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スラロームスキークラブの始まり 

 昭和２８年１２月に杉並区スキー連盟が創立され。３１年１月に那須の八幡温泉でスキー教室と第３回の
スキー大会が開催され、その時指導に当たった清水氏を中心として参加者の西田、和田その他の人々が集ま
って「高円寺グループ」を結成、これを母体として昭和３２年４月１日にスラロームスキークラブが結成さ
れました。 
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̶̶̶̶̶̶̶̶̶クラブ６０周年寄稿文̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
＜クラブ員＞ 
★無題                    島田 郁夫 
★クラブとの出会い              深谷 久志 
★近況                    伊藤 美代治 
★創立 60 周年を祝して。           近藤 正利 
★５５年前の回想                 佐藤 敏男 
★私とスキーとスラロームスキークラブ        高木 敦子 
★スラロームと菅平                    田村 宏巳 
★スラロームスキークラブと私           袴田榮一 
★スラローム在籍50年                        菊地 一世 
★理由ありなお接待                 栗田一宇  
★お礼                           島 正好 
★無題                             濱野 浩 
★クラブ創設60周年おめでとうございます.      小宮 章弘 
★おとなの階段                       小宮 麻衣子（旧姓 常田） 
★スラローム還暦おめでとうございます。     湊 浩 
★スキーとわたし                     瀧澤 邦夫 
★私とスキー                 小林邦雄 
★無題                    尼崎 義郎 
★スラロームスキークラブとの出逢い、その後  植松高宏 
★私とスキー                         亀井 宏一 
★自己紹介                        末松 明 
★コメント                       北川 正彦 
＜旧クラブ員＞ 
★雑感                           伊藤 延廣 
★寄稿文                          竹田 周司 
★コメント                         宇田川 照 （旧姓松宮） 
＜クラブの御友人＞ 
★寄稿文                   三浦 友三・和子（日本アルペンスキークラブ） 
＜旧資料からの抜粋＞ 
★会長挨拶（‘８３年会報）    初代会長  清水 英樹 
★提案（‘９２年創立３５周年記念誌）前会長   近藤正利  
＜追加原稿＞ 
★スラロームに入会して           赤木伸也 
★チームゾンビ！！             菊池未帆   
＜編集後記＞ 
★60周年に想う・・編集後記を兼ねて            日比  久 
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    ̶̶̶̶̶̶̶̶ クラブ員 ̶̶̶̶̶̶̶ 
★無題                 島田 郁夫 
私は１９６０年、当時快調だった清水先生にお願いしてスラローム・スキークラブに入会しました。それ以
後、スラロームクラブ、チロルクラブ、東京都連の皆様のご指導を受けて、基礎スキーや競技スキーの面白
さと難しさを楽しむことができました。 
しかし、生涯スポーツとして続けたサッカーやテニスの負の遺産として腰部脊椎管狭窄症の手術後、歩行障
害となり苦労しています。 
皆様のご健勝とスキークラブの発展を祈ります。 
 
★クラブとの出会い           深谷 久志 
先ずは６０周年おめでとう。もうそんなになるんだ、そのはずだよね、私も早や齢８５才だものね。クラブ
で最年長になってしまったものね。何か寄稿をとの事ですので失いつつある記憶をたどり粗文ではあるが何
か書いてみるとする。 
初めてクラブと遭遇したのは確か６０年前頃だと思う。ある仲間と志賀高原からの帰路をスキーツアーにし
ようと、熊の湯、渋峠、横手山、山田峠を経て万座温泉に着いた時、たまたま知人の川上君と逢い話を聞く
と杉並区のスラロームクラブで正月スキー教室に来ているとの事、初めてクラブのある事を知ったのである。
その後今は故人の吉尾君、現会員の鈴木進君が狭山スキー場へ行かないかと誘いに来た時彼らもスラローム
の会員だと云いクラブに誘われた事を思い出す。又ある時新潟県の関温泉にてスキー大会があった折、和田
さん、千ガ崎さん岡田さんと知り合い、たまたま私はエントリーしてなくて欠席の島田さんのゼッケンで滑
り１１位になったことがよみがえる。又ある時の3月、菅平のスキーにクラブの行事としては初めて参加させ
ていただきました。そこでポール教室に参加、講師は故松宮父であり、依田さんが準指をとった年であり、
菅平は初めてであり裏太郎から塚田旅館への道がわからずにいるとクラブ員の一人がそばに来て一緒に降り
たのが今の佐藤敏男さんだと思う。帰路道路の不通で困難したのも思い出す。 
以上のような縁でスラロームに入会する。そこで一級は持っていたので入会早々準指の検定を申し込もうと
した。クラブの規定で入会後１年経過しなければ駄目との事ではあったが和田さんの特別な推薦により、故
清水会長の許可を得ることができその年に合格することが出来た。 
その後昭和４５年指導員に合格、前会長の近藤さんと共に都民大会、各大会に参加、何回か入賞もでき、ク
ラブの会長も務めさせて戴き多くの仲間を作る事が出来たことはクラブに入会したお陰と深く感謝していま
す。 
スラロームクラブは永遠なり！！ 
 
★近況                 伊藤 美代治 
昨年退院してから丁度一年たちましたが、体力の衰えと共に筋力の衰えも感じられる今日この頃です。 
そこで「貯金はできないが、貯筋はできる！！」を目指して、６月から１１月の6ヶ月を目処に筋力トレーニ
ングを始めました。私にすれば「未知への挑戦」です。 
来るスキーシーズンを楽しみたいために・・・？ 
 
★創立 60周年を祝して。         近藤 正利 
スキーの楽しみ方は皆それぞれにあると思います。 
レースでタイムアップを目指す人、公認資格を目指す人、気心の知れた仲間とスキーのあと酒席を楽しみた
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い人。人それぞれの楽しみの中でスキーをしていると思います。 
でも、どんな楽しみ方にしろ、私はスキーをやっていて自然の素晴らしさにいつも心を惹かれた一人です。
今後共、さらなる楽しみを増やす、そんなクラブであって欲しいと思います。 
 
私は 6 年前に手術の合併症で脳梗塞になり、現在も脳に障害が残っていますが、スキーは今でも心の中で大
きな存在です。障害後も 4 年間はスキーに行ってみました。靴を履くのも板を付けるのも逆さまだったり、
ゲレンデに立つまでは思うようにならず大変でしたが、身体で覚えていたことは脳が覚えていたようで、思
いのほかまともに滑れたものでした。その後は長年痛めていた膝の不具合もあり、レースをすることも、指
導をすることも思い出にして、仲間との話だけで楽しんでおります。 
スラロームクラブの 60 周年、おめでとうございます！！ 
 
