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安心・安全！スキーに行こう

https://sik.arts-k.com

特集特集　ジュニア雪とふれあいツアー

指導員会　副会長　挨拶

新役員紹介

勝手に神奈川観光紹介

会員特典の紹介

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
　　副会長　酒井 祐一郎

　「不易流行（ふえきりゅうこう）」という
四字熟語があります。これは日本人固有の
精神構造が生んだ、世界で一番短い文学「俳
句」で有名な松尾芭蕉が説いた言葉です。

　変わらない本質的な感動という不易に流
行というものを取り入れていくことが不易
の本質であると言うのです。これは松尾芭
蕉の俳諧の理念ですが、俳諧だけでなく一
般的な考え方にも通じる気がします。

　昨年、日本スキー指導者協会の総会に、初
めて出席させていただきました。この協会
は本指導員会を始め、全国指導員会の上部
組織であります。出席して分かったとこと
が二つありました。

　一つ目は、この組織の屋台骨を支えている

のが神奈川県スキー指導員会の役員の方々
であるということです。とても活躍されて
いる様子です。

　二つ目は、本指導員会の活動状況が他県
には見られない独自の活動をしているとい
うことです。神奈川県スキー指導員会の事
業活動はとても活発に行われています。

　この総会で感じたことをよく考えてみる
に、本指導員会の活動は、それぞれの時代
における運営の変遷を経て現在の姿があり、
またそれは先達の方々の努力の結果なのだ
と悟りました。現在の姿はとても好意を持っ
て受け入れられるものではないでしょうか。
現在では神奈川県スキー連盟との仕分けも
はっきりしており、その連盟と本指導員会
の関係も友好的な雰囲気を醸し出していま
す。泣いている子を怖い顔であやしても、笑
わないと思います。本指導員会の幹事の方々
はスキーの楽しさを知っている方々です。そ
んな方々が自身も楽しみながら事業活動を
していただいているのです。

　神奈川県スキー連盟と神奈川県スキー指
導員会の大きな目的は同じだと思います。ス
キーの楽しさを伝える伝道者組織であるこ
とだと思います。その中で、本指導員会は
親睦に徹しております。

「変わらないものを大切に」

不
易

流
行
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SIK Gallery

風神　Fūjin (84 x 53) ｘ２　　上野原カントリークラブ蔵

中森　博文

  かつて、文壇スキー大会という大会を菅平
で開催をしており、そこには久米正雄、小林
秀雄などが参加していたそうです。また、「放
浪記」で有名な林芙美子も志賀高原でスキー
をした感想を「暴力的なあの雪を蹴ってゆ
く気持ちが好きだ」と残しています。この
スキー、色々な方が様々な楽しみ方をして
います。今も同じではないでしょうか。か
たちは変えてもスキーの楽しさを提供して
いくことが本指導員会の使命であると考え

ます。私はその一助として努力してまいり
ますので、よろしくお願い申し上げます。
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新役員の紹介

橘　紀典

　この度、神奈川県スキー指導員会の監査役を拝命しました橘紀典
です。
出身は北海道富良野です。五歳頃から雪が積もれば毎日スキー遊び
をしていました。若い頃は競技スキー（アルペンスキー）でしたが、
北海道から神奈川県に移住してからは鎌倉スキー協会にお世話にな
りました。県連に役員として出てからは、準指導員を目指す方々の
合格へのお手伝いをしたことが思い出に残っています。
　この度監査役を拝命するに当たり、指導員会の事業がその目的に
沿って適切に執行されているか否か、またそれらの会計処理が正し
く処理されているかについて会員皆様に代わって監査させていただ
きます。と同時に役員皆様の懸命な執行姿勢についても皆様にお伝
えできればと思っております。
　会員皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　19 年度より新幹事として活動させていただいております土橋（ﾂ
ﾁﾊｼ）と申します。
スキーを始めたのは大学 1年の時、時代は正にスキー絶頂期、猫も
杓子も皆スキーといった頃でした。その後職場では 1級を持った先
輩がいて、かっこいいパラレルターンで皆の羨望の眼差しを受けて
いました。自分も「いつかは 1級」とせっせとスキー場に足を運ん
だのも懐かしい思い出です。
　時は代わり、あれほどいたスキーヤーは激減、今やスキーをやっ
ているのはほとんどが中高年になってしまいました。次の世代へス
キーの楽しさを繋げたい、そんな思いで微力ながらお手伝いをさせ
ていただければと思っております。どうぞよろしくお願い致しま
す。

