乗鞍高原 

志賀高原スキー場 

宿：ホテル大六 

Ｍｔ.乗鞍スノーリゾート 

宿：美鈴荘 

   02 月 23 日 日帰りスキー ジャム勝 

03 月   26～27 日 春スキー 野沢温泉スキー場 

宿：Land Haus あぜがみ 

05 月   03～04 日 鳥海山大滑降 鳥海山 

宿：ホテルまさか 
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 〈ふるさと s.c.〉 2021～2022シーズンクラブ行事予定 

 

2021/10/23

（土） 
第 40回ふるさと記念総会 9名の参加にて開催済み 

1 
11/20（土）～

21 
りんご狩り（1泊 2日） 8名の参加にて開催済み 

2 12/末 近隣 日帰りスキー   

3 
2022/1/8

（土）～9 
岐阜スキー&新年会 

  

 
  （クラブ補助金あり）   

4 2月 上旬 クラブ創立 40周年記念例会   

 
  

豪華に安比？ 

or お手頃な岐阜？ 
  

5 3月中旬 鳥取方面のんびり温泉ツァー   

 
  （1泊 2日）   

6 7月 夏の飲み会   

7 ９月～10月 第 41回 ふるさと総会   

    

 〈ドルフィン s.s.c.〉 2021～2022シーズンクラブ行事予定 

 

2021/９/１８

（土） 
第２６回ドルフィンｓｓｃ総会 １１名の参加にて開催 

1 ９/１９（日） 芋掘り例会 １８名の参加にて開催 

2 1０/２ 流しそうめんサイクリング ８名の参加にて開催 

3   １１／１２(金) 七尾山登山 ４名の参加で開催 

 
  長浜市の山   

4 １１／２１(日) かぶと山～横山城跡登山 ５名の参加で開催 

 
  米原市の山   

5 １２／３０(木) 日帰り例会 募集中   

 
  近隣のスキー場で開催予定   

6 
2022/1/8

（土）～１０(月) 

志賀高原ツアー 

定員１６名で〆切 
  

7 ２／１９～２０ 
やぶはらツアー 

高原荘で宿泊 募集中 
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〈忍者Ｓ.Ｃ＞ 
忍者スキークラブの 21-22シーズン予定ですが、コロナ禍で８月に開催する総会ができてお

りません。ようやく、12月 12日に、第３４回の総会と、懇親会を開催することになりました。総会

は会員全員が参加して、21-22シーズンの予定と、今後のクラブ運営について決める予定です。 

また、内容が決まれば連絡します。 →忍者Ｓ.Ｃの行事は「臨時号」でお知らせします。 

全国技術部会特別報告 
11月 27.28日、志賀高原熊の湯スキー場にて全国技術部会が開

催されました。滋賀県からは、全国技術部長の野瀬、ブロック技術員の

池田が参加しました。今シーズンのテーマである、「切り替え技術を学ぼ

う」を検証しました。各地からのバリエーションの披露や、教程技術の検

証をしました。今回講師ウエアも新調し、大雪の中、実りある部会となり

ました。中央研修会や関西ブロック初滑り、県の練習会で伝達させて頂

きます。 乞うご期待！                            池田 和文 

滋賀スキー協 各部 行事紹介 
各クラブ員の積極的な参加をお待ちしています！！ 

〈基礎技術部〉 

①滋賀スキー協年末強化練習会 
（主  幹） 基礎技術部 

（内  容） スキー教程を正しく学びレベルアップをめざします。 

（募  集）  滋賀スキー協会員限定 

（日  時）  2021年 12月 29日（水）  

（場  所） 未定 滋賀県近郊、雪の状況により設定します。 

（申し込み）  2021年 12月 19日までに、クラブでまとめて池田までメール連絡ください。 

（参 加 費）  2,000円 

（備  考） 指導員研修修了単位は取得できません。 

       場所、時間は、クラブ代表者を通じて連絡させて頂きます。 

②関西ブロック レベルアップ・指導員養成・研修会同時開催 
（主  幹） 関西ブロック協議会 

（内  容） 会員の皆さんや一般参加の方にスノースポーツを楽しみながらレベルアップ出来るコ

ースを設定、同時開催として初級・中級指導員養成と指導員研修をおこないます。               

（日  時）  2021年 12月 17日（金）～19日（日） 

（場  所） 志賀高原 一の瀬ファミリースキー場 

（申し込み）  2021年 12月３日までにクラブの事務局に連絡してください。 

（参 加 費）  ３日コース 30,000円 ２日コース 19.500円 

（備  考） 詳しくは、クラブの事務局まで問い合わせください。 



 

 

