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特集特集 ハンディキャップ委員会活動の紹介

指導員会　会長　挨拶
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小田原スキー協会

　神奈川雪友スキークラブ

　スノーヴァの子供教室を手伝った縁で、数年前から賛助会員です。その
つてで 12 月の志賀初滑りにも二度ほど参加しています。今シーズンの志
賀では原田元デモや茅ヶ崎の酒井会長とも交流することができ、皆さん異
口同音に「準指合格の極意は『滑り込み』だ」とおっしゃいます。
　そうか滑り込みか。確かに今まで足りてなかったな。それで素直な私は
ほぼ全週末をスキーに捧げてきたのですが、ふと我に返り、「大学受験に
直すと『志望校突破の極意は勉強だ』ってこと !?」だと気づいてしまい
ました。余りにも当たり前だし、そもそも妥当な分量が見えてこないとい
うか、合否結果で初めて滑り込みが足りている／足りてないと判定される
恐ろしい代物です。
　しかし二度検定に失敗して後がなく、他にすがるものもないので、とに
かく滑り込んだと自分で胸張れる程度には頑張りました。車山高原スキー
場のシーズン券を初めて購入し、同じクラブの受検生と互いに教え合いな
がら、子育てのことや恋愛のことを語り合った日々は検定そのものよりも
有意義だったかも知れません。

　そして検定当日、検定コートが事前発表とは違う斜面へ変更になったり、「総合滑降」や「滑走プルー
クから基礎パラレルターンへの展開」では受検生がざわつく程度に滑走距離が短く設定されました。
また今回は長野県連と同日同所開催なので、「コブ無しの検定は有り得ない」長野県連が即席で作り
上げたコブ斜面を神奈川が借り受けて、ぶっつけ本番の不整地小回りも行なわれました。
　そういう予想外の事態が次々と起こる中で、雪面状況を勘案し、どんなターンを何回しようか冷
静に自分の軌跡を考えられたのは、まさしく滑り込みの成果だと感じました。諸先輩が推す「滑り
込み」の、その真意とは、己の軌跡を想定できるようになることだったのですね。

　「極意の真意」

永谷
　康二

川崎スキー協会

　川崎スキークラブ

　私は、北海道斜里町の斜里岳の麓で生まれ・育ち、歩けるように
なってからの冬の移動手段はスキーでした。もちろん積雪の 5 カ月
間は、小学校へもスキーを使用して通学していました。積雪期は、
畑や林の中を一直線に滑って移動するので、畑や林を避けている道
路を歩くより速く移動できていました。当時は、ゴム長靴を履いて
滑っていました。小学校５年の冬に川崎市に引っ越してからは、中
学・高校で各１回スキーに行きましたが、スキー靴は革製の編上げ
靴でした。ゲレンデスキーをするようになったのは、28才の冬(1982
年 ) から友達とスキーに行くようになりました。特に指導者に習う
こともなく友達と楽しく滑っていました。

　「私のスキー歴」

鹿野
　純一

　友達とスキーに行く機会が少なくなり出した頃から、職場近くの
横須賀スキー協会の行事に参加するようになりました。このころか
ら横須賀スキー協会の指導員に習い、級別テストを受けるようにな
り、43 才（1997 年 1 月）で２級に合格しました。
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養成講習会の中止が相次ぎ、検定種目の練習が思うように出来ず焦りが止まりませんでしたが、コー
チの手厚いご指導や周囲の方々の支援、激励をいただき、この度、認定指導員に合格することがで
きました。本当にありがとうございました。
　すべてのスポーツにおいてエネルギッシュで活動に満ちた健全な発展と心身の育成のため、可能
な限リグラブや協会の行事に参加させていただきながら未経験者を行事に誘い、スキーの楽しさを
啓発し、スキーを通じて微力ながら貢献したいと考えています。大自然のなかで体を動かし、日ご
ろ見ることのできない景色とご馳走を堪能できたら、毎年冬がやってくる度にまた行きたいと思え
ることでしょう。
　これからもご指導のほどよろしくお願い致します。