★５５年前の回想             佐藤 敏男 
スラロームスキークラブ結成６０周年記念誠におめでとうございます。私は当クラブに入会して５５年にな
りますのでその５年前に結成されていたのですね。 
初めて社会人として入社した同期の大信田さんにスキーを奨められ当クラブを紹介して頂き当時の清水会長
と面会し入会を許可されました。当時周りを見ますと加入している人達は競技をやっている人・指導員・準
指導員・１級２級をもっている人達ばかりで全くの初心者なのに入会したのは私だけだった様に思います。 
今思うと世間知らずだったんですね。それで少しでも上手くなりたい、早く皆さんについて行きたい、とそ
の時強く決意をしました。入会し初めてのスキー講習会は菅平で初心者班でした。私を除く５～６人は皆さ
ん中学生位のお嬢さんばかり。色々な所作も、それなりに滑る事も出来るんですね。どう見ても今日が初め
てとは思いませんでした。上手く出来ない私はかなり落ち込みましたし焦りました。 
班の先生は大高先生（１級・男・５０歳代）。講習会終了後私に色々と丁寧に、根気よく教えて下さいました。
今でも其の事に感謝しておりますし、これからやるべき事を教えてくれた様に思います。講習会終了後にバ
ッジテスト（級別テスト）があり全員４級受験です。しかし大高先生は私にだけ３級を受けるように強く勧
められました。私は思い切って受験しました。３級受験講習班のグループの人達と一緒に！結果は１種目（プ
ルークターン制限滑走）落第で４級合格でした。でも先生の期待に沿えなかった事は残念でしたが奨めて下
さった事は嬉しかったです。 
この年の正月スキー行から始まって今まで菅平高原スキー場等には５５年位通っています。これからも出来
るだけ長く皆さんと一緒に楽しいスキーを続けて行きたいと思います。 
余談ですが私がゴルフを始めたのはこのスキーシーズンが終わった時位からです。清水会長が所属して居た
千葉カントリクラブ・梅郷コースの練習場に連れて行って貰い偉い人（副支配人？キャディーマスター？）
に紹介されました。主に日曜日なので清水会長は他のメンバーさんと一緒にコースを回っています。従って
会長から教わるのはスタート前か終わってからです。その間は私１人で練習（パター・バンカー）をしたり、
プロの練習を見たり、食堂でお昼を食べたりしました。その後私がコースに出られるようになってからは清
水会長・深谷（久）さん・和田さん・佐藤の４人であちらこちらのコースに行きましたね。楽しかったです！
良い思い出です。   
皆さんこれからもよろしくお願いします。 
 
★私とスキーとスラロームスキークラブ       高木 敦子 
  スラロームスキークラブ60周年記念、私の在籍56年。殆どの人が知らない半世紀以前のスラロームスキー
クラブのことを、私自身のスキー暦を思い出しながら書きました。  
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 私がスキーを初めてはいたのは今から５７年前（大学３年生）の１０月、後楽園にできた屋内スキー場（７
０ｍ位）でした。この年、大学にスキー同好会ができて、今までしたことのないスポーツに興味を持ったか
らでした。大学時代のスキー１年目の冬は、志賀・八方・野沢・燕など有名なスキー場で、その頃の一流の
指導者に恵まれ基礎スキーを取得しつつありました。シーズンオフは一の倉沢、鳥海山などの雪渓で滑り、
ゲレンデスキー以外のスキーも経験しました。少し滑れるようになった２年目は、競技中心。どんなスキー
場に行っても上から下までノンストップで降りることが多く、初心者に近い実力の私は、全身捻挫状態でし
た。そんなムチャなトレーニングのおかげか、４年生の１２月には偶然受けた八方のバッチテストで１級を
取得し、競技スキーにも興味を持ちました。（女性部員は私1人でした。）  
 そして、社会人になってもスキーを続けたいと思い、千葉県連の会長さんに「杉並に住んでいるのですが
良いクラブご存知ですか？」と尋ねると「杉並に住んでスキーの清水秀樹さん（スラロームの初代会長）を
知らないなんてモグリだよ」といわれ、よほど良いクラブなんだと思い、即入会することにしました。  
 初めての例会に出席した時の印象は”酒飲みクラブ”でした。（当時お酒が一滴も飲めなかった私は「入会し
たのは失敗した？」と思いました。今は楽しいナアと思っていますが・・。） それに、山口さんと言う女
性の先輩がいられました。 
 その頃のスラロームスキークラブは、年に数回スキーバスを出していて、スキースクールも開いていまし
た。それに参加してクラブ員になった人も多いと思います。クラブは基礎、競技とも熱心に励んでいました。 
・基礎スキー・・スキースクールの生徒を教えるため資格を取るなど・・・ 私も当然のように準指導員の
資格を取りました。でも、指導する滑り方は毎年 フランススキー系、オーストリースキー系の滑り方など
と非常に変化が激しい時代でした。今のカービングスキーが使われ始めてやっと落ちついた感じがします。 
・競技スキー・・都民大会のスタートに立つスラロームの選手はアルコールの香りに包まれていましたが、
今と変わらず上位の成績は出していました。その頃からチロルスキークラブとも争っていました。因みにチ
ロルの方達は朝練（６時ごろランニング）をされていました。競技スキーで今では考えられない状況もあり
ました。インスペクションが下から観ていくことが原則でした。リーゼンもです。石打のリーゼンコースは
カリカリのアイスバーンを登るのが怖かったけれど、苗場のンリーゼンはインスペクションするだけでスタ
ミナが切れて２年目からはインスペもせず、スタートしてコース取りを間違えたこともありました。また、
指導スキーの滑り方がクルクル変わったのですが、競技スキーでの上位入賞者は、今と変わらず2本のエッジ
の綺麗な円弧を描いていました。クラブには、都民大会の男子１部で一番最後の出走で1位になった人、ジャ
ンプで優勝した人など色々な勇者がいました。   
 社会人になって、滑る時間が取れなくなった20才代は体力に任せて滑っていましたが、もっと時間が取れ
なくなった30～50才代でも都民大会に出なかったのは、１日も滑らなかった１年だけでした。そして怪我す
るのが怖くなってタイムが出せなくなった競技スキーは止めるとしても、ここまでスキーを楽しく続けられ
たのは、５７年前にスラロームスキークラブに入会したからでした。 
  
