
 

 

 

 

 

 

      

 

今シーズン新たに資格を取得された方のスキー

に寄せる熱い思いを綴っていただきました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「スキーは楽しい」 

池脇利幸（指導員合格） 

2014シーズンは指導員検定に挑み、大江部長は

じめ指導して頂いた先生方、又、一緒に受験した

準・指導員受検者の仲間達のお陰で合格すること

が出来ました。本当に有難う御座いました。  

私がスキーを初めて履いたのは 3 歳で、場所は

北大の中央ローンでした。それから 44年経ちまし

たがいまだにスキーは楽しいです。何故ならスキ

ーを通して仲間が出来ること、新しい技術の発見

があり、それを克服した時の達成感がある。自然

を相手にするスポーツなので、同じ条件は一度も

なく常に未体験の連続なこと等々。最近は滑るだ

けでなく、シールで登ったり、山岳スキーレース

に参戦したりと、まだまだ楽しいことがたくさん

ありそうです。 

これからも色々な形でスキーに携わって行きた

いと思います。今後とも宜しくお願い致します。 

 

「スキーの先生になりたい」 

関 仁美（指導員合格） 

 幼い頃、スキーを教えてくれた女性に憧れ「お姉

さんみたいなスキーの先生になる！」と大きな夢

を抱きました。20年経った今、その夢は現実のも

のとなっています。 

 3歳の私にスキーを教えて下さったその女性は、

どんなときも笑顔で、心からスキーを、人生を楽 

 

 

 

 

 

 

 

しみ輝いていました。幼いながらも、私はその方

の人間性に惹かれ、目標としてきました。 

 その方から教わったことは、「スキーは楽しい！」

という一言に尽きます。自然を満喫する楽しさ、 

風を切って滑る楽しさ、自分だけのシュプールを

描く楽しさ、大好きな家族や仲間と滑る楽しさ。 

  また、スキーは楽しさだけでなく、人として大

切なことを学び、身に付ける場でもありました。

沢山の人と接するなかで得たものは、数え切れな

いほど多くあります。私の半分は、スキーライフ

で形成されたと言っても過言ではありません。 

 スキーは私にとって、大好きなスポーツであり、

ライフワークです。幼い頃に思い描いた「スキー

の先生」になり、スキーの技術だけではなく、ス

キーというスポーツが持つ可能性や素晴らしさを

より多くの方に伝え、またそれを自らも生涯、体

感し続けていきたいと思っています。 

  今抱いている新たな夢は、いつの日か、親子三

世代でスキーをすることです。私を育ててくれた

家族、スキー、そして神様がくれる奇跡の雪に、

敬意と感謝をこめて。 

 

「私とスキー」 

               松村唯幸（指導員合格） 

今回、石狩スキー連盟の諸先輩方をはじめとす

る多くの方々のお力添えのおかげで、指導員検定

に辛うじて合格することができました。本当に感

謝の気持ちで一杯です。 

現在の私にとって、スキーは生活の重要な部分

になっており、これからもスキーに関する色々な

ところで頑張っていきたいと考えております。 

石狩スキー連盟広報紙 2014．4.25 №３ 



さて、私がスキーに出会ったのは 17歳の修学旅

行でした。私は元々雪無県の本州出身ですので、

生まれて初めてスキーをして、プルークボーゲン

で滑るのがせいいっぱいでしたが、「雪の中で滑る

のが楽しい！」と感じました。今も同じ気持ちで

す。 

 大学で SAJ２級、社会人になり SAJ１級、準指

導員を取得して７年、札幌に転勤して３年になり

ます。札幌に転勤した年は長女は幼児で、幼児シ

ーズンスクールのあるばんけいスキー学校を訪問。

ばんけいスキー学校の先生方とのご縁から石狩ス

キー連盟にお世話になることになりました。村岡

会長もよくおっしゃっておられますが、スキー場

の遠い地域に住んでいるスキーヤーに比べると、

札幌近郊在住は、素晴らしい環境です。私も、「も

っと若い時に札幌に来たかった」と思います。身

近に沢山練習できる環境がとても貴重です。 

私はいつも諸先輩方の滑りを見て、「あんな風に

滑りたい。どうすればあんなに板が走るんだろ

う？！」と真似し、教えて頂き、練習しているの

ですが、なかなか近づけず・・・しかし諦めずに、

トライし続けたいと思っています。 

指導者の醍醐味は、やはり「生徒にスキーをも

っと好きになってもらい、上達してもらうこと」

です。初心者のジュニアから「スキー楽しい！」

という声を聞くと、「同志の誕生だ」と嬉しくなり

ます。また、中級レベル以上の生徒が、ジュニア

検定や級別検定にむけて頑張る姿は、自分と重な

り、感情移入してしまいます。 

これからも時間の許す限り練習して、行事にも

出来るだけ参加させて頂き、石狩スキー連盟に貢

献していければ幸いです。今後とも宜しくお願い

しますｍ（_ _）ｍ 

 