鎌倉スキー協会

　かまくらスキークラブ
　「初めての指導員検定へ挑戦」

　私がスキーに出会ったのは 20 歳の時。 母親が若い頃にス
キーを経験し、子育てが一区切りとなり 20 年振りにスキーに
行く機会があり、私も誘ってもらいました。
1980 年代の頃に、スキー場を舞台にした映画がブームの火付
け役となり、私自身「私をスキーに連れてって」 の流行に飛
びつく気軽な気持ちでした。初めてゲレンデを見た雪景色の
雄大な眺めと空気のきれいさ、他のスポーツでは味わえない
爽快感と開放感は格別でした。プライベートで行った時は、
深夜バスで現地に向かい、ゲレンデに居られることが嬉しく
スキーの基本など気にも留めず滑っていました。その後、ス
キー人口は減少していますが、近年ではバブル世代がゲレン
デに戻り親子でスキーを楽しむ家族も珍しくないそうです。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響で雪上の自粛期間が続
く中、お世話になっているクラブコーチから指導員検定の挑
戦へのお話をいただきました。

2 級合格の次のシーズンに、ボランティア活動の仲間とスキーに行った時に、同じボランテイア
仲間に川崎スキークラブの指導員がいて、誘われて川崎スキークラブの行事に参加するようにな
りました。級別テストも受検するようになり、49 才（2003 年 2 月 ) で１級に合格して川崎スキー
クラブ会員となりました。
　野沢温泉スキー場が大好きな私は、個人的な行事・川崎スキークラブ行事・指導員会の行事と
連続していた時には、野沢温泉の次の宿に板を置いて梯子したことを思い出します。仕事が定年
になり、退職して時間に余裕ができた頃に、準指導員を受検しては？と話が有り、受検を決意、
2018 年の初受検から合格まで 5シーズン掛かりました。
受検シーズンの始まりは、指導員会の 12 月行事の初滑りからでした。クラブ行事、県連の養成講
習会、川崎スキー協会の行事と毎週末スキー漬けの生活でした。2020 年 2 月の準指導員検定がコ
ロナ禍で直前に中止。2021 年は、前年の延期分の 1 月と当年の 2 月分も 3 月に延期となり、長い
受検期間となりました。2022 年は、養成講習が中止になることもありましたが、養成講習の他に、
川崎スキークラブのサポートと川崎スキー協会等の手厚いサポートもあり、受検シーズンを乗り
切ることができました。
　受検を決めてから数々の講習会や特別レッスンでご指導頂いた皆様のおかげで、68 才にして準
指導員検定に合格することができました。厚く御礼申し上げます。

星芝
  智子
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 行事運営には多くの資金が必要となりますが、年２回のスキー教
室については、（独）日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ
助成金（toto）を受けることができました。資格を有するボランティ
アの方々は研修会やクリニック対応ができなくなりましたが、負担
を軽減し充実した内容で実施を継続することができますので、今
シーズンもご協力をよろしくお願いします。

神奈川県スキー連盟
ハンディキャップ委員会
担当理事　國島　みどり

 ハンディキャップ委員会は、障がいをもつ方々のスキーをはじめとするウイン
タースポーツを支援していくために発足されました。23 年目を迎えた今シーズン
は、1月の五竜Ⅰ行事と3月の車山Ⅳ行事において「障がいをもつ人のためのスキー
教室」を開催予定です。この２行事については、今年度もスポーツ振興くじ（toto）
助成金を受けての開催となります。
 4 月に実施されていましたチャレンジカップは野沢から鹿沢に会場が変更されま
したが、3月の車山スキー教室と日程が重なるため、ハンディキャップ委員会では、
12 月開催の鹿沢でのチャレンジカップについて出場選手のサポートを予定してい
ます。

 障がいの種類（知的・聴覚・視覚・下肢など）や状況には個人差が大きく、参
加の目的も多岐にわたっています。参加していただく方に、安全を確保し楽しく
滑っていただくためにマンツーマンでの講習を目標としています。毎年多くのボ
ランティアの方々に協力していただき行事を実施することができています。ボラ
ンティアの方々には本当に感謝申し上げます。
 ハンディキャップ委員会では、障がいを持つ方への介助法のセミナーを実施し
ています。これまでは、秋の座学と 1 月五竜行事での雪上の 2 回開催していまし
たが、今年度より委員が担当し、1 月五竜行事での雪上 1 回での開催となります。
今シーズンは、下肢に障がいをもつ方のサポート法を中心に実施いたします。