 半世紀以上の長い間、楽しい時間を支えて下さった クラブの皆様に 感謝です！！  
  
★スラロームと菅平                  田村 宏巳 
 私がスラロームスキークラブに入会したのは、たしか、1975年で、私にとっては６０周年ならず ５５年
の歳月です。今、クラブに残っている方は私より先輩方は僅か三・四名くらいになりましたか・・・十年ひ
と昔と言いますけど もう大昔といった印象です。文章作成にあたって、 いろいろ振り返って思い出そうと
していますが、今では｢記憶に無い｣といっても許される年月が経ってしまいました・・・でも、あのころの
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こと少しでも語ることが出来ればと思い、懐かしいオールディーズでも聴きながら と 記憶を辿ってみまし
た。 
 1960当時、トニーザイラーの人気もあってかスキーブームが盛り上がりました。スキースクールも人気と
なり、都道府県スキー連盟に主管で加盟する我がスラロームスキークラブ(以下スラローム)も、正月、３月に
講習を通じて例年の如くバス２台を運行、毎回 予約はあっという間に埋まり各グループのリーダーも参加の
確保に四苦八苦されたことでしたでしょう。更にこのスキーブームは映画「私をスキーにつれてって」が大
ヒット、ブームの再来と呼ばれ、臨時列車「シュプール号」が設定され 、マイカーにより幹線道路も週末に
かけて断続的に渋滞が発生。その距離は関越自動車道でも５０ｋｍ以上と言われたこともありました。リフ
トも一時間待ち、フリーで行けば宿の確保も難しく。相部屋で食事も貧弱といったことも常態化していまし
た。しかし、バブル時代の象徴とも言われたスキーブームも次第に下降線をたどり１９９０年をピークに慢
性的に続いた暖冬傾向による雪不足もあってか スキー人口も急激に減少しました。スキー用具も外国製の安
価な輸入によりかっての日本の有名ブランドが次々と姿を消していったのもこのころではなかったでしょう
か。「スキー教程」も毎年改訂版が出版されるも これといった目新しいものはなく 代わり映えのしない(怒
られるかな（*^_^*）) 内容が数年続いたようでした。 
 若者のスキー離れに歯止めがかからず「スノボー」人口の増加や、時代の変化により趣味の多様化もあっ
てか、閉鎖するスキー場も散見されるようになったのもこの頃でした。その後、カービングスキーの時代が
到来し「スキー教程」も息を吹き返した感が見え、一般スキー業界にとっては救世主的存在となったのかも
しれません。 
 スラロームと菅平との付き合いも また、60周年そのものだと思います・・かって、ある部員が「菅平」と
「花岡」しか知らないといったことがありましたが 特に菅平ダボスは創部から長い歴史を刻み、懐かしい数
多くの思いを馳せている人がおられると思います。前文のスキースクールも大松山の民宿による分宿も懐か
しい思い出がありますが、一番継続的に利用したのはダボスだったと思います。「十の原ロッジ」と となり
の「高原ロッジ」(この名前だったか定かではありませんが)に分宿、毎晩食堂での酒宴で盛り上がったもので
す。当時、ダボスに３基のリフトが懸かっておりまして、リフト１時間待ちなんて時代でしたが その後、高
島屋の前に高速クワットが２基懸かり リフト待ちも緩和され、やっと列に並んでいる人よりも滑っている人
の数が多く見られるようになりました。しかし、それも１０年前くらいに１基外され 更に４年前くらいに
又１基外され、今はあの、広いダボスの真ん中にクワット一基だけとなってしまいました。かっては、赤、
黄、緑と カラフルなウエアで華やかだったスクール風景があちらこちらに 見られましたが今はブルー一色
の移動教室の生徒が中心となってしまっているのは真に寂しい限りです。又、一時は行列が出来るほどの人
気のあった「根子岳ヘリスキー」も今は「スノーキャット」に変わり 時代の逆行では と思わせる風景も感
じとれます。 
 長い歴史の中、どこのピステも懐かしい思い出がいっぱいですが「裏太郎」にも泣いたり 笑ったりの忘れ
られないエピソードがありました。毎年新しい挑戦者も居れば、落ちても、落ちても懲りない 再・再挑戦者
もいて、例年 数名の受験者で恒例の人気イベントとなり 盛況かつ、お祭り騒ぎの準指検定応援です。「明
日は検定あるからと」選手を 早く寝かせて、真夜中まで 大騒ぎ、 このサポーター志願も結構倍率が高かっ
たとか・・。スラロームの長い歴史の中で、ここ近年は講習及び級別テストは衰退の一途をたどってきた基
礎スキーですが、一貫して 競技スキーとの存立を貫いてきたクラブの精神はこれからもずっと守り抜いてい
って欲しいと思っております。競技といえば、私はポイントゲッターならず常に表彰式で手をたたく方の役
に専念して参りましたが、チロルスキークラブとの約７０数回に亘っての対抗戦、この長年の競いは お互い
切磋琢磨し継続し続けるなかで 双方のクラブに残る歴史の一頁となることでしょうし、又これからも発展し
続けることでしょう。 
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 この６０年間、「スラローム」は上層部はじめ一般部員にいたっても派生或いは分裂による、新クラブの
独立が一度も無かったということは特筆すべきです、これは代々の会長の統率力とクラブ員との相互信頼そ
のものではないでしょうか。今、どこのクラブ員も 高齢化と共に減少し、試行錯誤を重ねていることと思い
す。スラローム部員はどちらかと云えばポール思考の硬派が多いようですが年一回くらいはファミリー対象
の楽しいスキーも如何かな？と客観的には思っております。昔は親子スキーも盛況でしたが 今でも毎年十二
月、三月の二回行われている杉並区少年スキー教室は，延べ１００人以上の生徒を集めています。思考をこ
らして、楽しい、正月、三月のスクールも復活してみたら如何でしょうか。クラブ員のお子さん、お孫さん
たちの輪が これからの大切なスラロームの戦力になっていくかも知れません。 
 最後になりますが、これからのスラロームを背負ってくださる若い諸君には、この素晴らしい伝統を継承
し、杉並区スキー連盟の中心的存在として躍進して ほしいと切にお願する次第です。 
. スラローム・スキークラブ 六十周年おめでとうございます 
. “スラロームは永遠に不滅です” 
 
