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滑るのは気持ち良い！

https://sik.arts-k.com

No.7　２０１９・１１

特別講演　スキーブーツの選び方

特集　少年少女発明クラブ

指導員会　新会長　挨拶

クラブ紹介

歓迎！！新しい仲間

会員特典・Hot&Hot

行事紹介・参加レポート
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新任の挨拶

神奈川県スキー指導員会
　　　会長　水島　三千夫

　指導員会に来ないか、楽しいぞと故古郡敬
一先生に誘っていただいたのが切っ掛けで
平成１３年から神奈川県スキー指導員会に
お世話になって、早くも１８年の月日が経
ちました。この間、スキーを通して諸先輩
や仲間など沢山の方々との出会いは私の人
生にとって貴重な指針と財産になりました。
皆様から賜りましたこの貴重な財産をこれ
からは、スキー界活性化のために活かして
参りたいと思います。具体的には、会員の
皆さま、神奈川県スキー連盟、各協会・ク
ラブ、全日本スキー指導者協会などとの「連
携」を大切にして、誰もが参加しやすい開か
れた会、そして参加した皆様から「楽しい！」
といっていただけるような運営を心がけま
す。そのためには、まずは、役員がスキー
ライフを楽しむこと、その楽しさの輪を広げ
ていくことによって、ジュニア層には次世
代を担う後継者が育ち、シニア層には生涯
現役として長くスキーライフを楽しんでい
ただくことができ、結果としてスキー界活
性化に繋がっていくことになります。 一方、
指導員としての資質の向上も欠かせません。
神奈川県には、幸いにも、屋内のスキー場が
あり年間を通して雪上に立つことが出来ま
す。１３年間毎月開催しているスキー教室
では、初めてスキーを体験するキッズ（4歳）
から過去にスキーを経験した大人（７０歳）
まで、毎回２０～３０人、延べ９, ０００人
を超える老若男女に指導しています。この
ように、スキーの楽しさを伝える伝道師と
しての資質向上の場も提供しております。
　私事になりますが、２０１０年１月１３
日草津スキー場にて、接触事故により左膝
完全脱臼（前・後十字靱帯、内側靱帯断裂）

し、スキー人生もこれで終わりかと誰もが
思うほどの大怪我をしました。私としては、
指導員会の楽しいスキーライフをもう一度
取り戻したいとの一心で辛いリハビリに耐
え雪の上にたてるまでになりました。これ
からは、生涯現役を目指して楽しいスキー
人生を過ごしたいと思っています。皆さま
と行事でお会いできるのを楽しみにしてい
ます。
　このたび、スキー指導員会の会長を拝命
するにあたり、私で務まるのかと一抹の不
安を禁じ得ませんでしたが、心強い仲間＝
新役員のご支援が得られるものと信じてお
受けすることにいたしました。諸先輩が築
きあげてきた足跡と神奈川県スキー連盟へ
の協力体制を大切にして任務を努めて参り
ますので倍旧のご指導ご鞭撻をお願いし就
任のご挨拶とさせていただきます。
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SIK Gallery

     風花 E　Kazahana （56 ｘ 110）　　相模原市緑区合同庁舎蔵

中森　博文

ジュニアスキー教室　2019/8/24　の様子
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　2021 年に創立 70 周年となる「神奈川雪友」は、
県連初期からの名門クラブとして、その名を記
憶されている方も多いのではないだろうか。
　現在 50 名あまりの会員が、技術向上をはか
りつつ活発な活動をしているが、多くのクラブ
共通の「高齢化、役員のなり手がいない」の悩
みを抱えて、今後の在り方を模索している。
　雪友を語るには、その歴史をごくざっとでも
紹介しない訳にはいかないだろう。
　戦後のスキー界を興隆発展させ、晩年 SAJ 副
会長の要職を務めた創立者松浦益司郎は、戦争
で幻となったオリンピックアルペンの候補であ
り、誰もが認めるスキーの名手であった。
　昭和 30 ～ 40 年代には中島悦雄とともに県選
手権や国体県予選に何度も優勝している。
　その下には、札幌オリンピックコーチ吉田猛、
全日本デモ本間尚などが参集し、1970 ～ 80 昭
和50年代には、県連専務理事を務めた柴田伸彦、
女子デモ大泉彰子、宮下潤一などがクラブに在
籍していた。
　指導員会関係では、島村一男、村越進が雪友
出身である。
　クラブ登録者が最大であったのは 1975 昭和
50年の 81名で、正指6、準指16名を擁していた。
　現在の会員 52 名正指 8、準指 20 名という数
字は、比較して決してひけはとらないのだが、
当時の指導員、準指導員と現在のそれとでは重
みが違う、と現在指導員の筆者は感じている。
　後にクラブ二代目会長となる柴田さんやボ－
ヤの山田さんなどは、当時 1 級レベルだった私
などには雲の上の存在であった。
　考えようによっては、自分自身が歳をとって、
周囲が皆クラブ協会の要職や県の理事などにな
り、自分たちの重さを自覚してない、とも言え
そうだが、若い後継者がない現在では、年長だ
からと偉そうにしている訳にはいかない。未だ
にクラブ協会のために動き続けているのであ
る。
　さて、その名門雪友クラブは、会長没後一部

理事によって運営に不透明感があるようになっ
てしまった。それを三代目会長菊地務が 10 年
かけて立て直し、元県連副会長野地澄雄ととも
に、現会長松浦哲也を支えて、現在協会中一二
を争う活気ある活動をしている。
　クラブ員には広報誌「雪友だより」を配布し、
12 月から 3 月まで月一回の行事を行い、毎月一
回定例の理事会を開いて、意思疎通と円滑なク
ラブ運営を図っている。
　今年度の SAJ 登録 Web 化への対応も、幸い小
田原協会（の会長も松浦哲也）が重視して取り
組んだ事もあり、PC スキルが高かった会長が率
先して全員の登録業務を引き受けて、無事完了
した。
　70 周年を二年後に控え、今後への展望を開か
ないといけないのだが、展望は暗い。
　何人かの子供や孫がスキーをするようになり
つつあり、ジュニア育成が喫緊の課題だが、ま
だきちんと取り組めてはいない。
　役員のなり手がいない。
　指導者を含めクラブ員が高齢化し、行事に参
加する若手がいない。テクニカル、クラウンレ
ベルの指導者が不足している。
　ないない尽くしなのは、未来が暗い日本、未
来が暗い日本スキー界の反映であって、多分多
くのクラブに共通している悩みだと思う。
　できたら指導員会でも課題を共有して、一歩
でも半歩でも進展でき解決に向かうアイディア
を出しあえたら喜ばしい。
　雪友クラブはどこへ行くのか？

　　　　　　　　　　　（文中敬称は省略した）

　クラブ行事は以下の通り。
　　  12 月　八方特別講習
　　   1 月　みさか講習
  　　 2 月　車山講習
  　　 3 月　白馬五竜講習

　名門クラブは
　　　　どこへ行く
　　　　小田原スキー協会
　　　　　神奈川雪友スキークラブ
　　　　　　　　　　　　副会長　髙原照夫
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　私が初めてこのセミナーに参加したのは 2008 年の