 昨シーズンは、１月五竜行事の参加者も集まり班分けや様々な準備も整い、あ
とは行事を待つだけというところから、直前でコロナウイルス感染状況が悪化し
中止となってしまいました。しかし、３月の車山行事については、蔓延防止措置
が取られる中でホームページなどでの募集をしてもよいのかという不安もあり、
募集開始が 2 月末になったため、参加者やボランティアの申し込みが少ない状況
ではありましたが、皆さまの協力により、感染対策を行い、無事に実施すること
ができました。
　参加者・ボランティアの皆さま、スキー場、ホテルなど関係者の皆さま、ご協
力いただき本当にありがとうございました。
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◎ハンディキャップセミナー
       （障がい者スキー指導法に関する講習会）
 障がいをもつ方へのサポートが初めての方などを対象に、雪
上での介助とスキー指導法についてのセミナー（雪上）を実施
します。
 様々な障がいに対応するため３つのカテゴリーに分けて実施
していますが、今年度は下肢に障がいを持ちチェアスキーやバ
イスキーなどを使用して滑る方へのリフト乗車時や滑走時の誘
導やサポート法などを、より実践的に体験していただけます。
初めての方でも受講しやすい内容となっておりますので多くの
方のご参加をお待ちしています。

  ＊ハンディキャップセミナー　：2023 年 1 月 20 日（金）
    長野県　白馬五竜スキー場

◎チャレンジカップ
　＊第 21 回　チャレンジカップ　
    2022 年 12 月 24 日（土）～ 25 日（日）
    群馬県　鹿沢スキー場

◎障がいをもつ人のためのスキー教室日程
  ＊第 41 回スキー教室　2023 年 1 月 21 日（土）～ 22 日（日）
    長野県エイブル白馬五竜スキー場
  ＊第 42 回スキー教室　2023 年 3 月 25 日（土）～ 26 日（日）
    長野県車山高原 skypark スキー場

今シーズンの行事について

表紙の写真は、エイブル白馬
五竜様にご提供いただきまし
た。
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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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　　　　　　　　　　　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：2022 年 12 月 3 日（土）～ 4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：12/3　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

　　　　　12/4　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。 ※現地集金となります。事前振込不要です。

　　　　　※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）。

申込み方法：メールまたは電話でお申込みください。お申込みを受付け次第、担当者から確認連絡いたします。

　　　　　　※メールでのお申込みはこちら → kamakura24zono@gmail.com

　　　　　　※電話でのお申込みはこちら → 090-3208-6980 (18 時以降にお願いします )

締 切 り：2022 年 11 月 19 日（土）迄必着  例年人気のセミナーです。お早めにお申込みください。

問合せ先：西園 勉　　090-3208-6980(18 時以降にお願いします） メール kamakura24zono@gmail.com

神奈川県スキー指導員会　行事 No.2

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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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：2023 年 2 月 11 日（土）～ 12 日（日）

日　　程：2/11　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( ﾎﾟｰﾙ講習終了後）　休憩所

　　　　　2/12  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 8,000 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：2023 年 1 月 19 日（木）

募集人員：50 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　2021 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