★スラロームスキークラブと私         袴田榮一 
	 私がスラロームスキークラブに入会したのは、２４才の時でした。私の妻より付き合いは、長いのです。
ですから、スキーは、スポーツとしての友に成ってしまいました。スキーに行きたいと思い、用意すること
が出来る限り、続けたいスポーツです。それでは、これまでスキーを続けられたのは、色々な所で、出会い、
練習、競い、語り、怒り合う仲間が居たからです。其の最初の仲間、おっと失礼しました、師匠である清水
英樹元会長です。‘星の数程ある女の中から、砂の数程ある男の中から結ばれる二人“と歌い、全く偶然の出会
いがあっての二人だ、の人です。スキーは、ゲレンデを上手く滑るだけでなく、旗くぐりあってスキーの広
さが有ると、Ｃチームを立ち上げた、近藤正利師匠、共に競技を教えてくれた、北島英夫、高木敦子先輩。
更に、何と言っても１０年間キッツメドウスゲレンデの講習会講師菊地一世元専門委員、其の一緒の仲間、
アルペンクラブの三浦ご夫妻、佐藤敏男、栗田一字、島正義、小林邦夫、笠間雄二氏の面々スキー以外で人
生も含めて何かとご指導頂いた深谷久志元会長。資格を取るため青春を共にした、福田俊夫、深谷彰弘、田
村宏巳氏。丸沼スキー場での秘密講師武田健一氏。共に競技に励んだ、市村文孝、日比久会長、片山恒次福
会長、瀧澤邦夫。適格なアドバイスを頂いた石井哲也元競技部長。スキーをヤッテヨ！の山本真弓（旧姓）
元専門委員。コシヒカリカップコック長、青木隆義、塩崎裕子、岩根若菜。スキーの乗る正しい位置を示し
てくれた湊浩。事務局長田島常正、深谷哲章元指導委員。チロル対抗戦の皆様。伊藤美代治、島田郁夫、阿
部悦夫、矢沢富美男、柴徹、開地靖宏氏等々、思い出すと尽きない！ ああ、人生だ！私のスラロームスキ
ークラブ、シーハイル！ 
 
★スラローム在籍50年              菊地 一世 
スラローム創設1957年の12年後、1969年に菅平で1級に合格し、上山田温泉で主任検定員の阿久沢孝さんか
ら合格証をいただき入会したのが始まり。その５年後に準指（菅平）、3年後に指導員（蔵王）と資格は取れま
したが、周りからは出身が北海道の割にはスキーが下手ね、という評価を受けつつ、準指をとってからその下
手の横好きでデモ選・基礎選（当時）に出て、都連で一度だけデモ認定されました。当時北海道のデモンスト
レーターから東京都に移籍し、SAJブロック委員であった近藤正利さんがスラロームにいて、いろいろ面倒を見
てもらったのがスキーを続けるきっかけになりました。 
指導員をとって都連の専門委員になり、指導員研修会、準指の養成講習の講師として分不相応なことをしなけ
ればならなくなり、指導の難しさに直面することになりました。全国的な動向としては、1980年に基礎選から
スキー技術選と名称変更し、84年頃からそれまで往年の名デモ藤本進が率いる所謂藤本厩舎のデモンストレー
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ターが支配していた技術選に学連出身の渡辺一樹、出口沖彦、ワールドカップ組の斉木隆、沢田敦、佐藤譲が
参入し一気に基礎スキー界の状況が変わってきました。それまでのかたち（様式美）を追求するスキーから、
速さと切れを追求するスキーへと根本的な変化が求められたのです。1990年代に現れたカービングスキーは、
スキーと身体運動をより一体化させる方向になりました。 
SAJ技術員をやったおかげで、少し彼らとの付き合いも生まれたいへん勉強になりました。 
スラロームクラブは、基礎も競技もやるクラブということで、従来は準指・指導員資格を取った連中が競技ス
キーをやるという流れでしたが、そのなかでも大学同好会の競技スキー出身のグループがクラブに入ってくる
ようになると、競技スキーがさらに盛んになり、都民大会クラブ対抗では実質優勝ということもありました。
この時同時に開催していた基礎スキー大会でSAJ技術員の山本真弓さん率いるスラロームが２位になり、競技・
基礎で東京都の頂点に立つ実績を収めたことは評価に値すると思います。（都民大会としては公式に競技・基礎
を合算した順位はなく、非公式なものですが。） 
私個人も４０歳代中盤までSAJ技術員をしておりましたが、仕事の関係で以前のようにスキーはできなくなりま
した。しかし2008年に札幌に転勤してスキー場まで1時間半という環境に身を置くと、途端に身体がムズムズ
して一人でもスキー場へ飛び出していくようになり、結果、定年後3年目の2014年に札幌移住となりました。
昨シーズンは70歳という年齢で人生最高の87日という日数を滑りました。我ながらよく滑ったものだと思いま
す。 
現在札幌生活 3年目になり SAJ 登録関係は札幌のクラブからしておりますが、スラロームにも籍を置かせて
いただいております。50 年に亘り付き合ってきた皆さんと、今後もお付き合いさせていただければありがた
く存じます 
 