「私とスキー」 

               山内 千景（指導員合格） 

 私がスキーと出会ったのは、小学校 5年生の時

でした。当時は、アルペンスキーで、他の選手と

競い毎日毎日厳しい練習をすることばかりで、ス

キーを楽しむということを忘れていたように思い

ます。高校 3年生の時に一度スキーを引退し、ス

キーへの楽しみを見出せなかった私は、その後 10

年以上全くスキーとはかけ離れた生活をしていま 

した。結婚・出産を終え、30歳の時に家族からの

勧めもあり、またスキーをする機会に恵まれまし

た。そのことがきっかけとなり、あらためてスキ

ーの楽しさに気づくことが出来るようになりまし

た。 

 それから、まずは準指導員、その後は指導員と

自分の目標を定め、楽しみながら自分の技術の向

上やスキルアップに繋がることに挑戦して行くこ

とにしました。昨年度、念願であった指導員検定

に合格することが出来、これからは自分が楽しむ

ことだけではなく、私のようにスキーの楽しさを

見失ってしまっている人にもスキーの楽しさを伝

えていけるような指導員になりたいと思っていま

す。 

 

「私が指導者になった理由（わけ）」 

鷲尾太郎（指導員合格） 

＜指導者への動機づけ＞ 

家族で滑走中に息子が転倒し動けなくなった

時に偶然通りかかった指導者が即座に応急措置

をし、パトロール室まで来て気遣って頂きまし

た。その時、指導経験が無かった私は「そこま

でしていただき本当に感謝します！」という気

持ちになりました。その日から私の中に“求め

られるスキー指導者”になりたいという目標が

設定されました。 

＜指導者を継続する活力＞ 

人生を少し変えてくれる仕事仲間では味わえ

ない生涯をともに生きていける仲間作りが出来

たことです。そのことは、仕事を効率よく成果を

上げてスキー場で楽しみたいという生活環境改

革に繋がりました。 

＜指導者としての使命＞ 



「隠れスキーヤー」を「生涯スキーヤー」へ

と導く為に、知識発信や親身な指導等心のこも

ったオモテナシでスキー仲間へ囲い込む活動を

展開して行くことです。 

＜求められる指導者になるための手段＞ 

スキーの普及・振興を担う為に今年 2 月 23

日に私は公認スキー指導員検定に強い意志で臨

み、そして合格しました。 

 

「準指奮闘記」 

        伊丹 彰（準指導員合格） 

 準指導員検定、一年目合格種目 1つ、二年目

3つという厳しい現実を突きつけられ、今年度、

選択肢は二つ。準指導員はあきらめてのんびり

楽しく滑る。もう一つの選択肢は限界まで自分

を追い込んで何が何でも合格を勝ち取る。相当

悩みましたが、もう一度だけトライする結論に

達しました。トライというのは適切な表現では

ないかも知れません。この勝負に負けたら、生

きていく資格がない（椎名林檎、ギャンブルよ

り、名曲です）くらいの大げさな決意でした。

気合いが入りすぎて去年４月には、キロロ長峰

のコブを下手なくせに攻めすぎて大転倒、右肩 

腱板断裂。７月に全身麻酔で手術。今シーズン、

ナイター中心ですが週に５日は滑り、前年度、

滑り込むだけでは上達しないことを学んだので

友人に頼み込んでビデオを撮ってもらい深夜に

フォームの修正にあたりました。朝は基礎種目

の DVD をみて、鏡の前で基礎パラ大回りのフ

ォームとリズム確認、城戸先生作成の kido’s eye

に目を通すのを日課にしていました。検定間近

の終盤は身体を壊すほど疲れきっていましたが、

休んで落ちても納得がいかないと思い、結局検

定中もナイター終了時間まで滑っていました。 

 合格発表の後、晴れ渡ったルスツのゲレンデ

を滑り、今までにない開放感と幸福感に浸るこ

とができました。 

 石狩スキー連盟の皆様、特に講師の皆様、本

当にありがとうございました。 

 