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



9

S I K  G a l l e r y

泡沫 C　　Utakata　60 x 139   　                   無門庵（立川）蔵

中 森 　 博 文

―作 品 解 説―　　         　　　　　　　　　　　　　　　内 村 嘉 秀

　「泡沫 C」について、その表現の特長を探ってみる。この作品の第一の特長は線のスピード感にあ
ると言ってよいだろう。「泡」の旁（つくり）（「包」）はひと呼吸で書いているが、その線はサーキッ
トを疾走するレーシング・カーのようにスピード感に満ちている。線にスピード感を表出するには、
それに見合った運筆の速さが必要となる。それには柔毛よりも剛毛の筆が適している。ただ剛毛は親
和力が弱いから筆鋒のまとまりが悪く、少し力を加えて早く書くと割れて、線が荒れてしまう。また
保墨力も劣るから、しずくがたれやすい。そのため剛毛で書いた作品、特に大字作品はややもすると
騒がしく風韻に欠ける作品となりがちである。中森の作品は、この欠点を現すことがない。
　「包」の筆捌きを改めて見てみよう。急ターンを繰り返した筆を巻きこむように左旋回させて、右
紙面の外へと引き抜いていく。この途切れることなく続いていく線を生み出す筆捌きは、芯の通った
軌跡を描いて、停滞してぶれる所がない。技法も心気も冴えていることが分る。序 ( ついで ) に言え
ば、この線のスピード感を表出する運筆の呼吸は、スキーヤーでもある中森の身体意識と結びついて
いよう。その一連の筆捌きを見れば、「泡沫 C」を書いている中森の身体（からだ）はゆるんでいて、
高岡英夫が説くセンターが通った動きを実現していると感じとれる。スキーがこの動きを支えるセン
ターの形成、維持に密接にかかわっているだろう。中森にとっては書とスキーとが動きにおいて一体
のものとして結びついていると思われる。（身体意識、センターに関しては、高岡英夫著『センター・
体軸・正中線』等を参照してください。）
　発想の斬新さも中森の作風の特長に数えてよいだろう。二つの三水（さんすい）の書きぶりに注目
しよう。「泡」の三水は二つの点と短い線で書かれている。二つの点は鋒先を軽く紙面に置いて、筆
を少し捩って（ねじって）引き上げている。軽く打っているのだが、周囲の空間が深く感ずるのは何
故だろうか。捩じった動きに、紙背を貫き地殻をも突き抜けるほどの深さへのおもいがこめられてい
るからであろう。二つの点をうける第三画は、ちょっと面白い複雑な線である。注意して筆鋒の動き
を追ってみると、その複雑さが生まれたプロセスが見えてくる。軽く引き下ろした筆を紙面の外で折
り返して、抜き上げている。（紙面の四周に新聞紙等を敷いて、一回り大きな紙面を作って書いている。）
即ちこの線は、上から下への動きと下から上への動きが重なって生まれているのだ。
　ここで、抜き上げる筆に注目しよう。「泡沫 C」を見た時、目を奪われたのは線のスピード感であり、
それを生み出している技法力の冴えであった。しかし、やがて空間のすばらしさに心が満たされるよ
うになった。

                                                                                                            （元国士舘大学教授）
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神奈川県スキー指導員会　行事 No.4

期　　日：2023 年 2 月 16 日（木）～ 2月 18 日（土）2泊 3日　　　　　

日　　程：2/16　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）

　　　　　2/17　 フリー or レッスン（AM）～バッジテスト（PM）～懇親会＆反省会（夜）

　　　　　2/18　 フリースキー（AM）～ホテル出発（正午頃）～閉校式

　　　　　　　　～横浜西口天理ビル前着（PM5 時頃） ※全日程フリースキーでも参加できます。

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：36,000 円（宿泊代 2泊 3日 2朝食・2夕食、 2 名 /1 部屋利用、シングルは 3,000 円アップ、

　　　　　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。※受験料・バッジ代・認定料は別途。

　　　　　会費・参加費は、2022 年 6 月現在の予定額でありますので、変更になる場合があります。

　　　　　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（新型コロナウイルスの感染状況で変更の可能性があります）

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

　　　　　※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）のレッスンが神奈川県スキー

　　　　　　指導員会会員特別割引料金で受けられます。

行事申込み：申込み書を郵便または FAX で下記へお送りください。

　　　　　　【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

　　　　　　WEB での申込みは SIK ホームページまたは以下のアドレスの SIK 行事申込書にお願いします

　　　　　　https://form1ssl.fc2.com/form/?id=175a6a53874d973f。

申し込み締め切り：2023 年 2 月 2 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：土橋 竜太郎（携帯）090-6008-7912（メール）ryu-kusu0612@t.vodafone.ne.jp（なるべくメールでお願いします）

　　　　　佐藤 精一   （携帯）090-6034-2886（電話 FAX）042-782-6533 （メール）satosmk2020@jcom.zaq.ne.jp

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.6

     （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　   　共催　(公財 )神奈川県スキー連盟

日　　程：2023 年 3 月 25 日（土）～ 26 日（日）1泊 2日 　現地集合・現地解散
          3/25　受　付：スカイパークホテル B1（9:00 ～ 12:00）：現地集合
　　　　　　　　　　　　受付でビブとリフト券引き換えに参加費をお支払いください。
　　　　　　　　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）
　　　　　3/26　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）
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神奈川県スキー指導員会　行事 No.5