土橋　竜太郎

阿部　光男

　指導員会幹事にさせていただき有難うございます。
これからの指導員会の活動の中において、より一層多
くの方々にスキーを楽しんでいただけるように努力し
ていきたいと思っております。
今後共よろしくお願いいたします。

表紙の写真は、斑尾東急リゾート　ホテルタングラム
の今野様にご提供いただいた写真です。今野様はタン
グラムスキースクール　副校長もされています。
タングラムスキー場と斑尾スキー場の共通券もあり、
広いスキー場なので楽しむことができます。

表紙：
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　昨年に続き、本年も又タングラム斑尾エンジョイ

スキーに参加させていただきました。今年は１月半

ばまで雪が降らず、どうなるかと案じておりました

が、タングラム斑尾スキー場には思ったより雪もあ

り、滑ることができました。

　偶々１月は私の誕生月で、昨年の野沢行事でも大

勢の参加者に祝って頂き大変恐縮して居ります。

　指導員会の行事には、大沢祐吉さん（現指導員会

顧問）に誘われて草津の頃から参加して居りまして、

特に最近は 80 代の高齢で皆様にお世話になっており

ます。指導員会のツアーは、他と違ってスクール色

があまりなく、体力に合わせてフリーに滑れる点が

私には気に入っています。さりとて全く野放しでは

なく、要所に先生方が安全に目配りをして下さって

おり、又希望者には適切な技術の指導もして下さる

ので、ビギナーから上級者まで楽しみながら上達も

望める楽しいスキーツアーです。私の孫娘も中学生

で指導員会の小海行事に参加し、先生のご指導で二

級を取得しております。

　今回のタングラムスキー場は雪不足で、多少残念

な面もありましたが、隣に斑尾もあり先生方には大

変かも知れませんが、ここでの時間をもう少し取っ

て下さったらと思います。

　84 歳になって体も思うように動きませんが、もう

数年は青空に映える山々を眺めながら真っ白な雪の

上でスキーを楽しみたいと思っております。

タングラム斑尾
　エンジョイスキーに参加して

川崎スキー協会

　川崎スキークラブ

　須山　佾央

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
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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。しかも GoTo トラベル指定旅館）
期　　日：2020 年 12 月 5 日（土）～ 6日（日）1泊 2日　※諸事情で計画内容が変更となる場合があります。

日　　程：12/5　志賀高原高天ヶ原　ホテルサニー志賀に現地集合（AM9:00）

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

　　　　　12/6　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：14,000 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 4,500 円、前半泊 3,000 円、リフトは別途必要。

　　　　　※費用は GoTo トラベル支援適用の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：2020 年 11 月 21 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
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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

期　　日：2021 年 2 月 13 日（土）～ 14 日（日）

日　　程：2/13　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

　　　　　2/14  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：2021 年 1 月 14 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　2020 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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上上  越越  新新  幹幹  線線  浦浦  佐佐  駅駅    1100分分  
関関越越自自動動車車道道大大和和ｽｽﾏﾏｰーﾄﾄIICC    55分分  八八海海山山麓麓ススキキーー場場  

hhttttpp::////hhaakkkkaaii3366..ccoomm  
●●おお問問いい合合わわせせ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
〒〒  994499--77223355    新新潟潟県県南南魚魚沼沼市市荒荒金金5566--11  
TTEELL  002255--777799--33110033    
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神奈川県スキー指導員会　行事 No.4

期　　日：2021 年 2 月 25 日（木）～ 2月 27 日（土）2泊 3日　　　　　

日　　程：2/25　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）

　　　　　2/26　 フリー or レッスン（AM）～バッジテスト（PM）～懇親会＆反省会（夜）

　　　　　2/27　 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：2021 年 2 月 4 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.5

期　　日：2021 年 3 月 13 日（土）～ 15 日（月）２泊３日 /又は～ 14 日（日）1泊 2日

日　　程：3/13　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

　　　　　3/14 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）

　　　　　3/15 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。車内は禁飲、禁煙です。

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：2021 年 2 月 18 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