第 7 回奥志賀雪上トレーニングが始まりでした。以

降、今回の 2018-2019 年度志賀高原初滑りセミナー

まで、日程に都合がつく限り協会員を誘って参加し

てまいりました。シーズン始めに開催されるこのセ

ミナーに参加するようになってから、私のスキー技

術は、一年を通して安定した滑りができるようになっ

たのではないかと感じております。それは、ベテラ

ンの 3 人の講師が一人一人個性的な指導力と秘めた

魅力を持っており、また、ワークショップ方式によ

る講習内容にあるからだと感じております。

　今回は、スキー場が奥志賀から、高天ヶ原スキー

場に変更になりましたので、雪の心配をしておりま

した。有り難いことに、ホテルの目の前がゲレンデ

という、絶好条件で、行動や時間的に非常に楽であり、

初すべりであることから、少ない雪でも講習には最

適なゲレンデでした。私も最初の講師はすでに決め

ていましたので、戸惑うことなくレッスンに入り、

シーズン初の雪の感触を味わいながら滑りました。

夕食後のミーティングや交流にも講師も参加され和

気あいあいと進み、この雰囲気もスキー仲間の意思

疎通の良いところであります。

　最後にスキー技術の習得には終わりがないので、

この志賀高原初滑りセミナーは、是非続けていって

欲しいものです。

　以前より指導員会スキー行事にお世話になってお

りますが、今回初めて小海のスキーに参加させてい

ただきました。

　当日、現地に近づいてくると雪がパラパラ降り出

し、ゲレンデのコンディションはどうだろうかと思

いながら到着すると、あいにくの雨模様。雨だった

ら温泉でゆっくりしようかと一瞬よぎりましたが、

スキーシーズン中、雪上にいることが少ない私にとっ

て貴重な時間。雨の中のスキーはめったに味わえな

いと気分一新、早々支度を行いゲレンデに向かいま

した。雪のコンディションがあまり良くなかったの

で無理せず滑りました。ホテルに戻ってから Tea_

time で食べ放題の Sweets を沢山いただきました。

　翌日は天気が良くなり一日レッスンを受けました。

レッスンでは自分の悪い癖を色々な練習方法で分か

りやすく指導していただきました。夕食の後の宴会

でバッジテストの結果発表があり、合格者を参加者

全員で祝福しました。カラオケ大会では熱唱し気分

も上々で先生方とダンスも踊りました。その後、星

のラウンジでバーテンダーのカクテルパフォーマン

スを間近で見られて魅了しました。

　最終日は時間の許す限り滑りました。フリーで滑

る予定でしたが、先生から一緒に滑りましょうと声

をかけてくださりレッスンをしていただきました。

　今回のスキーは、スキー以外にも楽しい企画を計

画して参加者を盛り上げ、先生方には親切にご配慮

いただき感謝しております。自分も生涯スキーを目

指し、体力維持を心がけスキーの楽しみを経験して

いない仲間に伝え、これからも指導員会の行事に参

加していきたいと思います。

-このセミナーからが私のシーズンの始まり -

小海リエックス　エンジョイスキー

 ＆バッジテストへ Try に参加して　　

鎌倉スキー協会

　かまくらスキークラブ　

　　　　　　星芝　智子

志賀高原初滑りセミナーに参加して

綾瀬市スキー協会

　綾瀬スキークラブ

　石綿　善司
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　　　　　　　　　　　企画　神奈川県スキー指導員会　　後援　(公財 )神奈川県スキー連盟

　　　　　　　シーズン初めにプロコーチによるレッスンでシーズンの好スタートを切ろう！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（今年も温泉付き）
期　　日：2019 年 12 月 7 日（土）～ 8日（日）1 泊 2日　

日　　程：12/7　志賀高原高天ヶ原　ホテルサニー志賀に集合（AM9:00）

　　　　　　　　～ワークショップ式レッスン（AM ～ PM）　夕食後ミーティング＆懇親会

　　　　　12/8　ワークショップ式レッスン（AM）～解散（AM11 時 30 分頃）

会　　場：志賀高原スキー場 (高天ヶ原／一ノ瀬／焼額山の周辺を予定 )　

宿　　舎：ホテルサニー志賀　〒 381-0401　長野県下高井郡山ﾉ内町志賀高原高天ヶ原　TEL 0269-34-2604

総 費 用：17,000 円（宿泊代 1泊 2食、レッスン料）　　※新規会員の方は別途会費 1000 円要。

　　　　　前泊 6,500 円、前半泊 5,000 円、リフトは別途必要。

　　　　　※費用は現時点での見込額です。最新情報は SIK_ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで確認ください（ https://sik.arts-k.com/）。

募集人員：35 名

主任講師：塚脇　誠（オーストリア国家検定アルペンスキーコーチ＆国家検定スキー教師  諸々）他 2名予定

交　　通：現地集合（JR 北陸新幹線「長野」もしくは「飯山」よりバス→高天ヶ原バス停前 ･徒歩 1分）

　　　　　※乗合による配車調整を可能な限り実施します。遠慮なくご相談下さい。

参加資格：指導員会会員（新規参加の方は会費 1000 円にて自動的に指導員会会員となります）。

申込み書送付先：本行事専用 FAX　045-814-3563（担当： 大場）　　　申し込み締め切り：2019 年 11 月 16 日（土）必着

　　　　　　　　※メールでのお申込みはこちらまで　→　surf@sta.nir.jp

　　　　　　　　※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡をさせて頂きます。

問合せ先：大場 久也　090-4418-3803( 土日祝日、もしくは平日 19 時～ 22 時にお願いします）

　　　　　西園 勉　　090-3208-6980(10 時～ 10 時半、昼 12 時～ 13 時、15 時～ 15 時半にお願いします）

神奈川県スキー指導員会　行事 No.2

神奈川県スキー指導員会　行事 No.3

　　　　　　　　　　　企画　神奈川県スキー指導員会　　後援　(公財 )神奈川県スキー連盟

　　　　　(株 )東急リゾートサービスが運営する整備されたホテルの目の前
　　　　　のゲレンデで滑りましょう！！
期　　日：2020 年 1 月 23 日（木）～ 25 日（土）2 泊 3日　　

日　　程：1/23　集合（AM7:30）　横浜駅西口より鶴屋町 3丁目交差点先　ソレイユ台町前（詳細は参加者へ連絡）

　　　　　　　　～ホテル到着予定 (PM0:30 頃 ) 着～フリースキ－（PM）～夕食 (PM6:00 頃 )

　　　　　1/24　朝食 (AM7:30 頃 ) ～フリースキー  ～夕食 (PM6:00 頃 ) ～懇親会 (PM8:30 ～ 10:00）

　　　　　1/25　朝食 (AM7:30 頃 ) ～フリースキー～ホテル出発 (PM1:30) ～横浜西口天理ビル前着（PM7 時頃）

会　　場：タングラムスキーサーカス

宿　　舎：ホテル　タングラム　〒 389-1302 長野県上水内郡信濃町古海 3575-8　 TEL 026-258-3511

総 費 用：39,000 円　（宿泊代２泊３日２朝食・２夕食、全日リフト券付き、バス代分）

　　　　　※新規会員の方は別途会費 1000 円要。

　　　　　※費用は現時点での見込額です。最新情報は SIK_ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで確認ください（https://sik.arts-k.com/）。

募集人員：35 名（参加人数によっては中止する場合があります）

交　　通：往復バス

参加資格：指導員会会員（新規参加の方は会費 1000 円にて自動的に指導員会会員となります）。

講　　師：神奈川県スキー指導員会所属の全日本スキー連盟公認スキー指導員

申込み書送付先：神奈川県スキー指導員会　〒 221-0834　横浜市神奈川区台町 16 ｰ 1 ソレイユ台町 407

　　　　　　　　FAX　045-324-6966　　　電話　045-311-8907　　申し込み締め切り：2019 年 12 月 24 日（火）必着

　　　　　　　　※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡をさせて頂きます。

問合せ先：川田　光代　（携帯）　090-3060-1167　  岡田　秀男　（携帯）　080-3170-0642
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神奈川県スキー指導員会　行事 No.4

企　　画　神奈川県スキー指導員会　　後　　援　(公財 )神奈川県スキー連盟

期　　日：2020 年 2 月 8 日（土）～ 9日（日）

日　　程：2月 8日　受付　　AM 9:00 ～ AM 12:00　休憩所

　　　　　　　　　 ポール講習　AM 10:00 ～ AM 11:30、　PM 1:30 ～ PM 3:00

　　　　　　　　　 選手会　PM 4:00　体育館

　　　　　2月 9日 大会大回転 2本合計　AM 9:30 スタート　ジャイアントコース山頂

　　　　　　　　　 閉会式　大会終了 1時間後予定

会　　場：八海山麓スキー場　(新潟県南魚沼市荒金　JR 浦佐駅より車で 12 分 )

大会本部：サイクリングターミナル　TEL025-779-3230　〒 949-7235　新潟県南魚沼市荒金

競技種目：大回転競技　2本合計

参加資格：制限を設けない。競技規則　SAJ 競技規則準拠。SAK 競技者管理登録者で競技選手

　　　　　の部へ出場の人は神奈川県連ポイントレースとなります。

表　　彰：原則として各組大回転 2本合計タイム 6位まで賞状を授与する。

講習費用：ポール講習　午前　1,500 円　　午後　1,500 円　　大回転　2本 7,000 円

申し込み：申込金額の振込先 ； 振込銀行　横浜銀行　横浜駅前支店

　　　　　名義人　神奈川県スキー指導員会　　普通預金　口座番号　1563864

申込書送付先：神奈川県スキー指導員会（TEL 045-311-8907　FAX 045-324-6966）

　　　　　　　〒 221-0834　神奈川県横浜市神奈川区台町　16-1　ソレイユ台町 407

締 切 り：2020 年 1 月 16 日（木）

募集人員：100 名（満員になり次第締め切ります）

宿　　舎：各自で直接下記スキー場の旅館に「オール神奈川」参加と言って申込みください。

組別　2019 年４月１日の満年齢により組分けをする。　　（数字は満年齢）

リフト割引：神奈川県スキー指導員会会員証提示、又は大会出場者と証明出来ると割引されます。

           （60 歳以上の方は身分証明の提示でシルバー券が安く購入できます）

そ の 他：競技中の障害事故については、応急手当は行いますが、その他一切は当事者の責任とします。

          健康保険証もご持参ください。傷害保険へ必ず加入ください。

          個人の都合による申し込み後のキャンセルはいかなる理由があっても返金しません。

問合せ先：藤木　昇（携帯）070-5597-3118　　筑田　則和（携帯）090-1439-6399

男子組別 女子組別

1 組 2 組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 同左

1部 マスターズの部 50 ～ 54 55 ～ 59 60 ～ 64 65 ～ 69 70 ～ 74 75 ～ 79 80 ～ 84 85 以上 同左

2部 指導員の部 20 ～ 29 30 ～ 39 40 ～ 49 同左

3部 競技選手の部 19 ～ 27 28 ～ 35  36 ～　競技登録者はポイントレース 同左

4部 一般の部 16 ～ 27 28 ～ 35 36 ～ 49 同左

5部 小中学生の部 小学生 中学生  ( ヘルメット着用 ) 同左

後　　援　八海山麓スキー場、六日町観光協会

7

旅館 収容 電話 旅館 収容 電話

 サイクリングターミナル 65 025-779-3230  たもん荘 025-777-2363

 山城屋旅館 025-777-2276  旅館てじまや 025-777-2214
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八海山麓 