★理由ありなお接待             栗田一宇   
彼男、最近、見ること・やること・出来事に新鮮さや感激感が無くなった。 
スキーも同様で、新しいことを取り入れようとする気持ちが萎えてきた。  
そんな彼男でも、3年前の始めた『四国、歩き、遍路』だけには新鮮さを感じているようだ。3年も続けて春
に歩いている。スキークラブの冊子ではある が遍路の話を綴ることにする。  
遍路の話をすると、「どのくらいかかるの?」と質問を受ける。 
彼男は一月半と答えている。 (費用は40数万円≒(宿泊7,000円+昼食1,000 円)*45日+納経300円*88か所+
往復交通代他。総距離は1,200~1,400km。更 に、高野山にお礼参りに行くと、宿泊費だけで約2万円/1泊)  
ただ歩き、京都の修学旅行のように寺を見るだけで、何が面白いの?? 
本音はつらい。 ①始めの2~3週間は靴擦れで、足を引きずり、顔をしかめ ながら歩く。3回とも両足の薬指
小指の爪がはがれた。 ②全行程の30~40% は雨・台風で雨具が離せない。台風が接近したときは強烈な風
雨で、その日中 は歩かなければならない。 ③3~4日おきに先の宿の予約をする手間が煩わしい。  
四国は海に囲まれているが、サーフポイントは室戸岬の 東側に数か所あるだけで、高知・愛媛の海岸線は岩
だらけ。山は海岸までせり出し、道は舗装されてはいるが、山 襞を迂回するので、アップダウンが多い。 
300~800mの山登りが続く。徳島から出発し3日目から山 登りの試練が始まり、88番札所も山の中。大半の
寺は山の上 にある。観光客はロープウエーや有料バス を利用する寺もある。駐車場から寺 に行くには
200~500段の階段を登るのは当たり前。家族連れの中の年配者は、  
階段を見ただけで階段下に待っている程だ。 関東の人は山というと多くの人が三角形の山を思い出す。富士
山・浅間山。  
北斎が描く山も三角だ。四国の山は丸く、お椀を伏せた山が多く、女性のバス トのような曲線が優しく美し
い。その山々の春は桜と新緑が映え非常に美しく、魅力いっぱいである。  
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人間臭い話をしよう。お接待。  
遍路では≪同行二人(どうぎょうににん)≫という言葉がある。これはお遍路 さんが、姿の見えない弘法大師と
二人で歩いていることからきている。             
弘法大師とお遍路に行けない地元の人は、自分に代わってお遍路さんに歩いてもらっていると考え、お遍路
さんにお接待をするのだ。お遍路さんはお接待 を遠慮しないほうが良いと聞いている。  
（１）自宅の前・遍路小屋・寺で振る舞われるものはお菓子・お茶が多い。  
奇特の人はわざわざ車でお遍路さんを追いかけてきて、ペット茶・菓子・お にぎり・アイスクリーム等 、
他にポチ袋(中に数百円)・現金を裸で接待する 人もいる。  
現金のお接待には戸惑う。宿の主人に話をしたところ、「宿でビールでも飲 みなー」と言われたが、寺の賽
銭箱に入れることにした。遍路道の道端にミカ ン・夏みかんが置いてあり、自由に頂くことができる場所も
ある。  
（２）気の利いたお接待物としては、針・糸・ビニル袋の詰め 合わせがある。針・糸は靴擦れの手入れに重
宝する。  
困る物のお接待品もある。手作りの紙製肩たたき・毛糸のきんちゃく袋(老婆が使ったズロースを再利用か? 袋
の中に金 柑が入っていた)。  
一巡目の時、香川県善通寺を過ぎたところで年配の男性から 「お遍路さ~~ん!」と呼ばれた。焼き物で弘法大
師を模して 色付けした親指大の人形を頂いた。  
お遍路としては荷物になるものは少量でも持ちたくない。 この焼き物には困った。路傍には捨てられない。
次の寺に入ると境内に同様の焼き物 が方々に並んでいた。お接待を受けたお遍路さんの気持ち は誰でも同
じように 迷惑なのだ。彼男もこの寺の隅に収めて立ち去った。二巡目の時はこの男性と 会わずに済んだ。
三巡目の時、不幸にも「お遍路さ~~ん!」と声が掛かった。男性が出てくる前に 、彼男は早々に立ち去った。  
（３）足摺岬の付け根にある素泊まりの遍路宿は、T字路の突き当りにある。 宿泊部屋は3部屋と少ない。  
宿主がT字路の交差点で道を眺めていて、日本人外国人にかかわらずお遍路が 来ると茶菓子をお接待してく
れる。素泊まりなのだが、夕食はカレーライスが 出てきた。朝食はパン・飲み物が出た。これもお接待です
と言われ、感激し た。  
（４）高知県を歩いていた時、「いたどり」という草を頂いたことがある。ア スパレガスのような姿の野草
だ。童謡「♪ど~てのすかんぽ、じゃわさらさ・・・♪」と歌ったことがある草だ。中空で竹のように節があ
り、折るとポ コンと音がし、食べるとスッパイ 。高知では高級食材ですと教えられた。隣の 愛媛県では「そ
んなものは食わねェ!」と言われた。  
この歳で食した経験がないものが口にできたことはうれしい。 
（５） 瀬戸内の四国中央市を歩いた時だ。住宅から老婆が出てきた。  
「お茶を飲んでいきーな。サー、上がって!」と言われたが、老婆一人なの で上がることは遠慮し、玄関の上
がり框に腰を下ろした。  
老婆が昔話を始めた。 戦争中、呉の看護学校に通っていたが、戦況が悪くなり四  
国に疎開、終戦後にこの地で後妻になった。貧しい生活の中 で現金収入のために、電力会社の送電線用の鉄
塔資材を山の 上に運搬する仕事だ。形が不ぞろいの資材を背負い、山に担ぎ上げた。夜、床についても体が
痛く上向きに寝ることがで きない。つらかったァー。  
やっと稼いだ現金を、夫が先妻の子供に小遣いを密かに渡しているのを見て、悔しくて悔しくて・・・。  
老婆の話が長くなりそうなのでほうほうの体で辞去した。 
老婆の昔話を聞くのは、お遍路さんができるお接待のお返しかなー。 
猫屋敷の宿、へそ曲がりの宿主、四国八十八ヶ所霊場会から脱会した前代未 聞の寺、遍路宿主が語る親友で
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破天荒な住職の暴露話、機会があったら次回に 紹介しよう。  
 
★お礼                          島 正好                
２０代でクラブ員になって色んなことが思い出されます、わたくしの知らない所で御迷惑をおかけした事と
思います。 
今までずーとお世話になました、これからもお世話になりたいと思っています、なるべく御迷惑だけはかけ
ないように頑張ります。 
宜しくお願いいたします。 
良い仲間と楽しいスキーを有難う。 
 
★無題                            濱野 浩 
スラロームＳＣの創立60周年おめでとうございます。 
クラブとの出会いは私が日大二高スキー部に入部した時からになります。 
お世話になってからかれこれ40年になります。 
都民大会青年優勝、クラブ員との海外スキー（スイス・ツエルマット、カナダ・ウィスラー）のアテンド、
全日本スキー技術選手権大会出場（６回）、フランス・ラプラニュへスキーの派遣、東京都スキー連盟教育
本部専門員、全日本スキー連盟ブロック技術員等々スラロームＳＣと出会えなければ経験できなかった事ば
かりです。クラブ員は老若男女、学生から様々な職業の方の集まりの中で自分の人間としての成長の場でも
ありました。宿泊伴うスポーツとして枕・食を共にし、汗を流し雪上練習。夜はウィスキー（酒）でスキー
談議。スラロームＳＣのメンバーは面倒見の良い素晴らしい方々の（酒飲み？）集団です。私の立場上、競
技志向が強かったスラロームＳＣに基礎（テクニカル）スキーをクラブ員に意識を持ってもらう環境を少し
は提供できたのではないでしょうか。 
スキーは自然の中での生涯スポーツ。道具を使い同じ場面がない普遍的スポーツ。 
これからもクラブ員と共にスラロームＳＣが末永く歴史にシュプールを描きながら各人の思いを寄せられる
クラブとして年を重ねて貰いたいと考えます。 
  
「早いものは美しい。スキーはシンプル。されど幅広い技術、適応能力を持てばさらに早く美しく滑る事が
できる。スキーは滑り手の感性（人生）すべてが現れる。」by H.HAMANO 
 
 ★クラブ創設60周年おめでとうございます。 小宮 章弘 
振り返ると今から30年前の大学生時代にクラブの練習会に初めて参加させてもらいました。 
それまで社会人のスキークラブという存在を知らなかったので、当時の私から見れば、かなりのおじさん、
おばさん達が元気よくスキーをしているのに衝撃を受けました。結婚を機にクラブへ正式に入会しましたが
結婚はあくまでも機会であって、元気よくスキーをするクラブの雰囲気が良かったのが決めた理由でした。 
自分もおじさんの年となりましたので、学生時代に自分が感じた『元気よくスキーをするクラブの雰囲気』
をこれからも守っていきたいと思います。 
  