最高の雪のハンタマです。人工雪で最高に整備されたハンタマのゲレンデを、ゴンドラを使って思う

存分滑りましょう。宿では各所の温泉に浸かり　カラオケを楽しもう！！ (予定です )

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
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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



10

2020-21 WINTER SEASON  2020.11/28 - 2021.4/4

東急リゾーツ＆ステイ 株式会社



11

神奈川県スキー指導員会　行事 No.6

日　　程：2021 年 3 月 27 日（土）～ 28 日（日）1泊 2日 　現地集合・現地解散
          3/27　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）
　　　　　3/28　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：2021 年 3 月 18 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：2021 年 4 月 3 日（土）～ 4日（日）1 泊 2日 　
　　　　　4/3 　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 )
　　　　　4/4　 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：16,000 円 (1 泊 2 食懇親会費、リフト 1日券付 )
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 12 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 27 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。
　　　2020/10/17 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～
　　　2020/10/18 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 20 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　2021/1/8 日 ( 金 ) ～ 11 日 ( 月 ) 往復航空機・ﾎﾃﾙ送迎付 3泊 3朝食 相部屋 (相日程、参加料共未定 )
　　　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　2020/11/19 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「2021 SIJ 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。
　　　新型コロナウイルスの感染拡大の終息を願いながら、次の日程で企画いたします。
　　　会員以外の方も参加可能ですので、是非皆様お誘い合わせの上、ご参加下さるよう
　　　心からお待ち申し上げています。
      
日　　程：2021 年 5 月 20 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：80 名 /20 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：2021 年 5 月 6 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 13 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.7

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

オーナーはスキーの達⼈
⾦⼦裕之

妙高高原 
赤倉温泉 ホテル金甚 〒 949-2111 新潟県妙高市赤倉 18 

[TEL] 0255-87-3131 [FAX] 0255-87-2201 [HP] kanejin.tv

⾦⼦裕之�������������
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神奈川県スキー指導員会　行事 No.A

日　　程：2021 年 1 月 16 日（土）　　　　　

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

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

参 加 費：昨年参考料金 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：2021 年 3 月 13 日（土）～ 14 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：昨年参考料金 小人 32,000 円　大人 35,000 円。 検定代無料

          （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） 

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。
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　以前からスタンドアップパドル・サーフィン（通
称ＳＵＰ）に興味があり、一度体験したいと思っ
ていた。そんな矢先、指導員会仲間のＮさんから
昨年より江ノ島でＳＵＰのインストラクターを
やっているので一度来ないかと誘われて、この夏
に初めてのＳＵＰを体験してきました。
　
　いつも平日に一緒にスキーを楽しんでいる仲間
のうちの３人、平均年齢７０歳且つ全くの初心者
のチャレンジです。今回利用したシルフィードク
ラブ ( サーフショップ ) は、指導員会の会員特典
を利用できるお店です。特典内容は、「指導員バ
ンク _メルマガ No.68」で知りました。その会員
特典利用者第一号が私たち。会員の同行者も特典
を利用できるので、スキー仲間も喜んでいました。

　半日午前中のレッスンでしたが三人ともボード
に立ち上がってパドルを操作することができまし
た。インストラクターは、もちろん指導員会会員
のＮさん。スキーヤーならではの説明がわかりや
すく、トークのセンスもバッチリ。膝をついて暫
くパドルを操作したのち、恐る恐る立ち上がって

みると初めてスキー板を付けてゲレンデに立った
時のように不安定でへっぴり腰、スキーのバラン
ス感覚を養うオフトレには最適と感じました。何
度か派手に海中にドボン。それでも今夏の猛暑、
海の中も快適でした。

　今の新型コロナウイルス感染拡大のなか、日常
を忘れさせてくれる貴重な時間でした。特にボー
ドの上に立ち上がると、泳いでいる時や船に乗っ
ている時とは異なる目線。眼前の海を独占した気
分。コロナが無ければ東京オリンピック 2020 の
ヨット会場もエリア内、来年はＳＵＰ上から応援
できるかも。

　レッスンのあと、四人で島に渡って湘南江ノ島
名物のシラス丼で有名な「とびっちょ本店」へ。
しかしコロナ禍の外出自粛を叫ばれている中でも
有名店は一時間待ち。あきらめて隣の店へ、そこ
でもしばらく待つことになったが、待ちに待った