上 越 新 幹 線 浦 佐 駅  10分 
関越自動車道大和ｽﾏｰﾄIC  5分 

八海山麓スキー場 
http://hakkai36.com 

●お問い合わせ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
〒 949-7235  新潟県南魚沼市荒金56-1 
TEL 025-779-3103  

challenge 
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神奈川県スキー指導員会　行事 No.5

期　　日：2020 年 2 月 27 日（木）～ 2月 29 日（土）2泊 3日　　　　　

日　　程：2/27　集合（AM7:30）横浜駅西口より鶴屋町 3丁目交差点先　ソレイユ台町前（詳細は参加者へ連絡）

　　　　　　　　～ホテル着 (着替え )～フリー or レッスン（PM）

　　　　　2/28　 フリー or レッスン（AM）～バッジテスト（PM）～懇親会＆反省会（夜）

　　　　　2/29　 フリースキー（AM）～ホテル出発（PM1 時頃）～横浜西口天理ビル前着（PM5 時頃）

　　　　　　　　※全日程フリースキー＆温泉も参加できます。

会　　場：小海リエックス ･スキーバレー 

宿　　舎：小海リエックス ･ホテル　〒 384-1103 長野県南佐久郡小海町松原湖高原　TEL 0267-93-2211

総 費 用：35,000 円（宿泊代 2泊 3日 2朝食・2夕食、全日リフト券付き、バス代分）

　　　　　※受験料・バッジ代・認定料は別途。  ※新規会員の方は別途会費 1000 円要。

　　　　　※費用は現時点での見込額です。最新情報は SIK_ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（https://sik.arts-k.com/）で確認ください。　

募集人員：40 名（参加人数によっては中止する場合があります）

交　　通：往復バス

参加資格：指導員会会員（新規参加の方は会費 1000 円にて自動的に指導員会会員となります）。

講　　師：神奈川県スキー指導員会所属の全日本スキー連盟公認スキー指導員

　　　　　※希望者には本間 尚先生（元 SAJ 検定委員長、SAJ 専門委員、SAJ デモ）のレッスンが受けられます

　　　　　（有料、神奈川県スキー指導員会割引あり）。

申込み書送付先：神奈川県スキー指導員会　　〒 221-0834　横浜市神奈川区台町 16 ｰ 1  ソレイユ台町 407

　　　　　　　　FAX　045-324-6966　　電話　045-311-8907　申し込み締め切り：2020 年 2 月 6 日（木）必着　

　　　　　　　　※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡をさせて頂きます。

問合せ先：臼井 精司（携帯）090-5347-7073　

　　　　　佐藤 精一 （携帯）090-6034-2886（なるべく SMS ショートメールでお願いします）

神奈川県スキー指導員会　行事 No.6

期　　日：2020 年 3 月 14 日（土）～ 16 日（月）２泊３日 /又は～ 15 日（日）1泊 2日

日　　程：3/14　集合（AM7:30）　厳守　横浜駅西口　横浜ビブレ脇公道　(乗車は野村証券前横浜西口第二バス乗り場 )

　　　　　　　 ～宿舎着替え　～ハンターマウンテン塩原スキー場 ( ﾌﾘｰｽｷ -) (PM) ～宿舎　夕食後カラオケ貸切

　　　　　3/15 宿舎～ハンタマ塩原スキー場 ( ﾌﾘｰｽｷ -) ( 終日 ) ～宿舎　夕食後カラオケ貸切

　　　　　　　　（1泊２日ｽｷｰの方はおおるり PM5:05 発　路線ﾊﾞｽ PM5:20 発⇒西那須野⇒

　　　　　　　 上野東京ﾗｲﾝ普通列車ｸﾞﾘｰﾝで座って車内宴会⇒横浜 PM9:19 着。運賃別途大人 5150 円）

　　　　　3/16 宿舎～ハンタマスキー場(ﾌﾘｰｽｷ-) (AM)～宿出発(AM11:30発)～横浜西口第二バス乗り場野村証券前着(PM5:00）

会　　場：ハンターマウンテン塩原

宿　　舎：ホテルおおるり　尾崎紅葉の「金色夜叉」執筆の宿　６千坪の庭

　　　　　〒 329-2921 栃木県那須塩原市塩原 815-3　TEL0287-32-5500

総 費 用：18,000 円（宿泊代 2泊 3日 2朝食・2夕食、バス代分）

　　　　　※新規会員の方は別途会費 1000 円要。(1 泊 2 日は 5,000 円引き )　※団体リフト券 /貸スキー割引あり

　　　　　※費用は現時点での見込額です。最新情報は SIK_ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（https://sik.arts-k.com/）で確認ください。　

募集人員：４０名（参加人数によっては中止する場合があります）

交　　通：往復ホテルおおるり手配の相乗りバス「湯けむり号」となります。

参加資格：指導員会会員（新規参加の方は会費 1000 円にて自動的に指導員会会員となります）。

講　　師：神奈川県スキー指導員会所属の全日本スキー連盟公認スキー指導員

申込み書送付先：神奈川県スキー指導員会　　〒 221-0834　横浜市神奈川区台町 16 ｰ 1  ソレイユ台町 407

　　　　　　　　FAX　045-324-6966　　電話　045-311-8907　申し込み締め切り：2020 年 2 月 21 日（木）必着　

　　　　　　　　※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡をさせて頂きます。

問合せ先 :藤木　昇（携帯）070-5597-3118（電話・FAX）045-774-8155　 　原田　実（携帯）090-7820-7578

今年は運転手不足から専用バスが仕立てられず、こまどり交通の相乗りバスの

「湯けむり号」の使用となりました。車内は禁飲、禁煙です。

企画　神奈川県スキー指導員会　   　後援　(公財 )神奈川県スキー連盟

9

企画　神奈川県スキー指導員会　 後援　(公財 )神奈川県スキー連盟
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WINTER SEASON  2019.11/30 - 2020.4/5
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神奈川県スキー指導員会　行事 No.7

日　　程：2020 年 3 月 28 日（土）～ 29 日（日）1泊 2日 　現地集合・現地解散
          3/28　受付 1：スカイプラザ 2F　（8:30 ～ 9:30）：神奈川県スキー連盟研修会参加の指導員と行事参加者
　　　　　　　 （フェスティバル参加者は原則として合同開会式に出席してください）
　　　　　　　　受付 2：スカイパークホテル B1（9:00 ～ 12:00）：スカイプラザの受付に間に合わない方
　　　　　　　　合同開会式：スカイプラザ 2F（9:30 県連と合同開催）
　　　　　　　　（開会式終了後に県連の研修会に参加されない方はフリー /ポール練習～ 12:00）
　　　　　　　　開講式：スカイプラザ前ゲレンデ（13:00 ～）レッスン /ポール練習 /甘酒・ジュース配布他～ 14:30
　　　　　　　　パーティー・選手会：スカイプラザ 2F（17:30 ～ 20:00、パーティーにはビブを持参ください）
　　　　　3/29　GS 大会：（10:30 ～）GS １本 /表彰式・解散（12 時頃）
　　　　　　　　※全日程フリースキーでも参加できます。 ※大会のみの参加も受け付けます（ご相談ください）。
会　　場：車山高原 SKYPARK スキー場
宿　　舎：車山高原スカイパークホテル　〒 391-0301 長野県茅野市車山高原　TEL 0266-68-2221
総 費 用：1泊 2日 2食、リフト 2日券、パーティー代、大会参加費込み
　　　　　大人（中学生以上）　17,500 円　（追加　前泊 2食付：9,000 円　前半泊朝食付：6,000 円）
　　　　　小学生以下　　 　　10,500 円　（追加　前泊 2食付：7,000 円　前半泊朝食付：5,000 円）
　　　　　リフト券 ･寝具不要の幼児は無料（朝食・夕食が必要な場合はホテルへ）
　　　　　※新規会員の方は別途会費 1000 円要。
　　　　  ※費用は現時点での見込額です。最新情報は SIK_ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで確認ください（https://sik.arts-k.com/）。
　　　　　※指導員会フェスティバルの参加費は現地でいただきます（振込はしないでください）。
募集人員：150 名（満員になり次第締切り）
参加資格：指導員会会員（新規参加の方は会費 1000 円にて自動的に指導員会会員となります）。
特　　典：スキーレッスン、ポール練習、キッズパーク、スノーシュー、そり、プール無料。
申込み書送付先：神奈川県スキー指導員会　　〒 221-0834　横浜市神奈川区台町 16 ｰ 1  ソレイユ台町 407
　　　　　　　　FAX　045-324-6966　　電話　045-311-8907　申し込み締め切り：2020 年 3 月 19 日（木）必着　
　　　　　　　　※申込み受け付けの確認はホームページにアップさせていただきます。
問合せ先 :川田 光代　携帯　090-3060-1167　メール　shinsei-m@ked.biglobe.ne.jp
　　　　　筑田 則和　携帯　090-1439-6390