★おとなの階段                     小宮 麻衣子（旧姓 常田） 
18歳で入会した私は、ひたすらスキー技術の向上を目指していました。しかし、このクラブでは様々な精神的関
門を突破する必要があったのです。 
 たとえば…… 
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・（初めて練習会に参加した宿でしつこく）お背中お流しましょうか？ 
・（タイムレースのスタート台に立つと）おら常田、いい気になんなよ！ 
・（準指受験の練習時はいつも）常田は脚が太すぎるからなあ…… 
・（同上）リフトに並んでるあのお姉さん達に声をかけろ。 
自分より5～50歳ほど上の方々からの各課題に戸惑いながら応じた私。お姉さん達との部屋飲みをセッティング
したり、太い脚なら強い滑りを目指してみたり。お背中……は、笑顔のみの対応でしたが。   
一番気が重かったのは、ヤジを飛ばされながらスタートバーを切るタイムレース。どの学生大会や都連の大会よ
り緊張したものです。 
甘やかされない環境で、まるで“足のぼ“のように大人の階段を上った私。あれから30数年、これらの関門こそ愛
すべき思い出です。いま、夫氏の相変わらずなスキー人生に寛容でいられるのも修行の成果でしょう。 
いい大人が自分らしく居られる場所。そんなスラロームが私は好きです。なんだかんだ言っても。   
 
★スラローム還暦おめでとうございます。    湊 浩 
在籍は３０年ほどになりますが、６２歳で準指初チャレンジし６７歳で正指合格、それまでの出鱈目な滑り
を少しでも改める目的で、シーズンオフになると大鏡の前でフォームのチェック・修正を繰り返し、柔軟性・
バランス・持久力の維持・向上を目指して我流のトレーニングを続けてきました。その成果はゴルフ・テニ
スに表れています。 
フォーム修正で一番力を入れているのは、下肢からの動き出しを極力抑え、背骨を軸にした体幹の回転から
スタートさせ、股関節を通し膝・足首に動作を伝えて膝の負担を減少させることです。体の部位で一番板に
近いのは足裏、その感覚を大事にしています。例えば足裏全体に荷重を感じながら股関節から動き出し体を
沈み込ませていくと、背中と脛が平行な安定したニュートラルポジションを作ることが出来ます。 
最近外向傾が復活してきましたが、ポールの直近を体がポールに当たらない様に滑りたいＧＳには適した方
法だと思います。しかしＷＣクラスのＳＧ・ＤＨの滑りでは内向傾主体、時々軽い外向傾が見られる程度で
す。これは内向傾に比べ外向傾は内膝への負担が大きくなるためと推測しています。内側板上に足裏―膝―
股関節―肩のラインが直角に立ち、しっかり板を抑え込む事により外スキーの操作が楽になり、回転弧・ス
ピードのコントロールがし易くなります。時間帯・気候・混雑度等に由って同じ斜面でも危険度が違ってき
ます。内スキーをしっかり抑え込んだ内向傾により、状況の急変があっても安全で楽なスキーが出来るもの
と確信しています。  
 
★スキーとわたし                      瀧澤 邦夫 
 スキーとの出会いは、高校時代体育の一環として「スキーコース」を履修すれば「体育の単位が有利にな
る」の一言で履修することにいたしました。 当時はクラスで3名位の参加、全クラスで約20名と、少人数で
した。  初体験が志賀高原の丸池スキー場で、体育講師の講習を受けるも、当時の板は身長プラス30cm、長
い水楢 の板に、ストックは竹製、ストックリングは直径20cm、スキーズボンは学生ズボンの下にゴム紐を
付け、ゴムスキー靴、手袋はミトン、防寒用のアノラック、締具は踵にワイヤーを引っ掛けて固定するもの
で、転倒しても板が外れず、捻挫・骨折等の怪我もありました。講習初日は、板を履き階段登行、ハの字登
行、で緩やかな斜面頂上に辿り着き、いざ滑走と斜面からスタートするや否、スピードがぐんぐん増し恐怖
のあまり大転倒!左右に曲がる事も止まる事も出来ない状態で、体中アザだらけの初日を終了。翌日も同様!3
日目でようやくボーゲン滑走で左右回転、辛うじて止まる事が出来るようになり、少しずつ興味がわいてき
ました。 
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 当時、自宅近くの歯科医院で治療を受けていた時、歯科医の先生からスキー教室のお誘いがあり、参加し
ているうちに滑ることの爽快感が楽しみになりました。学生時代、冬は仲間とスキーを楽しみ、三越本店の
登山・スキー用品売り場でアルバイト、報酬はすべて登山・スキー用品になり、冬はスキー・夏は登山と「四
季おりおり」日本の自然にふれる事が出来ました。  
 当時、冬季オリンピック大会で、日本の猪谷千春氏が回転競技2位の銀メダル、オーストリーのトニー・ザ
イラー氏が三冠王(滑降・大回転・回転競技で金メダル)、その後、日本で札幌・長野オリピックが開催され 大
変なスキーブームでした。東北・上越・信越方面の夜行スキー列車は超満員!網棚にストックを立てその上に
スキーを載せていたり、S字フックで網棚の下にスキーケース吊るしたり、足の踏み場のないほどのスキーヤ
ーで埋まった列車は明け方スキー場駅に到着!夜行スキーバスも同様で高速道路などない一般道を約 8時間
走りスキー場へ! 大学卒業後、高度成長期で、昭和39年には東京オリンピックが開催され、月々残業時間が
平均100時間を越える毎日。スキーどころではなくなり、会社退職まで約40年間忙しい毎日に明け暮れてい
ました。 退職後、好きなこと趣味?なんて考えたとき、学生時代に滑っていたスキーを思いだし、ネットで
最初に開いたページが”スラロームスキークラブ”でした。2000年の年末年始スキー合宿に参加した時、地元
のKさんに出会いました。菅平高原スキー場、そこで見たものは、道具の進化で板は身長より10cm~15cm
短く、ブーツはインナー入りのフィット感あるものでした。技術も進化し、学生時代に滑った記憶あるシー
ハイルコース(裏太郎ゲレンデ)のスタート地点に立ったとき40年のブランクを感じた次第でした。その後、
クラブ員として区民大会、都民大会、城西五区大会等々のアルペンGS(大回転)・SL(回転)競技に参加、排ガ
ス等公害のない、動力なしでスピード感が味わえ、老若男女を問わず楽しめるスポーツ、スキーは元気でい
られる限り続けたいと思っています。  
 