「シラス丼」をビールと一緒に賞味、最高に楽し
い一日でした。

　初めてのＳＵＰ体験！
          　In 江ノ島

付記） “東洋のマイアミ” 江ノ島でマリンスポーツを指導員会会員特典 ( ２０％ OFF) で付記） “東洋のマイアミ” 江ノ島でマリンスポーツを指導員会会員特典 ( ２０％ OFF) で
          ご利用戴けます。 詳しくは指導員会ＨＰ （https://sik.arts-k.com/） に掲載中。          ご利用戴けます。 詳しくは指導員会ＨＰ （https://sik.arts-k.com/） に掲載中。

横浜スキー協会
シュリットスキークラブ
　河田　紀夫
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ジュニア雪とのふれあ いツアー活動紹介！
　SAK 総務本部普及振興委員会の活動である「ジュ
ニア雪とのふれあいツアー」( 以下、ふれあいツ
アー ) について紹介させていただきたいと思いま
す。
　本行事は雪なし県である神奈川県でのスノース
ポーツ普及のためにジュニア世代を対象としたス
キーツアーで、2006 年 2 月の初開催からこれまで
16 回開催してきました。以前は金曜夜出発、日曜
夜帰着の 1.5 泊で、大型バス 2 台、集合場所も複数
箇所だった時もありましたが、現在は平塚スキー協
会の協力のもと、平塚を土曜朝に出発して、菅平高
原スキー場にて一泊二日で開催しています。

　<ふれあいツアーの特徴 >
　本行事の最大の特徴は、保護者の付き沿い無しで、子
どもだけで参加する点です。初めて会う子ども同士が二
日間、スキーだけでなくバス移動や寝食も共にします。
最初こそはよそよそしくおとなしい子ども達ですが、初
対面でもすぐに打ち解けて仲良くなります。保護者から
離れた解放感や興奮からか時にはやんちゃな面を見せる
こともあります。
　保護者が参加しないため、講師はスキーの指導だけで
なく、スキー以外でも子どもの面倒を見る必要がありま
す。バスの添乗員役からサービスエリアでの子どもの安
全の確保、食事のサポート、宿での部屋の見回り、夜の
就寝チェック等、それはまるで修学旅行に同伴する先生
のようです。普段はパソコン相手に仕事をする私ですが、
ふれあいツアー中は小学校の先生気分で子どもと楽しく
(時に厳しく )接しています。
　保護者が同伴しないために、サポート体制も手厚くし
ています。講師とは別に保健専門のスタッフが同行し、
体調不良や怪我など、万が一の場合に備えています。また、
保護者向けの情報発信も充実しており、SAK 行事で広報
活動をされている阿部さん ( 普及振興委員 ) が広報専門
スタッフとして参加し、ツアー中の写真やビデオを撮影
し、現地からも HP にアップロードします。さらに、ふれ
あいツアー用掲示板にツアー中の様子を文字と写真で随
時投稿しており、帰路の渋滞情報や到着予想時刻なども
発信しています。

2017 年のふれあいツアー、左端が指導員会幹事長の川田さん
(普及振興委員 )、右端が講師参加の指導員会広報部久保さん

夕食後のゲームイベント。右写真の右端はゲームでポール役をしてい
る指導員会幹事の桂林さん

ただけるようなツアーになるよう取り組んでいます。

　<ツアーの流れ >
　土曜朝、平塚に集合後、保護者に見送られてバス
が出発。途中関越道の渋滞に巻き込まれながらも、
10 時前後に菅平高原に到着します。部屋に荷物を置
いて着替えた後、スキーはレベル別に 5 班、スノー
ボードは初心者・初級者向けに 1 班に分かれて午前
の講習が始まります。昼食後、午後の講習をして、
初日のスキーは終了。子ども達がお風呂に入ってい
る間に講師は夕食後のお楽しみ会で行うゲームの最
終打ち合わせや景品の準備に取りかかります。

このような活動により、ツアーに参加しない保護者も安心して、家にいても楽しんでい
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ジュニア雪とのふれあ いツアー活動紹介！