今年も新型コロナの影響で湯けむり号が廃止され、貸切バス仕立てとなりました。
宿も値上げになりましたがベッドの 2 人部屋と、料理も質の向上が行われました。

厳しい状況の中で頑張っているおおるりグループを応援しましょう。

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。宿では新しくなった檜風呂温泉や各所の湯で疲れを癒しましょう！！

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：2023 年 3 月 11 日（土）～ 13 日（月）２泊３日 /又は～ 12 日（日）1泊 2日

日　　程：3/11　集合（AM7:30）　厳守　横浜駅西口　県連事務所前　SIK 専用貸切マイクロバスです。

　　　　　　　 8:00 出発～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

　　　　　3/12 宿舎～ハンタマ塩原スキー場 ( ﾌﾘｰｽｷ -) ( 終日 ) ～宿舎　夕食

　　　　　　　　（1泊２日ｽｷｰの方はおおるり PM5:05 発　JR 路線ﾊﾞｽ PM5:55 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⇒横浜 PM9:30 着。運賃別途）

　　　　　3/13 宿舎～ハンタマスキー場(ﾌﾘｰｽｷ-) (AM)～宿出発(AM12:30発)～横浜西口第二バス乗り場野村証券前着(PM5:00）

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：往復貸切バスとなります。

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：2023 年 2 月 16 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

会　　場：ハンターマウンテン塩原

宿　　舎：ホテルおおるり　「イワナのホイル焼き」又は「ロブスターの黄金焼き」

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

総 費 用：24,000 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 6,000 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。　

　　　　　※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：2023 年 3 月 16 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。
　　　　　　　　※複数での申込みの場合、団体申込書をメール・FAX しますのでご連絡ください。
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　090-1439-6399
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神奈川県スキー指導員会　行事 No. ①

日　　程：2023 年 4 月 1 日（土）～ 2日（日）1 泊 2日 　
　　　　　4/1 　現地集合受付　プルミエ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
　　　　　4/2　 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 10 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 29 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。
　　　2022/10/9 日 ( 日 ) 懇親会 (前夜祭 ) 18:00 ～ 20:00 3,300 円 宿泊 クラブホテル朝食付 4,100 円～
　　　2022/10/10 日 ( 月休 ) 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　9月 26 日（月）　     問合せ先　上記担当　藤木　昇　迄
・第 22 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　2023/1/6 日 ( 金 ) ～ 9 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　2022/11/17 日（木）　大学参加はシクミネット申込　問合せ先　担当　藤木　昇迄

日本スキー指導者協会企画の「2022 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！！

◇ シーズン最後に各県のスキーヤーと交流しょう。
◇ 交通の便利な福島の標高 1500m のスキー場と美しいホテル。
◇ 食事後は参加者同士の懇親会
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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、ご参加下さるよう心からお待ち申し上げています。
　　　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：2023 年 5 月 18 日（木）（集合 7：10　スタート 8：00）
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：14,700 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：48 名 /12 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：2023 年 5 月 6 日（土）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 11 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）　090-1439-6399　  （自宅 電話） 0468-49-7492

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.7

春

14
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第 102 回親睦ゴルフコンペ
「春季大会」に参加して

私のゴルフ経緯
　この 10 数年来ゴルフはスキーの体力維持の為に行っていますが、年齢を
重ねる程に、スコアは落ち 100 を切るのは難しくなり、この程度の指導員会
でのコンペは、天候にも恵まれゴルフ日和、特に同伴競技者がなかなかの楽
しい方でしたので、まったく緊張することなくプレーが出来ましたのが良い
成績に結びつけられたのだと思います。

　86 歳となり体力は落ちてきましたが、好物のアルコールとステーキは欠か
せません。これがスタミナの根源ではないかと自負しています。ゴルフを始
めて 50 年になりますが（途中 10 年程ブランク）スキーと同様にゴルフも、
自然相手のスポーツなので変化の激しい条件での運動が認知症予防にも一役
かっているのではと思います。75 歳過ぎてからは飛距離も出ず、コンペでは
シニアティーから打つ様になり、スキーもギャップ、悪雪は体力の維持が取
れず滑ることが困難となり、もっぱら中級のコースで楽しんでいます。