ページ 5  

〈ＢＳ(バックカントリー) 部〉 
①パウダーフェス in 乗鞍高原 
多彩なコース設定！ 受講の選択は自由！ 

勿論、フリー滑走もあり！ ボードもＯＫ！  
パウダーを楽しみましょう！ 初心者大歓迎！ 

あなたの楽しみを山スキーリーダーがサポートします！ 
●期 間：１月８日(土)～１０日(月) ２泊３日 
●場 所：乗鞍高原スキー場 

●宿  ：美鈴荘 

●参加費：27,000円（講習費、宿泊代、保険代、諸経費） 

全国スキー協 大滑降交流会 in 鳥海山 
②鳥海山大滑降 
●期 間；２２年５月３日(火・祭)～４日(水・祭) １泊２日  

●宿泊先；ホテルまさか 

●参加費； 15,000円（宿泊代、救出基金、諸経費） 

No コース 概要 内容 備考 講師 

①  
Ａコース スキー協指導員 

基礎・応用研修 
8 日；教程の技術伝達 
9 日；バリエーションレッスン＆応用研修 

 
小回り 

森 康夫 

②  Ｂコース ゲレンデ 
基礎・応用講習 

8 日；Carving Turn vs Skidding Turn  
9 日；秘技 親指ターン 

10日；総合滑走 ロングコース 

ズラシに軍配！ 本当？ 
え～。。 何それ？ 
急斜・小回りにも挑戦！ 

藤田 信 

③  Ｃコース 山スキーリーダー 
養成・技術研修 

8 日；安全の為のコミュニケーション 
9 日；人に伝える E＆S 

10日；第１回山スキーリーダーミーティング 

Enjoy＆Safety 
シール必要 

島崎 成利 
他数名 

④  Ｄコース パウダー基礎講習 
(初心・初級ﾚﾍﾞﾙ) 

8 日；パウダーを楽しく滑るテクニック 
9 日；シール登行 

10日；色んな斜面を安全に滑るテクニック 

 
シール必要 

福田 洋吾 

⑤  Ｅコース パウダー応用講習 
(中級ﾚﾍﾞﾙ以上) 

8 日；板に頼りたいけど頼らない“基本～応
用” 
9 日；シール歩行 

10日；リカバリーの宝石箱やぁ～～ 

 
シール必要 

三上 環 

⑥  Ｆコース テレマーク基礎 
講習 

8 日；後ろ足操作 
9 日；スピードコントロール 

10日；F コース＆G コース合同滑走 

 経塚 茂 

⑦  Ｇコース テレマーク応用 
講習 

8 日；アルペンスキーｖｓテレマークの対比 
9 日；シール歩行＆深雪滑走 

10日；F コース＆G コース合同滑走 

 
シール必要 

堀内 義雄 
 

⑧  Ｈコース ネイチャースキー 
講習 

8 日；ネイチャースキー板のターン練習 
9 日；雪上車又は歩きによる散策 

10日；ネイチャースキーの楽しみ方 

ネイチャー板をレンタル 
雪上車利用の場合、追
加料金有 

奥田 信也 

⑨  Ｉコース フリー滑走 ゲレンデ内を滑走の事 ゲレンデ外を滑りたい場

合講習に参加下さい 

－ 

⑩  Zoom 

講習  

スキーに必要な 

ストレッチ 

8 日；ミラクルストレッチ No.1 

9 日；ミラクルストレッチ No.2 

PM１９時～開催 

PM１９時～開催 

島崎 成利 
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〈競技部〉  2021年度競技部予定行事報告 

 関西ブロック 
 

① 関西ブロックポール練習会 
2月 5日～6日 
氷ノ山国際スキー場常設バーンで開催予定 

② 関西・東海ブロック合同競技大会 
3月 12～13日  
[会場]野麦峠 [主管]兵庫 
東海ブロック準備会のオンライン会議に参加：小山・中岡・和田 

  

全国 
 

①  全国 48回競技大会 
2月 26～27日 [会場]湯の丸高原 [主管]関越 
51回・52回：関西ブロックが主管予定。 

②  セッター養成・検定会・研修会 

   4月 16日～17日 野沢温泉スキー場 宿舎：ヴィラサウスふじ 

                                           お問い合わせ先 競技部長 竹山誠一 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追伸 今回全国技術部会の特別報告をしていただきました。クラブ員のみなさんにお知らせしたい

ことやお願いなどがありましたら連絡ください。スキー協ニュースにてクラブ員のみなさんに連絡

させていただきます。第 22号の発行までに、臨時号(忍者 S.C行事を掲載)を１２月２０日頃に

発行予定です。それに間に合う記事がありましたら、北村まで投稿してください。 

〈編集後記〉   

●21-22 シーズンが始まりました。寒さも本格的になり、今シーズンは雪も期待でき

そうです。本号は、各クラブ・各部の行事を紹介する内容にしています。コロナ禍で

すが、「いけるところに行き、できる時に出来ることをやる」という会長の言葉のよ

うに、スノースポーツをエンジョイしましょう。ぜひ、他のクラブとの交流も図りス

ポーツの輪を広げていきましょう。 

●次号は、「クラブ行事で盛り上がろう」のテーマのもと、３月発行予定です。 

・スキー技術ワンポイントアドバイス〈基礎技術部〉 

・スキー教程のここがすごい〈野瀬デモ〉 

・スキー場耳寄り情報〈有志募集 ふるって投稿願います〉 

・各クラブの行事報告〈終わっている行事の様子〉 

※いずれもＡ４半分程度の文章(word で)、写真付きでお願いします。 

原稿〆切は、２月末です。各クラブの事務局の方お世話になりますがよろしくお願

いいたします。（北村 浩士） 