( 公財 ) 神奈川県スキー連盟
　　総務本部 普及振興委員会

　　　　　委員長  星野 洋昭

夕食後は宿の体育館でお楽しみ会です。阿部さんが撮影した
ビデオや写真の上映と、講師が考えたゲームで盛り上がりま
す。初日の夜は消灯時間が過ぎても、興奮している子ども達
はなかなか寝ません。布団のなかでおしゃべりをしていたり、
中には隠れてテレビを見ている子どもも。何度か部屋を様子
見して、子ども達の部屋が静かになったのを確認した後、講
師は集まって当日の振り返りと翌日の打ち合わせをします。
それらが終わると、ささやかな懇親会をした後、翌日に備え
て講師も早めに (？ )就寝します。
　二日目は体育館でのラジオ体操から始まります。朝食を食
べた後はツアー最後の講習です。講習中に講習内検定も行わ
れ、上級者がいる場合は実技検定も実施されます。昼食をと
り荷物をまとめたら宿で閉会式、バッジテストの結果が発表
され、仮認定証が担当講師から参加者全員に手渡されます。
それから宿の方や現地集合スタッフにお礼の挨拶をしてバス
に乗り込み、阿部さん作成のスキーツアービデオやアニメ DVD
を見ながら帰路につきます。

　<さいごに >
　これまでいろいろなハプニングがありました。大雨で講
習の一部を急遽ガラス細工体験に変更したことや、関東で
の大雪のため当日の出発直前にツアー中止となったことも
ありました。現地で体調不良となり途中で帰宅した子がい
たり ( のちにインフルエンザと判明した子も )、同じ部屋
の子と喧嘩して別部屋に移動したり、眠れずに夜中に起き
てくる子がいたり、などなど。ウェアの裾をブーツの中に
入れて「すねが痛い」と言う子がいれば、ブーツを左右逆
に履いてくる子どももいました。

そのようなハプニングを経験して、講師陣も成長し、未然に防げるものに対しては対策をするようにし
ています。ツアー中、上級者は講習をしながら広い菅平高原スキー場をクルージングして巡ります。ス
キー初心者班も初日にリフトに乗り、二日目には初心者コースをクルージングしています。子ども達は
飲み込みが早く、たった二日間ですがスキー技術の向上には目を見張ります。さらに親と離れ友だちと
生活するなかでの成長もとても楽しいものです。子ども達の「スキー ( スノーボード ) 楽しい」という
言葉とキラキラした笑顔に、教える側の講師もとても嬉しくなり、子ども達から元気をもらいます。新
型コロナウィルスのため残念ながら 2020-2021 シーズンのふれあいツアーは既に中止が決定しています
が、この状況が収まり、またふれあいツアーで子ども達とスキー・スノーボードができることを楽しみ
にしています。
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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
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Ski resort
スキー場 マリンスポーツ

スノーヴァ新横浜　TEL 045-570-4141

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
　https://www.fujimipanorama.com/

●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）
　http://hakkai36.com

八海山麓スキー場

タングラムスキーサーカス

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ボード) /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
　神奈川県藤沢市片瀬海岸1-11-13
　TEL0466-28-7311　FAX0466-24-6109
　http://pure-sp.com

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 ～ 20:30
　 〒 226-0027 横浜市緑区長津1-20-9
　 TEL & FAX　045-981-4622
　https://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/

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

Mt. 石井スポーツ横浜店
●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

Ski shop

Marine Sports

会員特典の紹介

photo:pakutaso.com

●リフト1日券   大人 ￥4,300→￥3,000
シニアも同額
https://www.tangram.jp/

ふじてんスノーリゾート
●2020-2021 シーズンは全ての券種が
　Web 購入となるため指導員会会員証提　
　示による割引適用は御座いません。
　（一般の Web 購入割引をご利用ください）

　https://www.fujiten.net/

シルフィードクラブ （湘南江ノ島）★ＮＥＷ★
　https://sylphideclub.jp/
　SUP(スタンドアップパドルボード )、サー
　フィン、ウィンドサーフィンの初級スクール
　レッスン料金20％OFF(例えば通常￥6,500
　⇒￥5,200)
　（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・シャワー使用含む）　　　　
　