★私とスキー                小林邦雄 
スラロームスキークラブ 創立六十周年記念、おめでとうございます。 
体力不足で運動嫌いの私がスキーをお遊び程度に始めたのは二十代後半。クラブとの関わりはそれから４～
５年たって、会社の上司の袴田氏に連れられてクラブ行事にたまに参加する程度でした。その後バッチ検定
を受検することとなり、結果的に３８歳で一級に合格するまでは十数回とクラブ内の長期受検記録を更新し
ての合格でした。その間、多くの方々のご指導ご鞭撻を頂き大変ありがとうございました。この場を借りて
深く感謝する次第です。 
長期間に渡りスキーを継続できたのは、やはり白銀の中で風を切って滑る爽快感とその後の宿での熱い風呂
と酒と飯があったからこそ。特に酒と仲間との語らいは欠かせない要素でした。その後仕事の関係で八年ほ
どスキーから離れる期間がありましたが、ようやくクラブにも参加できる環境となり復帰。いつの間にか板
は簡単なはず？のカービングスキーに変わっていました。とはいえ最初のうちは菅平ダボスゲレンデでの練
習リーゼンコースも怖くてへっぴり腰で滑ることしか出なかっ 
たことが頭に残っています。それから約八年が経過しなんとかゲレンデスキーヤーには復活し、クラブ主催
の競技練習会にも積極的に参加できるようになりました。 
 今では、しっかりグランドシニアリフト券の恩恵を受ける年齢となりましたが、健康のためと言いながら
雪と戯れるスポーツにこれからも長くかかわって行きたいと思います。今後もよろしくお願いいたします。 
 
★無題                    尼崎 義郎 
1994年に大学の先輩である畑山さんの紹介で、スラロームスキークラブに参加させて頂きました。 
2000年位まで競技部でレースに参加していましたが、仕事との両立が難しくなり、一旦お休みをさせて頂き
ました。2010年頃に自分自身を変えたいと強く思っており、何か新しいことにチャレンジすることを考えて
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いて自分の中で出した答えは、今までやってきたことを新しく再度チャレンジするという選択でした。仕事
では営業を１からやり直しTOPの実績を出すことと、プライベートではスラロームスキークラブに参加して
再度国体予選に出場することを目標と決めていました。 
実現はしました。現在では、仕事では組織を強くすること、スラロームスキークラブでは時間的な問題はあ
るものの、出来る限り理事としてクラブに少しでも貢献することにチャレンジします。 
今後ともご指導何卒宜しくお願い申し上げます。 
 
★スラロームスキークラブとの出逢い、その後  植松高宏 
大学2年の秋口、それまでのパンピーから本格的にスキーに取り組んでみたくなり、父親のテニス仲間だった
依田さんのご紹介でスラロームスキークラブに寄せていただいた。私と同期の入会に石鎚さんと中村さん（と
いう名前だったと記憶しているが）が居たと思う。正月スキー教室で菅平へ行き、帰りのバスで当時も珍し
くなっていたスキーザックが無くなり、途中の新座駅でおろしちゃったのだろう、とのことで塩崎さん・岩
根さんに連絡が行ったが何も残っていなかったと。正月スキー教室の後はすぐに1月練習会だったが、当時何
着もスキーウエアなど持っていなく、練習会前の例会で深谷久志さん・阿部さんなどから道具を拝借した。
特に深谷さんはまだご自身でも使っていないヤマハのヤッケを貸してくれた。なんと1か月も経った2月中旬
に幹事の田島さんのところにバス会社から「荷物室にスキーザックが1個残っているが…」と連絡があり久し
ぶりの再会。でもヤマハのヤッケはその後も使わせていただきました、深谷さん。出だしがドタバタで話題
を作ってしまったが、それから海外駐在の中抜けを挟んでも今だスラロームに寄せてもらっている。ありが
たい。 
.  
★私とスキー                          亀井 宏一 
中学時に新潟石打スキー場に行って、初めてスキーを経験した。そのころの感覚は板を左右に動かして滑れ
ばいいというものだった。それから一般スキーヤーとして社会人まで続いた。その後、見様見まねのスキー
技術の限界と何か物足りなさがあり、当クラブへ入会した。選んだ理由は基礎と競技を行っている所だった。
入会後2級はさほど苦労なく取得できた。基礎、競技と、生活している中で取れる時間を当て参加して来た。
その中で1級取得への気持ちは継続した。 
スキー場でへこむ場所があった。コブ斜面だ。不規則なコブにはあきらめ感があったが、モーグル競技が行
われるようになり規則的なコブが作られるようになった。いつかコブ斜面が練習の場となっていく。クラブ
の参加が遠のいて行った。様々なスキー場で1級受験し、数年後に舞子スキー場で取得できた。ただスキーが
少し上手いだけでは満足できなかった。より技術を理解し、指導できる資格が目標となっていった。会長の
特別な計らいを頂き、準指受験の許可を頂いた。最初の受験は8項目中不整地のみ〇の惨憺たるものだったが、
4年目の挑戦で合格できた。切り替え時のスタンスで右から左への谷足荷重の移動だけではなく、前への移動
が重要の様な気がした。 
私生活では定年後の新たな仕事として理容を目指し、今年理容師としてデビューした。サロンに勤めると、
土日にお客様が集中し平日しか休めない状況になってしまった。またまたクラブ行事に参加できなくなって
しまった。ただ理容師になった目的は、これから老人が増えていく際、必要となる訪問理容を行う事である。
数年後は職の形態を自由に出来ていくと考えている。 
.  
★自己紹介                         末松 明 
出身地 東京都 
現在 長野県白馬村在住 
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全日本技術選手権大会 11回出場元SAJデモンストレータ両親の影響でスキーを始め、スキーの魅力にとり
つかれ二十歳でスキーインストラクターになりました。現在、白馬五竜とおみスキースクールに所属しスキ
ー指導者として活動しております。 
私にとってスキーの魅力とは自分の思い通りのスピード、ターン弧、リズムで 
斜面を滑れた時の爽快感と達成感、それと技術を向上させていく楽しさです。 
スキー指導者としてスキーの魅力、楽しさ、素晴らしさをたくさんの人達と共感し伝えていけたらと思って
います。 
今後ともよろしくお願い致します。   
 
★コメント                        北川 正彦 
スラロームスキークラブ60周年おめでとうございます。 
長きに渡り隆々と存在し続けられるのは皆さんのお力の賜物と思います。 
今年東京に戻りましたのでまた皆さんとご一緒 
させていただけることを楽しみにしております。 
よろしくお願いいたします。 

  ̶̶̶̶̶̶̶̶ 旧クラブ員 ̶̶̶̶̶̶̶ 
 
★雑感                            伊藤 延廣 
 会津磐梯山の裏側、東京からこの地に移り住んで 40 年余。生業としたペンション業をやめてからも、すで
に 30 年を越してしまった。在京時代にスラロームの諸兄姉から教わった滑ることでしばらくは生計を立てて
いたが、今はしがない年金暮らしをしている。一昨年の１月、自分の不注意から左大腿骨を折ってしまい、
スキーができなくなってしまった。思うようには動かない左足だが、何とか普段の生活はできるようになっ
ているので良しとするか…。 
 当地に来た頃はスキー場も小さくクロカンで高原の林間を歩き回り、大きなスキー場ができてからは、時
折訪ねてくれる仲間と思いっきり滑ったり、目先を変えてテレマークスキーで楽しんだりしてきた雪との付
き合いは 5～60 年にもなろうか。 
ちょうど今頃、紅葉の季節が来ると雪を待ち焦がれていたものだが、今では除雪の苦労を考えると、“雪は降