横浜スキー協会
　横浜スキー同好会

　倉持賢二郎

　老年期に入りショットの安定感は薄れ、何歳までゴルフが続けられる
か定かではないがせめてエージシュート（夢）が出るまで努力し続け楽
しんでいきたいと思っています。今回の優勝は 86 歳への最後の最後の
プレゼントだと思っています。

　この度の親睦ゴルフコンペの開催にご尽力下さいました役員の皆々様
に感謝とお礼を申し上げます。
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車山の大自然で思いっきり雪と遊ぼう！
38°のハードバーンから充実の初級者コース！

エリア最長のクロスコースやキッズでもチャレンジできる

ポールバーンなどのアトラクションも充実！！

お問い合わせは

車山高原SKYPARKスキー場　https:///www.kurumayama.co.jp

〒391-0301　長野県茅野市車山高原　TEL 0266-68-2626

愚直　　Gutyoku　80 x 126   　                   墨人会会員

ご寄付のお礼

平塚スキー協会・湘南雪だるま所属の工藤義三様より、当指導員会

に多大なご寄付を頂戴いたしました。

工藤様には１０月２７日開催の指導員会親睦ゴルフコンペにおい

て、功労会員の盾と記念品を贈呈いたしました。

－指導員会功労会員第一号の工藤さんのコメント－

「多少なりとも指導員会に貢献でき、嬉しく思います。また素敵な記念品を頂戴し、

とても光栄です。心より感謝申し上げます。年齢を重ねると無理がきかなくなりま

すが、これからもスキーを楽しみたいと思います。ゲレンデで見かけたら声を掛け

てください。」
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車山の大自然で思いっきり雪と遊ぼう！
38°のハードバーンから充実の初級者コース！

エリア最長のクロスコースやキッズでもチャレンジできる

ポールバーンなどのアトラクションも充実！！

お問い合わせは

車山高原SKYPARKスキー場　https:///www.kurumayama.co.jp

〒391-0301　長野県茅野市車山高原　TEL 0266-68-2626
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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
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。

【過去の実績】
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/index.php

1

2

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 12:00 ～ 20:30

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

石井スポーツ横浜店
●会員証提示で特典があります。
　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出し、
　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　10：00～ 20：00　
　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1F　
　TEL045-651-3681　

　（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/

　 〒 226-0027 横浜市緑区長津田1-20-9
　 TEL & FAX　045-981-4622
　https://jhouse.yokohama/

　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　　　

https://www.ici-sports.com/shop/yokohama/

富士見パノラマスキー場

富士見パノラマスキー場

富士見パノラマスキー場

スキーショップ関係

Ski shop

車山高原 SKYPARK スキー場

●リフト 1 日券   
　大　人  3,200 円 →2,700 円
　シニア  2,400 円 →1,900 円（60 才以上）
　http://hakkai36.com

Ski resortスキー場

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/

八海山麓スキー場

タングラムスキーサーカス

Marin  Sportsマリンスポーツ

●リフト1日券   大人 ￥4,800→￥3,300
シニアも同額
https://www.tangram.jp/ski/index.php

神立スノーリゾート
●リフト1日券 
　※22/23 シーズン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。
　http://www.kandatsu.com/

●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://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・ウェア
　上下/グローブ〕が特別割引
　(通常￥3,000→￥1,500)手ぶらでどうぞ！
　事前にFAX申し込み要。詳しくはSIKホーム
　ページに掲載してます。

ニュー･グリーンピア津南

●リフト 1 日券   
　※22/23シーズン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。
　https://www.kurumayama.co.jp/

お一人様1泊2食（平 日）12,700円
お一人様1泊2食（休前日）16,700円

（いずれも入湯税100円別） 
特 典：滞在中リフト券付き 
 〈子供料金〉小学生70％・3才～幼児50％
お問い合わせ・ご予約はお電話にて「神奈
川県スキー指導員会会員」とお伝えくださ
い。） ホテル予約係 TEL 025-765-4611 　
　　　　　　　　   FAX 025-765-4620

　https://new-greenpia.com/

●

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) /
　ウインドサーフィン」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