せりえ鍼灸室
　https://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）

車山高原 SKYPARK スキー場
https://www.kurumayama.co.jp/winter/
神立スノーリゾート
http://www.kandatsu.com/
ニュー･グリーンピア津南
https://new-greenpia.com/
※20/21 シーズン　3 スキー場については確認中
です。決定後に SIK ホームページに掲載します。

　レンタル 20％OFF※同伴者も同一特典

　HP またはお電話からお申込みの際に
　「神奈川県スキー指導員会会員」と伝えて
　ください。         
　神奈川県藤沢市片瀬海岸 1-12-9
　電話：0466-22-2511
　（小田急片瀬江ノ島駅より徒歩 4 分）

　湘南ならでは SUP波乗り！駐車場割引有り

●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
　https://www.snovashinyoko.co.jp
　横浜市鶴見区梶山1-2-43
①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」
②フルセットレンタル〔スキーセット上下/グ
　ローブ〕が特別割引
　(通常￥3,000→￥1,500)手ぶらでどうぞ！

Others

2020～2021　指導員会●会員特典

最新情報は https://sik.arts-k.com

最新情報は https://sik.arts-k.com

最新情報は https://sik.arts-k.com

▲ヤブリスキーリゾート・ゴンドラ
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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。

　　お申し込みはこちらまで
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。

【2019-2020シーズンの実績】
以下のスクールにてSIK会員に活躍いただ
きました。引き続きブログ/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　　　　　
　https://psa-ski.com/　

1

2

3.0803.0803.0803.0803.0803.0803.0803

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。

★特典内容★
①空いてる平日（木曜日）午後の２Hrを利
　用して年間通じてコソ練できます。初心
　者からＯＫ。
②少人数制（各回３名迄）で、レベルアッ
　プに向けた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
　の有志複数名が担当します。
④ＳＩＫ会員/賛助会員は”無料”で何度で
　も受講できます。（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/ウェア上
　下/グローブ〕が
　特別割引（通常￥3000→￥1500）　
　てぶらOK
日時：木曜か金曜の午後（１２時～１６時
の間２時間）を基本とします。受講者ニー
ズと講師都合とで柔軟に対応しますので
お気軽に相談ください。

　場　　所　
「スノーヴァ新横浜」

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

ＳＮＯＶＡコソレンジャー
今年は平日に開催！

お申込みは
▶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２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

　中華人民共和国黒竜江省哈爾濱
（ハルビン）へ成田から春秋航空直行便が毎

日飛ぶようになりました。(2019年12月、現在は週
1便のみです。）3時間弱で哈爾濱国際空港に到
着 。そのまま世 界 最 大 級 の 室 内スキー場 へ 。
600mほどのコースが3本。天井が高いので圧迫
感はありません。室温-5℃、外の気温が-12℃なの
で外より暖かい。雪質（重い）はスノーヴァ新横浜

（軽い、室温-3℃）のほうがいいですね。スキー
ヤー、ボーダーがどんな雪を好むのかまだノウハ
ウがないのでしょうか。次回はきっと良くなってい
ると思います。
余談①ハルビン及び周辺はVISA,MASTERなどの
国際クレジットカードがほぼ使えません。大衆食
堂から空港（国際線ロビー含む）まで銀聯カード
一色です。
余談②トイレがきれい、空港、ホテルはもちろん
駅、大衆食堂まで清潔、無臭。街もきれいです。10
年ほど前に工業都市東莞を訪ねた時とは様変わ
りです。
余談③人口1200万人の哈爾濱圏、無電柱などイ
ンフラ整備は日本以上かも。
　翌日まだ夜も明けぬうち哈爾濱駅より北へ二
百 数 十 k m 、高 速 鉄 道 で 1 時 間 2 0 分 。亜 布 力
(Yabuli)駅で下車、予約したホテルまでタクシー

　村の銀行を聞くと気のいい青年が案内してくれ
ました。日本で言うJA BANK のような中国農業銀
行。ATMでVISAカードが使えました。早速借金。
※窓口で両替するとものすごく時間がかかる上
手数料が高い。銀聯カードを作るといいですね。