     （公財）神奈川県スキー連盟研修会コラボ行事
企画　神奈川県スキー指導員会　   　後援　(公財 )神奈川県スキー連盟

神奈川県スキー指導員会　行事 No. ①

日　　程：2020 年 4 月 4 日（土）～ 5日（日）1泊 2日 　
　　　　　4/4 　現地集合受付　プメミェール箕輪メインロビー（受付ＡＭ 12：30 ～ 13：00）
　　　　　　　　13:00 ～ 15:30　開会式後  1050 ～ 1500m のゲレンデで懇親滑走
　　　　　　　　20:00 ～        懇親会 (宿の 2F を予定 )
　　　　　4/5　 フリースキー /流れ解散
会　　場：箕輪スキー場　　℡ 0242-64-3377 
宿　　舎：ホテルプルミエール箕輪　1泊 2食　〒 969-2751 福島島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山国有林 194 林班
                                                       福島駅西口よりシャトルバス 1,000 円 ( 予約制 )
参加料金：3,000 円 ( 懇親会費他 ) 宿泊費  未定円
募集人員：30 名（満員になり次第締切り）
参加資格：指導員会会員とその家族・友人
申し込み：　3月 13 日（金）迄。
担　　当 :藤木　昇　(携帯 ) 070-5597-3118　(FAX) 045-774-8155　( ﾒｰﾙ ) nobfjk@b03.itscom.net

　
企画　日本スキー指導者協会 (SIJ)　   　後援　神奈川県スキー指導員会 (SIK)

各県の指導員仲間と親睦を深め、シーズン最後の春スキーを楽しもう

　　　　　　　　　　　　　　日本スキー指導者協会主催の他行事のおしらせ
・第 26 回日本スキー指導者協会 親睦ゴルフ大会　　各県より懇親会の宿泊を含め多数参加されます。
　　　2019/10/19 日 ( 土 ) 懇親会 (前夜祭 ) 18:00 ～ 20:00 3,300 円 宿泊 クラブホテル朝食付 4,180 円～
　　　2019/10/20 日 ( 日 ) ゴルフ大会 ｽﾀｰﾄ 8:00 ～　18 組　参加費 3,000 円　ｺﾞﾙﾌ会費 11,000 円
　　　場　所　那須カントリークラブ　〒 329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙 677-28
　　　締　切　10 月 4 日（金）　     問合せ先　上記担当　藤木　昇　迄
・第 19 回みんなで行こうスキー大学　スキー大学第 1会場 ルスツリゾートｽｷｰ場 指導員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟに !
　　　日　程　2020/1/10 日 ( 金 ) ～ 13 日 ( 月 ) 往復航空機・ﾎﾃﾙ送迎付 3泊 3朝食 参加料 (相部屋　　未定 )
　　　宿　舎　ルスツリゾートホテル　〒 048-1711　北海道虻田郡留寿都村字泉川 13　TEL 0136-46-3331
　　　締　切　2019/11/21 日（木）　大学参加は 10 月末迄に県連申込　問合せ先　担当　藤木　昇迄

日本スキー指導者協会企画の「2020SIJ 懇親スキーフェスティバル ( 福島 )」に合流し、各県の指
導員やスキー仲間と共に箕輪スキー場を滑るツアーに参加しましょう。夜はホテルプルミエール
箕輪の天然の超・軟水の湯・露天風呂にのんびりひたり、夜は懇親会でお国自慢に盛り上がろう！！

11
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　　　の親睦ゴルフコンペを上野原カントリークラブにて開催いたします。
　　　皆様お誘い合わせの上ご参加くださいますよう心からお待ち申し上げます。
      親睦ですので何方でも参加できます（会員以外の方参加可）。

日　　程：2020 年 5 月 21 日（木）（集合 7：40　スタート 8：30）
会　　場：上野原カントリークラブ　　山梨県上野原市上野原 6887　 TEL　0554-63-2525
会　　費：14,600 円（1Ｒフィ、キャディフィ、昼食、朝練習場無料、税込）
参 加 費： 3,500 円（パーティ、賞品、その他）
募集人員：60 名 /15 組（定員になり次第締め切り、以降はキャンセル待ちとなります。）
競技方法：ハンディ方式（初回参加者は 3位までの入賞はありません。ハンディをお持ちの方はお申し出ください。
　　　　　ご希望に添えないかも知れませんが参考にいたします。）
交　　通：各自現地集合
申 込 み：2020 年 5 月 7 日（木）必着　※下記担当者へ
注意事項：
　　　　　⇒　指導員会のコンペパーティでは一切アルコール飲料は提供しておりません。
　　　　　⇒　申込後の取消は 5月 14 日（木）までに連絡を。以降は取消料の負担又は代理人の手配をお願いいたします。
　　　　　　　（取消料 3,000 円）
　　　　　⇒　プレー中の傷害事故はゴルフ場及び当事者間で処理し、当会では関与いたしませんので予めご承知おきく
　　　　　　　ださい。
　　　　　⇒　参加される方は、ゴルファー保険等の傷害保険に各自で加入ください。
担　　当 :連絡は昼間にお願いします。
　　　　　酒井 祐一郎　（携帯）　090-3450-2304　  （自宅 電話）0467-53-4087 （FAX）0467-53-4087
　　　　　筑田　則和 　（携帯）　090-2661-3526　  （自宅 電話・FAX） 0468-49-7492

神奈川県スキー指導員会　行事 No.8

企画　神奈川県スキー指導員会　   　後援　(公財 )神奈川県スキー連盟

春



13

神奈川県スキー連盟総務本部 普及振興委員会行 SAK 主催、平塚スキー協会コラボ行事

平塚市教育委員会　平塚市体育協会 後援

日　　程：2020 年 2 月 15 日（土）～ 16 日（日）1泊 2日 　集合場所：平塚市内（詳細は後日案内）>
対象者　：小学校３年生～６年生、過去に参加経験のある中学生 
　　　　　( スノーボードは初心者および初級者が対象 )
会　　場：長野県　菅平高原スキー場
宿　　舎：菅平高原やまびご　〒 386-2204 長野県上田市菅平高原 2401　TEL 0268-74-2064
　　　　　（ゲレンデ前のホテルです！）
総 費 用：小学生　31,000 円、   中学生　35,000 円（暫定）
　　　　　（往復バス代、宿泊代 1泊 4食、2日間リフト券、講習料、保険代を含みます）
レンタル：3,600 円（スキーセット＋ウェア上下＋ゴーグル、グローブ、ニット帽）
　　　　　3,950 円（スノーボードセット＋ウェア上下＋ゴーグル、グローブ、ヘルメット）
募集人員：40 名（最少催行人数 35 名・応募者多数の場合は抽選）
　　　　　抽選結果、振込先等について、申込締切後１週間程度ではがきでご連絡いたします。
行事に関する問い合わせ先：公益財団法人　神奈川県スキー連盟　　
　　　　　〒 221-0834　横浜市神奈川区台町 16 ｰ 1  ソレイユ台町 407
　　　　　電話　045-311-8907　　FAX　045-324-6966　
申込期間：2019 年 12 月 22 日（日）～ 2020 年 1 月 19 日（日）
　　　　　※抽選結果、振込先等について、申込締切後１週間程度ではがきで
　　　　　　ご連絡いたします。

 ジュニア雪とのふれあいツアー ( ジュニアルーム )
 ( これまでの様子がわかるレポート他詳細情報あり）

 http://www.sak.or.jp/og-soumu/2018/Jr-room/index.html

①全日本スキー連盟公認スキー指導員がスキー・スノーボードを楽しく安全に指導いたします。

②普段から子どもとふれあっているスタッフが引率いたします。

③スキー場はパウダースノーの菅平高原、ホテルはゲレンデ前でラクラクスキー＆スノーボード。

④地域、学年を越えて、子供たちだけでスキー・スノーボードや生活を共にする貴重な体験。

⑤大自然とふれあい、スノースポーツの爽快感、そして仲間とのふれあいも。

初心者も全員がツアー中にリフトに乗り、

初心者ゲレンデを滑れるようになりました。

お申込みに関するお問い合わせ

　旅行取扱窓口　京王観光株式会社神奈川北支店

　　　　　　　　官公庁登録旅行業　第 10 号

　〒 252-0233　相模原市中央区鹿沼台 1-3-12 パロス岳うち 3F

　　　　　　TEL  042-786-6155    FAX  042-786-6156

申し込み

　ホームページより様式をダウンロードして FAX でお申込みください
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神奈川県スキー指導員会　行事 No.A