「私とスキー」 

              大場 克則（準指導員合格） 

 今年度の準指導員検定の受検に当たり、ご指導

いただきました石狩スキー連盟の先生方、諸先輩

方、そしてサポートしてくれた家族に改めて感謝

申し上げます。 

 私のスキー人生を振り返りますと、私の出身地

である十勝は、ウインタースポーツといえばスケ

ートであり、学校の体育の授業もスピードスケー

トでした。スキーは日曜日のレジャー的な存在で

あり、私も小学生の頃より父親に連れて行っても

らいました。友達とも列車（今は廃線となりまし

たが）に乗ってスキー場に行き、１日中滑ってい

たことを思い出します。 

 就職してからは道外勤務となったため、10年以

上スキーから離れていましたが、札幌転勤を機に、

息子達にスキーを教えることでスキーを再開しま

した。今は家族全員でスキーを楽しんでいます。 

道外での生活を経験し、確かに雪の無い生活は

楽でしたが、雪がある北海道に暮らしているから

こそできるスキーを楽しんでいることに幸せを感

じます。これからは、多くの方にスキーの素晴ら

しさを伝えていける指導者になりたいと思います。 

 

「スキーの世界」 

守屋裕美（準指導員合格） 

私は二度目にして準指導員を取得することが

できました。 

思い返せば、いろいろな方にお世話になりま

した。私を見つけては、アドバイスをくださる

方、一緒に滑ってくださる方、ビデオを撮って

くださる方、愚痴を聞いてくださる方など、た

くさんの方々に良くしていただきました。 

 今回合格したことも、いつのまにか多くの方

が知ってくださっていて、たくさん「おめでと

う」のお言葉をいただきました。先日行ったス



キー場でも、いろいろな方が声をかけてくださ

り「自分の世界が広がった」と、感じました。

これからも世界が広がるように、日々努力して

いきたいと思います。 

また、これから資格取得や技術向上を目指す

方々の世界が広がるように、少しでもお手伝い

できればと思います。 

 最後になりましたが、皆さん本当にお世話に

なりました。ありがとうございました。 

 

「スキーとともに」 

片 桐 敏 明（認定指導員合格） 

スキーとの出会いは小学４年生の頃でした。爺

さんにスキー（イタヤ製）を作ってもらい、近く

の坂で滑っていました。ビンディングは当時金具

と呼んでいましたが、長靴のかかとの部分を皮ひ

もに付いているバックルで抑えるものです。今の

自衛隊さんが使っているものと同じかも知れませ

ん。 

地元の高校を卒業して札幌で働いた最初の冬に

本物のスキー（カンダハーでした）を購入し早速

テイネオリンピアに行きました。スキーを履いて

歩けなかったことを想い出します。 

爾来、50年弱経っている中で断続的ではありま

すが、いろいろな方々に教えをいただいてスキー

の醍醐味を知ることができました。 

昨年、仕事から解放されフリーになったのを機

に冬はスキー活動に専念し、少しでもスキーの普

及のために子供たちに教えることができればと思

い認定指導員の検定講習会を受検いたしました。  

今後とも皆さまのご指導方よろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は 18名の方が参加しました。スキーを

滑って、温泉に入って、お肌すべすべになっ

て帰ってきました。来シーズンも是非たくさ

んの方の参加をお待ちしています。 

 

 

井山敬介さん優勝おめでとう！ 

関 仁美さん 本選 49位 大健闘！ 

 

  

◇日時 5月 24 日（土）18：00～ 

◇会場 シャトレーゼガトーキングダム 

◇会費 5,000円 

◇申込み メール、もしくはお電話で 

事務局（駒形）までお申し込み 

ください。5 月 17 日締切 

     携帯：090-7051-3461 

     E-mail：sai@ski-ishikari.jp 

 

お知らせ 

◇夏の研修会について 

 ・6月 21日（土）バンケイ、パークゴルフ 

   ＊参加希望者は指導研修部（高橋）まで 

◇役員の改選について 

 ・連盟役員に立候補される方は、事務局まで

ご一報ください。 