　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

2022

～2023

　
指
導
員
会
●
会
員
特
典

 https://sik.arts-k.com

会
員
特
典
の
紹
介

最
新
情
報
は

シルフィードクラブ （湘南江ノ島）
　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 SUP￥5,500 ⇒￥4,400)
　（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）　
　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。         　

●

ニュー･グリーンピア津南
富士見パノラマスキー場
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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
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。

【過去の実績】
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/index.php

1

2

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 12:00 ～ 20:30

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

石井スポーツ横浜店
●会員証提示で特典があります。
　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出し、
　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　10：00～ 20：00　
　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1F　
　TEL045-651-3681　

　（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/

　 〒 226-0027 横浜市緑区長津田1-20-9
　 TEL & FAX　045-981-4622
　https://jhouse.yokohama/

　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　　　

https://www.ici-sports.com/shop/yokohama/

富士見パノラマスキー場

富士見パノラマスキー場

富士見パノラマスキー場

スキーショップ関係

Ski shop
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　人間って面白いもので、他人から言われてハッと気づくこと
もあれば、何回も何回も同じことを言われていても分からない
ことがあるものです。
　私は指導員の資格を取るのが遅い方でした。準指受検のため
の養成講習会では、ゼッケン番号が一桁だったり二桁だったり
していました。私は運動神経には自信がありましたが、板の上
に乗ってバランスをとりながら雪の上を滑るという運動がどうもよく分かりませんでし
た。板の上でどう動いていいのか、講師の先生に教わるのですが、どうも私にはピンとき
ませんでした。講師の先生の教え方ではなく、受け手側に問題がありました。荷重、角付け、
回旋ということばを理解していても、動きとしてからだが理解できなかったのです。それ
でもなんとか正指導員まで取りました。
　正指導員合格から 15 年目、外板に乗ることを理解し、外向傾姿勢が理解できるように
なりました。それが、去年の“第 20 回志賀高原初滑りセミナー”の講習でのことでした。
講習中に講師の方が受講生に与えた 1 つのテーマを頭に入れて滑りました。そして右ター
ンをしたとき、急に板がいつもと違う滑り方をしたのです。その時、私はハッと気づきま
した。これが外板に乗ることなんだと。
　これを読まれている方の中にはハッー？と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
今更、正指導員を持っている人が何を言ってるのって。でも、これが私のスキーなので
す。こうやって気がつくと楽しいものです。白馬の兎平のクワッドリスト降り場のレスト
ランでワインを飲みながらゲレンデのスキーヤーの滑りを見たり、圧倒する北アルプスの
山並みを見ながらスキー仲間と談笑する楽しみ。ニセコの粉雪を蹴散らして滑る楽しみ。
ここが準指受検の筆記試験に出た冬季オリンピックでトニー・ザイラーと競って銀メダル
を取った猪谷千春さんが滑ったバーンかと思いを巡らしながら滑る楽しみ。キャッキャ、
キャッキャ言いなが楽しく滑るジュニアスキー教室。指導員を持っている方も、持ってい
ない方もいろいろなスキーの楽しみ方があります。
　私はこんな楽しいスキーを新型コロナウィルスにぶち壊されてたまるか！という気持ち
でいます。過去 2 年間にわたり新型コロナウィルス感染拡大に悩まされてきました。神奈
川県スキー指導員会の行事も昨シーズンは余儀なく中止した行事もありますが、幹事の努
力により幾つかの行事も実施してきました。新型コロナウィルスと戦いながらの昨シーズ
ンでした。
　総会も書面評決のスタイルを 2 年連続で取らせて頂きました。会員の皆様のお顔も見れ
ず寂しい限りです。今シーズンも新型コロナウィルスに負けない気持ちを持って頑張りた
いと思います。会員の皆様、今後ともご協力とご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

― 先シーズンを振り返って ―

神奈川県スキー指導員会
副会長
酒井　祐一郎
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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