日　　程：2020 年 1 月 18 日（土）　　　　　

会　　場：長野県 / 富士見パノラマリゾート　　　http://www.fujimipanorama.com/snow/

　　　　　〒 399-0211　長野県諏訪郡富士見 6666-703　　TEL 0266-62-5666

参 加 費：小人 13,500 円　大人 15,500 円（交通費、講習、リフト代含む、昼食付「スノーヴァ新横浜」で 一括受付） 

検定代無料。スキ－をしない大人・小人 7,000 円（昼食付） 注）：小学 2年生以下は、保護者同伴でお願いします。

募集人員：（先着順 /最少催行人数　25 名）　　交　通：往復貸切バス１台

出　　発：スノ－ヴァ新横浜と鶴屋町 3丁目交差点先　ソレイユ台町前（詳細は参加者へ連絡）

レッスン：(公財 )全日本スキ－連盟 公認スキ－指導員が、わかりやすく楽しく指導をします。

神奈川県スキー指導員会　行事 No.B

日　　程：2020 年 3 月 14 日（土）～ 15 日（日）１泊２日 

会　　場：長野県 / 小海リエックス・スキーバレ－　　http://www.reex.co.jp/KOUMI/SKI/

　　　　　〒 384-11031　長野県南佐久郡小海町松原湖高原　　ＴＥＬ　0267-93-2211

宿　　舎：小海リエックス ･ホテル　〒 384-1103 長野県南佐久郡小海町松原湖高原　TEL 0267-93-2211

参 加 費：30,000 円。（1朝食、2昼食、1夕食、交通費、講習、リフト代含む「スノーヴァ新横浜」で一括受付） 

　　　　　検定代無料

募集人員：４０名（先着順 /最少催行人数　２５名）　　交　通：往復貸切バス１台）

出　　発：スノ－ヴァ新横浜と鶴屋町 3丁目交差点先　ソレイユ台町前（詳細は参加者へ連絡）

レッスン：(公財 )全日本スキ－連盟 公認スキ－指導員が、わかりやすく楽しく指導をします。

企　　画：スノ－ヴァ新横浜／エバ－スノ－横浜ＳＣ

協　　力：（公財）神奈川県スキ－連盟／神奈川県スキ－指導員会 （SIK）

ジュニアスキーの参加・申込み等の詳細につきましてはスノ－ヴァ新横浜 ジュニアスキ－ツア－係
（TEL045-570-4141）にお問い合わせください。

14
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COME HERE!!COME HERE!!COME HERE!!
TANGRAM MADARAOTANGRAM MADARAOTANGRAM MADARAO

　　、　　、滑る 遊ぶ 泊まるがひとつになった

ホテル一体型の
スノーリゾート

上信越自動車道
信濃町I.Cまたは
妙高高原I.Cから

約10km

20分

初級～上級まで
バリエーション豊富な
ツリーランコース

信州タングラム斑尾タングラム斑尾
まだらお

翼がうまれる翼がうまれる翼がうまれる
タングラム、

斑尾高原スキー場
の

両方を滑れる!!

宿泊予約は3ヶ月前
同日より開始いたし

ます！！
宿泊予約は3ヶ月前

同日より開始いたし
ます！！斑尾山共通リフト
券付き！

Madarao Powder

CAR 上信越自動車道信濃町I.C、または妙高高原I.Cから約10km20分
JR JR長野駅、しなの鉄道黒姫駅よりバス運行。JR飯山駅より路線バス運行。〒389-1302 長野県上水内郡信濃町古海3575-8

TEL.026-258-3511ホテルタングラムご予約・お問合せは
詳しくはホームページ

タングラム

塔ノ岳

　近年、登山が流行っていますよね。紹介するのは塔ノ岳です。
登山をする方は、あ～、ここね、というくらい有名な場所ですが、まだ行った事の無い方にはぜひ行っ
ていただきたい場所です。とてもアクセスが良くて、小田急線渋沢駅から手軽に行ける場所で、登山
口にあたる場所は、県立の秦野戸川公園があって、また車で行っても駐車も手軽なんです。
初心者にも登りやすいとあって、良いこと尽くめの山です。

　塔ノ岳山頂なら上りの所要時間は約３時間、延々に続くように感じる階段ですが、途中には山小屋
があり休憩がとれて気持ち良く登る事が出来ます。
山頂では、コーヒーを沸かして飲んでいる方がいたり、
お弁当を食べている方がいたりと、面白い場所です。

登山から帰ってきたら、ぜひ秦野にある天然温泉はい
かがでしょう。

　登山はちょっと・・・という方は、県立秦野戸川公
園はどうでしょうか。お花が多い場所なので楽しめま
すよ。
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　指導員のみなさんは、どのように夏を過ごされましたか？

今年の夏休み後に流れたニュースの中に、小学生が発明した献立を決めてくれるスロットマシーンが話
題になりました。特にお母様方の間では話題になっていましたね。
指導員さんの中には夏は発明をする人のサポーターとして活躍している方がおられるのをご存じです
か？

　今回の特集はスキーにまったく関係がないので「あれ？」と思われる方がいるかもしれませんが、そ
の発明で話題になる少年少女発明クラブに関する内容です。日本が誇るモノづくりの原点？かもしれな
い場所です。

　今回訪れたのは、川崎駅前の東芝未来科学館にある「川崎さいわい少年少女発明クラブ」です。

　少年少女発明クラブは１９７４年に、ソニーの創業者、井深　大（いぶかまさる）氏が立ち上げた会
です。
日本の物作りは小さい頃の経験や環境が大事だと、次の世代の子供たちに物を作る経験ができる場が必
要であるという事で作られました。
その中で活躍している指導員さんやサポーターさんは、ソフトウェア、機械、電気に精通している方が
ボランティアで参加・活動していて、当会に参加している子供たちは、さまざまな物を作ることを経験し、
大事な物を得る事ができるようです。

私も日本の物作りは小さい頃の経験からの積み重ねによるものだぁと感じました。

写真を見てもわかりますが、みんなの目が
輝いていますね。

なんと、一年目から半田こてを使って基板に電
子部品をつける事もします。

発明の芽を育てる活動！　大きく育て！
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この写真は、 『子供の科学』の電子工作連載でおなじみの伊藤尚未先生と子供たち
楽しそう

来年の春になったら募集をするようですので、興味のある方は応募され
ていはいかがでしょうか。
URL: 

　訪れたクラブでは、一年を通して「科学の原理や仕組み」を体験・体感的に理解し、経験してい
きます。
今は小学校低学年から中学生まで参加し、いろいろな物を作り出しています。

　１年目は、電子工作でニッパーやペンチ、半田こての使い方を学びながらオリジナル作品作り、
木工工作、からくり人形の解体・組立、JAXA 府中航空宇宙センターの見学などを行います

　２年目は光を使った発明品を作ります。光や影で軌跡を表現したボール投げ、花火等の動きのあ
るものを作っていました。次には、発明創意工夫展に向けて作品を製作します。雑巾がけができな
いような手が入らないような場所を自動で雑巾がけをしてくれる装置や、ごみを目の前に置くとゴ
ミ箱まで自動で送ってくれる装置等がありました。

今後、どのような作品が生まれるのか楽しみです。
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「間違いだらけのブーツ選び」
みなさんスキーブーツはどこで購入されています

か？

量販店などで買われている方は要注意ですよ。

量販店でブーツを買う時、だいたい店員さんがお

客様に足のサイズを聞いてきますよね。

それっておかしいことだと思いませんか？

なぜならほとんどの方はご自分の足の実測など知

るはずもありませんし、ましてや自分の足がどう

いった状態なのかなど知る由もありませんから。

店員さんに聞かれお客様が申告する足のサイズは

だいたい普段履いている靴のサイズです。そのサ

イズでスキーブーツを履けば間違いなく大きいも

のになってしまいます。この段階ですでに間違っ

たブーツ選びをしているのです。

ブーツをお客様にお選びする人間はお客様の足を

しっかりと理解しその為にはどういった調整が必

要なのかを見極めることのできる人間でないとい

けません。

ぴったりと自分に合ったブーツを手に入れるには

ブーツの調整技術を持ち、ブーツの知識をしっか

りと持った人間に出会う必要があります。

しかし量販店ではそういった人間に出会える機会

は非常に低いと思います。できればブーツの

チューニング専門のショップを訪ねフィッターの

考えをしっかり聞き納得のいくお店でフィッティ

ングされることをお勧めします。

当店の場合ですがブーツのフィッティングに一番

大事なのは足をいい状態に補正する事であると考

えます。足の整っていない状態で無理やり調整し

ようとしても結局当たりが出る、しっくりこない

などのトラブルが出てしまいます。

実際足の補正をするとどの様に変わるかを下の図

で見ていきま

しょう。

この方は外反

足という足の

状態で日本人

には割と多く

土踏まずが落

ちているのが

特徴です。

背面から見ると踵が

外を向き土踏まずが

落ちているのがよく

分かります。

正面から見ると膝が

内を向き X脚気味に

なります。

緑の線が正しい膝頭の位置になります。補正をし

たものを見てください。

講師のプロファイル

　1970 年生まれ

　1994 年　フソウ運動用品株式会社入社

　2011 年　FUSO SKI & BOOTSTUNE 店長

　2016 年　FOOTPROSTATION 店長

　シューフィッター資格所持

　シダスエキスパート認定技術者

　平昌オリンピック出場

　鬼塚雅選手をサポート中

スキーブーツの正しい選び方
FOOTPROSTATION  小林　敏之

Foot Pto Station

〒 101-0052

東京都千代田区神田小川町 3-2-6

石田ビル ３F

TEL  03-5577-6701

FAX  03-3293-6879

http://www.footpro.jp

e-mail:kobayashi@footpro.jp
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補正をかけると、ここまで膝の位置も変わります。