（個人旅行必携。帰国後すぐに作りましたがしば
らく出番がありませんね。）
　哈爾濱への帰り、牡丹江発大連行きの列車に
乗り込み、空いている席でのんびりビールを飲ん
でいると途中から朝の東海道線並みに混んでき
ました、指定席券を持った娘さんとおとうさんと
おぼしき2人にチケットを見せられ、ここは私たち
の席ですと言われ（多分）、平身低頭ゴメンナサイ
連発で荷物をまとめ立ち上がろうとするとおとう
さんに肩を押さえられ「まあ座って哈爾濱まで行
きなさい」と言われ（多分）、指定席券を持った親
子に笑顔で席を譲ってもらいました。謝謝(^-^)
　フレンドリーでやさしい中国の人に助けられ、
中国語ができないジジイ達が楽しく愉快に滑っ
て旅することができました。
　2019年12月に訪ねました。航空券は春秋航空。
列車、ホテルの予約は中国最大の旅行代理店
Arachina（日本語でメールのやり取りができま
す。）とおなじみのHotels.comを使いました。

T.N記

で約30分。
　着替えてすぐにヤブリスキー場へ。ゲレンデは
1枚バーンの硬いゲレンデ。初級コースの下部リ
フト、そしてゴンドラ2本でトップ。気温-20℃以
下、標高差900m、ゴンドラ降りてすぐの斜面が斜
度35度以上のアイスバーン。レンタルスキーの
エッジでは斜面に立っていられません。ひたすら

滑り降りるのみ。まだ迂回コースがオープンして
いませんでした。2月がベストシーズンとのこと。
　このスキー場、リフト券というものがありませ
ん。カードを購入、カードでピッでウエア、また
ピッでブーツ、もう一つピッで板とストック。手袋、
帽子は持参か購入。我々はウエア、ブーツ、ヘル
メット、手袋は持参でしたので板とストックをピッ
でレンタル。

2019年12月爺2人中国で滑ってきました

Ski Instructorｓ Kanagawa 会員／一般スキーヤーの皆様へ

T.N K.H

▲ヤブリスキーリゾート・ゴンドラ下車地点の気温

https://sik.arts-k.com/wp/wp-content/uploads/2020/08/4cc7bce41eb4b9781b66f4bae9aa4741.pdf
https://sik.arts-k.com/wp/wp-content/uploads/2020/08/b2237bb0df4b9e8abaab2cf2b537d513.pdf

指導員バンク詳しい利用方法はこちらまで
https://sik.arts-k.com/wp/wp-content/uploads/2020/08/4cc7bce41eb4b9781b66f4bae9aa4741.pdf

コソレンジャー詳しい利用方法はこちらまで
https://sik.arts-k.com/wp/wp-content/uploads/2020/08/b2237bb0df4b9e8abaab2cf2b537d513.pdf
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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。
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　前シーズンは雪が少

なかったですね。また

コロナ禍となりほとん

どスキーをすることが

できなかったのではな

いでしょうか。スキー

に行きたいという気持

ちでワクワクする日々

です。

次のシーズンはスキー

ができますように。

　今年の総会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面決議にさせていただきましたが、会員の皆

様にご協力をいただきありがとうございました。以下にその結果をお知らせいたします。

２０２０年９月２６日
会員 各位

神奈川県スキー指導員会
会長 水島 三千夫

２０２０年（令和２年）神奈川県スキー指導員会
総会議案の書面表決結果

時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃からＳＩＫの活動にご
理解とご協力を賜り誠に有り難うございます。

さて、７月３１日提出期限にて実施した２０２０年総会議案の「書面表決」結果
を下記のとおりご報告申し上げます

記

１ 提出期限 年（令和２年）７月３１日
２ 回答方法 書面表決書（はがき）
３ 結果

規約第１８条による議決の結果、各議案とも可決されました。

出出席席会会員員＝書面表決書提出者 ２９６名

参参考考（ 総会の議決 ）
第 １８ 条 総会の議事は、出出席席会会員員のの過過半半数数のの同同意意をもって決する、可否同数の

ときは議長がこれを決する。

議 案 賛 成 反 対 白 紙

第１号議案 ２０２０年度事業報告 ２９４ ０ ２

第２号議案 ２０２０年度決算報告・監査報告 ２９４ ０ ２

第３号議案 ２０２１年度事業計画 案 ２９３ １ ２

第４号議案 ２０２１年度予算 案 ２９３ １ ２

第５号議案 その他
１）コラボレーション支援行事関係
２）日本スキー指導者協会関係

２９１ ０ ５

以上
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