　スキー界も 2020 年２月ごろから新型コロナの影響を受けて現在まで、３シーズンに及
んでまだ思う様な活動ができない状態が続いています。
　その中で先ず問題なのか体力の低下です。指導員会会員の多くが高齢者であることから、
家に引き込もった生活では体力低下となりスキーを辞める会員も出てきました。
　指導員会の中に多くの高齢者がいる状況で、スキーに参加頂くにはバスの利用はかかせ
ません。ワクチンを打ちながら何とか参加者に集まってもらっているという状態が続いて
います。自分も含め体力をつけて頑張るしかありません。毎日の散歩、ジョギング、テニス、
ゴルフなど密でない環境で体力強化に励んでほしいと思います。
　私は自分も含め、皆で楽しいスキーをどの様に企画しいけばもっと楽しくなるかとやっ
てきました。若いときには所属クラブでスキーツアーに参加したり、下手なスキーでも競
技に出たりしていました。しかし皆様とスキーを楽しむのが一番。そう思ってコロナ禍で
もなんとか楽しみたいと考えています。
　指導員会の行事では、オール神奈川スキーヤーズ大会、ハンターマウンテン塩原を中心
に運営してきました。指導員会の方向や運営をスタッフと押し進め、皆さまと共に素晴ら
しいスキーライフを送りたいと願っています。何とかこのコロナ禍を皆さまと共に耐え抜
き、指導員会の発展に寄与できますようよろしくお願い申し上げます。

― ご挨拶 ―

神奈川県スキー指導員会
副会長
藤木　昇
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　コロナ禍の中、ぎりぎりまで総会の開催を検討しましたが、コロナ感染者数がまた増えてきたこともあっ

て今年度も書面表決とさせていただきました。

　書面表決結果を下記のとおりご報告させていただきます。会員の皆さまにはご協力いただき誠に有難うご

ざいました。

　2022 年度もコロナウィルス感染症の影響で一部行事が中止となってしまいましたが、感染対策をお行い

ながら 3 つの雪上行事（「志賀高原初滑りセミナー」、「小海リエックスエンジョイスキー＆バッジテストへ

Try」、「ハンターマウンテン塩原と塩原温泉の旅」）を開催することが出来ました。皆様のご協力に対し心よ

り感謝申し上げます。

　今年度も多くの雪上行事を企画しております。会員の皆さま、県スキー連盟、各スキー協会・クラブと綿

密に連携し、積極的に事業を行うことでスキー界の活性化と当会の発展に繋げてまいります。また雪上でお

会いできることを楽しみにしております。

２０２２年 10 月 10 日 

会員 各位  

神奈川県スキー指導員会 
会長  水島 三千夫 

2022 年（令和４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。また日ごろから SIK の活動にご理解

ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、９月 3日提出期限にて実施した 2022年総会議案の「書面表決」結果を下記の通り

ご報告申し上げます。 

                  記 

1．提出期限  2022 年 9 月 3 日 

2．回答方法  議案書同封はがきによる書面表決 

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。 

4．出席会員  書面表決書提出総数  190           

    

 議案  賛成 反対 棄権 総数 

第 1 号議案 2022 年度 事業報告 187 0 3 190 

第 2 号議案 2022 年度 決算報告 186 0 4 190 

第 3 号議案 2023 年度 事業計画（案） 186 0 4 190 

第 4 号議案 2023 年度 予算（案） 186 0 4 190 

第 5 号議案 規約改正（案） 187 0 3 190 

第 6 号議案 その他（支援行事など） 187 0 3 190 

     

★参考 

（総会の議決） 

第 18 条 総会の議事は出席会員の過半数の同意をもって決する。賛否同数

の時は議長がこれを決する。 
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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。

　最後までお読みいただきありがとうございます。前シーズンもコロナの
影響で思うようにスキーが出来なかった方もいらっしゃったかもしれませ
ん。でも世の中工夫しながら進み始めてきた気もします。私もそんな中、チャ
レンジしていた資格に合格しました！今シーズンは次の目標に向かって頑
張るつもりです。やはり年齢に関係なく目標って大事ですよね。皆さんの
今シーズンの滑りの目標は何ですか？今年ももうすぐスキーシーズンです。
さあ、今シーズンは沢山滑りましょう～！

23

訃報　幹事　桂林　正彦　2022 年 9 月 22 日逝去

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

秋は紅葉狩り
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八海山麓

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  