補正後の足を背面から見ると骨格の崩れもなくな

りしっかりと補正されているのが分かります。こ

の様にしっかりと足を補正してあげることでブー

ツを履いていて起こるトラブルをほぼ解決するこ

とが出来ます。そしてこの補正を出来るのはイン

ソールしかないのです。

インソールの役割は 2 つ、足を補正する事と補正

された状態を保持するという機能です。良いイン

ソールとは立体的でインソール裏が補強されてい

て横から見ると厚みがあります。これは足がよい

状態になれば土踏まずは上がりますから当然立体

的になります。そして骨格を支えるにはインソー

ル自体の強度を上げる必要があります。平らで薄

いインソールは何の意味もありません。

後は、ブーツのフィッティングを行います。ブー

ツのフィッティング方法はお店によって千差万別

で当店ではあるメーカーが数年前に開発したコン

プレッションマシーンを使っています。部分的な

シェルだしではなく、シェル全体に対して広いと

ころは広く狭いところせまくというように成型し、

ピッタリで快適なブーツをお作りします。

当店ではお客様の足を採寸、分析、インソールに

より補正した上でフットプロ独自のフィッティン

グをさせて頂きますのでスキー場で痛い、きつい

などのトラブルはほとんどなく、快適に履いて頂

くことができます。

多くのスキーヤーはブーツを調整なしで足に合っ

たものを選ぼうとします。これはただでさえ高い

スキーブーツにさらにお金をかけるのは…といっ

た理由が多いのかもしれません。

この様に自分の足に合ったブーツを買うという事

は様々な要因から結構難しい事なのです。

今まで当たり前のようにやってきたブーツを買う

ときは時間をかけ何足も履いて決めるという選び

方は正しい選び方ではないのです。スキーブーツ

は足に合っているものを探すのではなく「調整し

て足に合わせるもの」という事を認識して頂きた

いと思います。

ブーツをしっかりと足に合わせる為にかかるコス

トは決して安いものではありませんがそれだけの

価値はありますし快適に長くお使い頂くことがで

きますので是非信頼できるお店を探し（もし見つ

からなければいつでもフットプロがあります。）足

を見て頂いてインソールを作り、ブーツを調整さ

れる事をお勧め致します。そして楽しいスキーラ

イフを送って頂きたいと思います。
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FootProStation 
フットプロ　ステーション ブーツチューンとインソールのお店

〒101-0052　東京都千代田区神田小川町 3-2-6　TEL03-5577-6701　
http://www.footpro.jp  E-mail : kobayashi@footpro.jp　　担当小林



21

深さ 44cm　幅 30cm　厚み 14cm

ポリエステル 100%

［ ホワイト ]

関東地域一律 ￥1000 （他の商品と同梱可）

関東地域一律 ￥1000 （他の商品と同梱可）

関東地域一律 ￥1000 （他の商品と同梱可）

関東地域一律 ￥1000 （他の商品と同梱可）

サイズ

素　材（生地）

W80cm　H90cm
ベルトまで入れた最大の長さ約 150mm

アクリル｜合成皮革

SIK-000 指導員ネームプレート

SIK-016 透明アクリル製 ネームタグ 税込販売価格 ￥2,500

税込販売価格 ￥3,300

SIK-015 巾着型のランドリーバッグ！ 税込販売価格 ￥1,5０0

送　料 関東地域一律 ￥８00 （他の商品と同梱可）

サイズ

素　材（生地）

W42cm　H53cm

ナイロン 100%

しなやかで軽量なナイロン素材の巾着型のランドリー
バッグ！
着替えや洗濯物を入れてパッキングする時に、とても重宝
し綺麗にパッキングが出来る便利なグッズ。

アウトドアのデイリーユースに最適なデイパック！
トートッバック的な使い方もできる、18ℓ容量のデイ
パック！フッ素系はっ水加工（弱はっ水）仕様。

送　料 関東地域一律 ￥800 （他の商品と同梱可）

SIK-013 ドライカノコポロシャツ 綿とポリエステルの着心地の良いハイブリッドポロ 税込販売価格 ￥3,900-

SIK-014 ディバッグ 税込販売価格 ￥5500-

税込販売価格 ￥8,200-SIK-003 ソフトシェルジャケット 透湿防水性に優れたストレッチ素材！

税込販売価格 ￥2,500-SIK-001 T シャツ 着心地や素材感にこだわった上質な素材！

神 奈 川 二 郎
神奈川 SKI CLUB

神 奈 川 二 郎
神奈川 SKI CLUB ※クラブ名入れは、５個から対応！

高級アクリル素材を用い、透明感溢れる美し
いネームタグです。
透明アクリル版の裏面にフルカラーで印刷、
１個から個人ネームを入れます。

神奈川県スキー指導員会プレミアムグッズ販売

※ご注文は、専用注文書からお願いします。

※チーム対応可能（10 枚～協会名やクラブ名を入れられます。）

※チーム対応可能（10 枚～協会名やクラブ名を入れられます。）

※チーム対応可能（10 枚～協会名やクラブ名を入れられます。）

※チーム対応可能（10 枚～協会名やクラブ名を入れられます。）

※チーム名等指定プリント位置（1 色プリント）

※チーム名等指定プリント位置
1 色プリント
代金 1000 円プラス

※チーム名等
指定プリント位置
1 色プリント
代金 1000 円プラス

※チーム名等指定刺繍位置（1 色刺繍）

KANAGAWA SC

チーム名等オプションでプリントする場合は別途費用がかかります。

代金８00 円プラス

代金８00 円プラス

代金 200 円プラス

NEW
ITEMS !
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　「リタイアしたら毎年海外旅行に行こう」と妻

と話していたのですが、先輩方の話では、「お金

と時間と体力」があるうちにとのこと。お金はな

いけれど、時間は今でも何とかなる。体力は今な

らある。そこで現職の内にと思い、３年前からヨー

ロッパ旅行しています。

　64 歳で準指導員初受検です。その経緯を述べま

す。34年前に1級を取得。自分が楽しめればと思っ

ていましたが、最近、クラブから準指導員を受検

する人が続いたり、受検すると「滑りを見る目が

養われる」とのアドバイスもありました。さらに、

2018 年 4 月に野沢温泉スキー場に行った際、「『お

金と時間と体力』があるうちに受検すべき」であ

り「受検するか悩んでいるのなら、受けるべき」

と言われました。やはり「体力」がキーワード。

　私が「リタイア後、冬はワンシーズンスキー場

で過ごすのもいいかな」と言うと、妻も私がいな

い方が清々するのか、「それもいいんじゃない」

との返事。宿や食堂で働いてもいいけれど、資格

があればそれに越したことはない。

こう考えをめぐらしていくと、「準指導員受検し

ます」との発言に至りました。養成講習以外にも、

幸い横浜にはサポートプログラムがあり、大いに

利用させていただきました。そこではインストラ

クターに恵まれ、素敵な仲間にも出会いました。

33日滑って検定日を迎えることになりました種目

では、プルーク・ボーゲン系は最後までてこずり

ましたが、合格発表の際、自分のビブナンバーと

名前が呼ばれた時は涙腺が緩みました。これに満

足することなく、更なるステップアップを誓うと

ともに、現職の教師としてもスキーの指導者とし

ても次のように生徒から言われる存在を目指しま

す。

「あの先生に習いたい」と。

ビブナンバー　10 番

横浜スキー協会　

横浜市教職員

　　スキー同好会

　　　金子　久雄

準指導員を目指すにあたって
　　

学科学習で一番感動したエピソード
　　
　私は中国の貴州省から留学で日本に来ました。

初めてスキーに行ったのは会社に入社後、奥さん

と二人で木島平の日帰りスキーバスツアーです。

二人とも午前中の 2 時間のレッスンで緩斜面をプ

ルークで滑れるようになり、今でもその時の楽し

さを忘れません。相模原市に引っ越して、スキー

技術をしっかり勉強しようと思い SAJ3 級を取り、

そして 3 年ほど前に相雪スキークラブに入部し、

素晴らしい技術を持つ先輩たちが自分の目標とな

りました。また、スキーの練習に励む私を全力で

支えた奥さん（楠ちゃん）がいます。この二つが

私の短期間で準指導員合格できた最大の鍵だと

思っています。皆さんに大変感謝しています。

　そして、スキー教程で少ししか触れていないが

一番感動したエピソードはハンネス・シュナイ

ダーが玉川学園でスキー指導を行ったきっかけの

エピソードである。（小原國芳著『跋にかえて―

私のスキー小史－』からの抜粋）：「先生、同じ習

うなら、世界一に教わりたいなぁ」と、誰君でし

たろう。「世界一」といわれると、私の気持はた

まらない。「世界一って、だあれ？」「先生、知ら

ないの？オーストリア、サンクト・アントンのハ

ンネス・シュナイダーですよ」、「そうか、それじゃ、

呼んであげよう」、「ホント？」「ウァー、いいなァ」

「ステキ！」。指導者である國芳校長先生は見事に

子供たちの願いを叶えてあげたのである。お見事

だったのが生徒たちは技術の一番伸びる「今」に

世界一番技術力のある人とコーディネートできた

事、素晴らしい教育の推進力である。

そして、自分の気付きは、指導者は常に一流の技

術を自分で伝授する必要がなくても、技術を学べ

る一流の環境、一流の楽しい出会いを提供できる

のも、大変素晴らしい事である、指導員を目指す

人なら、このように行動すべきである。

　大変幸運な事に、今年の 4 月にかぐらスキー場

で技術選で優勝した武田竜さんにスキーのコブの

滑り方を教えて頂いた。その時、私も一瞬、玉川

学園の生徒になった気分であった。

生徒さんの気持ち、指導者の気持ちを忘れずにス

キーヤーとして 2020 年もまだまだ楽しみが一杯

ある。

ビブナンバー　54 番

相模原市スキー協会　

相雪スキークラブ

　　　　車　昆（右）
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Ski resort

最新情報はhttp://sik.arts-k.com

スキー場

マリンスポーツ神立高原スキー場
●通常 (土 日 休 ) 4,500 円
 ( 平日 )3,900 円のところ2,600円になりま
　す。【昨年実績】

スノーヴァ新横浜
●スノーヴァ新横浜に同伴者をお連れした
　SIK会員は当日の利用が「無料」SIK 会員の
　「身近な家族・仲間」を「身近なゲレンデ」
　にお連れしよう。詳しい利用案内は
　https://sik.arts-k.com/wp/wp-　　　　
　content/uploads/2017/09/
　svtokuten2014.pdf

富士見パノラマリゾート
●リフト1日券が通常料金より大人 500円 /
　シニア400円割引( 子供割引無し）
　本人含め同伴者5名まで割引対象。
　他の割引券との併用不可

車山高原 SKYPARK スキー場 
●リフトシーズン券の割引・申込書に必要事
　項を記入し、会員証を提示し購入。
　信州綜合開発観光㈱リフト事務所
　TEL 0266-68-2227

●リフト 1 日券   
　大　人  3,100 円 →2,700 円
　シニア  2,300 円 →1,900円（60 才以上）

八海山麓スキー場

ふじてんスノーリゾート
●リフト1 日券 500 円割引

タングラム斑尾

ニュー ･ グリーンピア津南
●会員向け宿泊優待プラン予定
　　(詳細はホームページでにて)

ピュアスポーツ（湘南江ノ島）
●マリンスポーツ３種　
　ＳＵＰ（スタンドアップパドルサーフィン ) ／
　サーフィン」の初級スクール（体験レッスン）
　20％OFF　通常￥5500→￥4400（税込）
　（用具一式・ウェットスーツ・ライフジャケット・
　講習料・ロッカー使用・シャワー使用含む）駐
　車場割引有り

スキーハウス長野（戸隠スキー場登り口）　
●優待割引（会員証を提示）　　　　　
　チューンナッププロショップ（レース～基礎まで）
　プレミアムスキーレンタル（上級用ニューモデル限定）
　ノルディックウォーク、トレッキングステーション
　チューンナップ20％off（4～10月まで）
　プレミアムスキーレンタル優先貸し出し
　　（行事貸し出し OK, 地方発送可、価格は要相談）
　 〒 380-0802 長野市上松３－２５－３８
　TEL 026-219-3735  FAX 026-219-3736
　http://www.skihouse.jp/ 
　メール info@skihouse.jp

スキーショップ関係

ジェイ・ハウス（Ｊ．ＨＯＵＳＥ）
●スキー / ブーツチューンナップサービス
　( 会員証提示 で 2 0 ％ 割 引 )
　納期 1 週問・宅配受け付け OK
　水曜定休 ( 春季・夏季・年末年始休有 )
　営業時間 11:00 ～ 20:00
　 〒 226-0027 横浜市緑区長津1-20-9
　 TEL & FAX　045-981-4622
　http://jhouse.yokohama/

保一堂スポーツ　　　　 
●スキー用品特別割引( 会員証を提示 )
　一般スポーツシューズも特価多数
　（詳細はＨＰにて）
　旧モデルウェア特別処分価格
　モニター販売有り。お気軽にお問合せ下
　さい（担当 保田修一）
　 〒 231-0041 横浜市中区吉田町 4-8 　
　TEL&FAX 　045-261-3187
　http://hoichido.sitemix.jp/

　http://www.ici-sports.com/shop/yokohama/ 
　メール0018@ici-sports.com

Mt. 石井スポーツ横浜店　★ New ★
●優待割引（会員証を提示）
　通年スキー用具取扱い。通年チューンナップ受付中
　登山、アウトドア用品多数
　会員証提示特典
①スキーブーツ等の当たりだし、
　直し随時受付無料
②5000円以上のお買い物で当ビル地下
　駐車場2時間無料（通常1時間のところ）
　営業時間　10：30 ～ 19：30　
　定休日－火曜日（11 月～ 2 月の期間は定休
　日なし。年始休み有り）
　横浜市中区日本大通 7 日本大通 7 ビル 1F
　TEL 045-651-3681

◆ せりえ鍼灸室　　　　　　　　　　　　　

Ski shop

http://www.serie89.com/
　　　・SIK会員証提示で初診料￥2000 が半額￥1000 になります（いずれも消費税別。ご家族も対象）
　　　・ＪＲ桜木町駅より徒歩５分　　診療時間 9:00 ～ 17:00 　休診日 日曜・祝祭日
　　　　〒 231-0063 横浜市中区花咲町 1-5　第一東商ビル 704 TEL & FAX :045-262-5550（予約制）

Marine Sports

会員特典の紹介
2019～2020　指導員会●会員特典

photo:pakutaso.com

photo:pakutaso.com

【昨年実績】

　レンタル20％OFF　同伴者も同一特典  
　詳しい利用案内は
　https://sik.arts-k.com/wp/wp-
　content/uploads/2017/09/20140427
　malinsports.pdf
　神奈川県藤沢市片瀬海岸1-11-13
　TEL0466-28-7311　FAX0466-24-6109　

●リフト割引：いつでも￥1000クーポン付
　(タングラムエリア限定) 

大人・シニア　￥4300→￥3600
子供(小学生)　￥3000→￥2800
(斑尾高原スキー場共通券) 
大人・シニア　￥5500→￥4800
子供(小学生)　￥3500→￥3300
お問合せ先：
(株)東急リゾートサービス　
斑尾東急リゾート ホテルタングラム
今野真智
TEL：026-258-3511 FAX:026-258-3686　
Ｅ-Mail：masanori.konno@resortservice.co.jp

https://www.snovashinyoko.co.jp/school.html
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ひとりでこっそり練習して２級１級バッヂ取得を目指すスキーヤーを
コソ練者（通称コソレンジャー）と呼んでます。

Others

Ski Instructorｓ Kanagawa 会員／一般ス
キーヤーの皆様へ
ＳＡＪバッジテスト２級、１級をめざすひた
むきな神奈川県一般スキーヤーを指導員
会が応援します。

★特典内容★
①年間通じて毎月1回開催。シニアの方も
無理なく･じっくり･確実にレベルアップで
きます。
②少人数制（各回３名迄）で、毎回テーマ
を決めてポイントをアドバイス。
③講師はＳＩＫバンク登録会員経験者等
の有志が担当します。

④ＳＩＫ会員/賛助会員は”無料”で受講で
きます。（施設利用料等は別途必要）
⑤レンタルセット〔スキーセット/ウエア上
下/グローブ〕が特別割引（通常￥3000→
￥1500）てぶらOK
日時　毎月第四土曜日の午後（１２時～１
５時の間２Hr）　１年中開催中。
講習時間は毎回６０分を目安とし､受講者
のニーズに合わせて都度調整します。

ＳＮＯＶＡコソレンジャーを
今年も応援します！

　場　　所　
「スノーヴァ新横浜」

横浜市鶴見区梶山1-2-43
http://www.snovashinyoko.co.jp
TEL 045-570-4141　FAX 045-570-5258

利用方法
https://sik.arts-k.com/wp/wp-content/
uploads/2018/05/b8cec4db463d84c23
89af27d21abfdd5.pdf
▶氏名・電話連絡先・受講希望日を明記
し、ＳＩＫ会員サービス部
sikoba@arts-k.com 宛てに
利用１週間前までに「コソレンジャー希
望」とメールください。
▶当日の担当講師より折り返し集合時間
等を連絡します。
▶当日受付でＳＮＯＶＡ施設利用手続きを
行なってください。
(非会員の方は、当日ＳＮＯＶＡ受付で入会
手続き可能です。
SIK年会費は￥1000です。)
一般スキーヤーの皆様はどなたでも賛助
会員として入会できます。

メルマガ会員に登録ください！

Ski Instructorｓ Kanagawa 
会員の皆様へ

指導員バンク

指導員会会員向けにスキー学校等の
求人を紹介・斡旋する「指導員バンク制
度」を御存じですか。

スクールと会員皆様の仲介・パイプ役
を行ないますので、豊かなスキーライフの

一助として活用ください。

【案内方法】

　　スキー学校等から届いた求人概要・
斡旋依頼を、ＳＩＫホームページやブログ
に 逐一掲載します。
また、バンクメルマガ登録された会員に
は、タイムリーにメルマガ配信します。

　　詳しい利用方法はこちらまで
https://sik.arts-k.com/wp/wp-content/
uploads/2017/09/H28bankrenew20160
702f.pdf
バンクメルマガ会員の登録は、会員サー
ビス部（sikoba@arts-k.com）宛に

「バンクメルマガ希望」の旨をメールで申
込みください。
スクール求人情報を中心に、会員向けの
ホットな情報を配信します。

【2020シーズンの案内】
以下のスクールよりＳＩＫ向け求人情報を
頂いてます。詳しくはブログ/メルマガでご
案内します。
❶杉山スキー＆スノースクール
　http://www.sugiyama-ski.com/
❷パノラマスノーアカデミー　　　　　
　http://psa-ski.com/　

1

2

●せりえ鍼灸室
http://www.serie89.com/
▶SIK 会員証提示で初診料￥2000 が半
　額￥1000 になります（いずれも消費　
税別。ご家族も対象）
▶ＪＲ桜木町駅より徒歩５分　　
▶診療時間 9:00 ～ 17:00 　
　休診日 日曜・祝祭日
〒231-0063 横浜市中区花咲町1-5　
　　　　　第一東商ビル704 
TEL & FAX :045-262-5550（予約制）

駒ケ岳ケーブルカー開業
駒ケ岳スケートセンター開業
駒ケ岳円形レストラン完成
箱根駒ケ岳ロープウエー開業
箱根元宮竣工
駒ケ岳スケートセンターに｢雪あそび広場｣新設
駒ケ岳スケートセンター営業終了　

駒ケ岳スノーランド開業（元スケート場を全面改装）
駒ケ岳ケーブルカー営業終了

1957年 11月16日
1958年 1月26日

4月
1963年 4月27日
1964年 10月24日
1983年 12月25日
1985年 3月15日

12月28日

2005年 8月31日

神奈川県箱根駒ヶ岳山頂にか
つてこんな施設がありました。

駒ケ岳ケーブルカー・スケートセンター

施設もすべて解体され残念ながら
現在はありません。
当時はレンタルスキー、ブーツな
ど一通りそろっていたようです。

資料提供；Ｈ．ＦＵＫさん。西武グループの歴史【http://web1.nazca.co.jp/fuk200260/index.html】

残念ながら施設もす
べて解体され現在は
ありません。当時は
レンタルスキー、ブー
ツなど一通りそろって
いたようです。

邯鄲
の夢

空撮（絵はがき）

photo:pakutaso.com

https://sik.arts-k.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/7816e655e0b544c751ea5a66ea313a04.pdf
https://sik.arts-k.com/wp/wp-content/uploads/2018/05/b8cec4db463d84c2389af27d21abfdd5.pdf
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2019 年度　事業報告

　正会員・賛助会員の皆様をはじめ、ご家族ご友人の参加を頂き、年度初めに計画した事業を無事遂行でき

ました。皆様のご理解、ご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。2019 年度の雪上行事は 12 月の「奥志賀高

原初滑りセミナー」を皮切りに、1月の「タングラム斑尾エンジョイスキー」2月の「オール神奈川スキーヤー

ズ大会」3月の「小海エンジョイスキー＆バッジテストに Try」「エーデルワイス＆ハンタマ＆塩原温泉の旅」

そして、県連とコラボの「第 35 回指導員会フェスティバル」では 100 名の参加者により盛大に行われまし

た。コラボ効果で県連との結束が着実に深まっており今後も協調関係を大切にしていきたいと思います。又、

年間を通し、スノーヴァ新横浜に講師の派遣協力をして将来を担うジュニアの育成に取り組んでいます。

　会報「指導員会だより」は今号で 7号になります。会員の皆様に楽しく読んでいただけることを目指して

います。行事では皆様から改善点などをお寄せいただきながら、良い行事、参加しやすい行事にしていきた

いと思っております。皆様におかれましても会報への記事の投稿や指導員会への意見を遠慮なくお寄せくだ

さい。
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2019 年度　総会

　2019 年 7 月 13 日（土）川崎市中原区の玉川クラブ

において、総会、講演会、懇親会兼新入会員歓迎会

が開催されました。総会は 87 名の出席者により 12 時

に指導員会の中森会長挨拶で始まり、（公財）神奈川

県スキー連盟の片会長から来賓代表のご挨拶を頂きま

した。その後、川崎スキー協会の山内 隆氏が議長

に選出され、2019 年度の諸報告と 2020 年度の事業計

画（案）、予算（案）、次期役員選出（案）を審議し、満場一致で可決されました。総会後の特別講演では

FOOTPROSTATION 店長の小林敏之氏を迎え、「スキーブーツの正しい選び方」をテーマに講演していただきま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した。今年は今までの特別講演でやったことがないマテ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リアルの話で、スキー用具のなかでも一番重要なスキー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブーツに関するお話をしていただきました。雪上で痛い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思いをしている方や靴がフィットしてない方など関心

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が高く、満席のなか、講師の分かりやすい解説と、真

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剣にスキーに取り組んでいる会員の熱心な聴講により

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間いっぱいまで行いました。14 時からは懇親会 兼 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新入会員歓迎会でしたが、県連役員の方々、協賛企業の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方々にもご列席いただいて賑やかに楽しく会員の親睦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と交流を行い、16 時に閉会しました。

　最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。素人の手作りで“指導員会だより”と
いう会報を作るのは今年で２回目となりました。いつから作り始めようか？　表紙はどのようにし
ようか？　特集はどのような内容にしようか？　その特集はスキーの事では無くても大丈夫かな？
など、悩んで悩んで夜も寝られない！（そんなこと無いか・・）日が続いていました。
完成に漕ぎつけ、今は安堵の気持ちで一杯です。

　写真を撮りに現地に訪れたり、取材に行ったり、電話で連絡したり。
夏休み、週末の休み、お彼岸も会報作りに捧げて２年。来年は休めると良いな。
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SIK ロゴは神奈川県スキー指導員会の登録商標です。

（【登録番号】 第 6061438 号）

ご使用になる場合には、ご連絡をお願いします。

役員改選がありました

役員選出
　本年７月の総会で、新たな役員２０名が選任されました。
神奈川県スキー指導員会の役員（幹事）は役員選考規定により 2 年ごとに改選されます。今年は改選期に当
たり、役員選考規定に基づき、ブロック毎に選考委員１名と役員立候補者の推薦をお願いしました。
選考委員は各ブロックから１名ずつ計5名が、役員立候補者は各ブロック・協会から２０名が推薦されました。

　（選考委員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（役員立候補者）
　　横浜ブロック：　　横浜スキー協会　副会長　　　鈴木　英一氏　　　　　横浜ブロック：５名
　　川崎ブロック：　　川崎スキー協会　会長　　　　川村　一広氏　　　　　川崎ブロック：３名
　　県央ブロック：　　県央ブロック　ブロック長　　石渡　善司氏　　　　　県央ブロック：４名
　　湘南ブロック：　　藤沢スキー協会　会長　　　　大雲　芳樹氏　　　　　湘南ブロック：６名
　　県西ブロック：　　伊勢原市スキー協会　理事長　椎橋　敬太氏　　　　　県西ブロック：２名
　　指導員会顧問代表：榎本　勝雄氏
　　指導員会名誉会長：大山　重彦氏

　６月 8 日（土）、かながわ県民センター（横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2）にて、第１回役員選考委員会が
開催され、まず中森会長からのご挨拶、事務局・川田幹事長から指導員会の現況報告等の説明の後、選考委
員の互選により石渡善司氏が委員長に選出され役員選考の議事に入りました。以降、委員長の議事進行によ
り、水島会長はじめ２０名の役員が全員一致で承認されました。
　７月 13 日（土）、NEC 玉川クラブで総会が開催され、石渡善司委員長から役員選考委員会の結果報告が行
われ、選出された役員全員が満場一致で承認されました。
 
　今回も神奈川県スキー連盟はじめ、各ブロックならびに各協会のご理解・ご協力により、選考委員 5名の
選出と役員立候補者２０名の推薦をいただくことが出来、また総会では無事に役員のご承認をいただくこと
ができました。心より御礼申し上げます。今後とも新役員を宜しくお願い致します。新役員につきましては
下記の組織図をご参照ください。
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