らないでほしい、降ってもスキー場だけ”などと勝手に思うこの頃である。 
 
★寄稿文                           竹田 周司 
スラロームクラブ60周年おめでとうございます。   
 60年前と言えば昭和32年。私はまだ小学校3年生。その頃は家庭にテレビも電話も普及していなかったと
思います。その年にスキークラブが発足したのですね。世の中にまだスキーは殆んど認知されていなかった
と思います。クラブ創設された方々は相当な文化人？風流人？変わり者？いずれにしても大した方々だと感
心しました。それから営々と60年続いているってことは凄い事だと思います。スキーをこよなく愛する仲間
が集まった結果だと思います。 
 私は40年前に入会してまともにスキーに取り組んだのが10年余り。その間、準指検定の事も含め皆様には
大変お世話になりました。そしてスキーの本当の楽しさを教えて頂きました。 
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その後は海外赴任などでクラブ行事には全く参加できなくなりましたが一時帰国の際、飲み会などに誘って
頂きかろうじてお付き合いさせていただき感謝しております。昨年本帰国となりスキーを再開し張切ってお
りますので今シーズンはゲレンデでお会いするかもしれませんね。 
これからも素晴らしいクラブで有り続けるよう頑張ってください。 
 
★コメント                         宇田川 照 （旧姓松宮） 
60年の長きにわたる、スラロームクラブの歴史の中に私達、家族の笑顔を懐かしく想い出します。 
人生の一コマに 白い雪のような輝きがあったこと・・。 
素敵な想い出です。  ありがとう～。 

  ̶̶̶̶̶̶̶̶ クラブの御友人 ̶̶̶̶̶̶̶ 
 
★寄稿文        三浦 友三・和子（日本アルペンスキークラブ） 
この度は創立６０周年を迎えられ 誠におめでとうございます。 
貴クラブは創立以来、都連の中核団体として、副会長等の重要役員を送り 
教育普及分野では早くから多くの専門員やデモを輩出、また競技では都民大会クラブ対抗で個人、団体とも
常に上位の成績を残された実績があります。 
長い間都連の有力団体を維持してクラブ運営に尽くされた歴代会長はじめ役員の皆様の努力とご苦労に敬意
を表したいと思います。 
私事になりますが、前会長の近藤 正利さんとは、５０年来のお付合いがあり 
その縁で最近の私は、本籍：日本アルペンスキークラブ、現住所：スラロームスキークラブＣチームと自認
しております。 
さらなる７０年、８０年にむけて、スラロームスキークラブの益々のご発展と会員の皆様のご活躍、ご健勝
を心から祈念申し上げます。 
 

  ̶̶̶̶̶̶̶̶ 旧資料からの抜粋 ̶̶̶̶̶̶̶ 
 
★会長挨拶（‘８３年会報）     初代会長  清水 英樹 
 スキーは自然の中で自由に楽しむスポーツだと思います。枝葉末節の技術にこだわり、盆栽のようなスキ
ー技術が普及しています。準指や指導員という資格を獲得するにはやむを得ない事と思いますが、他人の目
を気にしないで思い切って実力を発揮して出来る競技に精進し、自分の心を満足させる事が、万事セセコマ
シイ都会生活を送る吾々に必要な事だと思います。 
 
★提案（‘９２年 創立３５周年記念誌） 前会長 近藤正利  
 クラブ自体の競技スキーに対する考え方、例えば各種大会の参加の呼びかけ、スラロームカップに於ける
ポイント制の採用、チロルスキークラブとの対抗戦等競技への志向とアプローチする企画がクラブ内でなさ
れた事も少しずつではありますが一つの成果に繋がっているのではないだろうか。 
今後これらの若い人が一つの核になって動くためにもクラブ員一人一人のクラブに対する自覚が必要なのだ
と思う。 
又シーズン中の練習にしても多くのクラブがそうであるような技術検定の合否に、あるいは競技会で好成績
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を残すことだけに目標を置き、ただそれのみの練習に終始するものであってはいけないと思っている。 
 これは一つの提案ですが、本格的なスキーのうまさに近づくための最短距離̶̶̶それは基礎技術（フリ
ースキーイング）の習得だと思っている。一般的にフリースキーイングというと、何か滑走感覚を楽しむ一
種の休憩と心得違いをしているのではないだろうか？フリースキーイングの中でのストックワーク、ウェー
デルン、スケーティング、こぶ斜面の処理、スピードコントロール、回転弧の調整等、自らの意志で演出し
てみるフリースキーイングこそ多くの可能性を秘めているような気がします。技術の幅や正確さ、アンバラ
ンス時の復元力など、激しいレースや技術検定などに勝ち抜くためにも是非フリースキーイングをやってい
ただきたいと思う。セットされたポールの中を滑ることも大切ですが単純なポール練習を何回も繰り返すよ
り、もっとフリーのスキーに時間をかけるべきだと思っている。 
今シーズンの課題があるとすれば、そんなフリースキーをやってみたい。そうすることで本来のスキーに少
しでも近づけるような気がしている。 
 
   ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶クラブ員追加原稿̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
 
★スラロームに入会して           赤木伸也 
スラロームとの関係の始まりは、お客さんとして正月スキーツアーに参加したことが最初と記憶しています。 
当時は、チャーターバス2台での大ツアーでした。その後、縁あってクラブ員として入会し、佐藤（旧姓山本）
眞弓さんに弟子入りさせていただき、有資格者となり、強制的？に理事を拝命しました。もう20年近く前（厳
密な年は失念しました）のことです。会社から離れ、多種多様な方々とのスキー＆お酒を通じた交流は自分
にとってとても有意義なものであり、現在も微力ながらクラブへ貢献したいと思い永きにわたり理事をして
います。 
このようなきっかけをつくっていただいたのが、会社の先輩でもありました梶内茂樹さん（故人）です。妻
との出会いのきっかけも、梶内さんが会社イベントで企画したスキーで、私の人生に大きく影響を与えてい
ただいた方でした。この節目を迎え、クラブ運営も益々難しくなると思いますが、ひとりひとりのちょっと
した貢献の気持ちをつなぎ合わせて、末永くクラブが存続することを願っています。 
 
★チームゾンビ！！             菊池未帆   
   （編集者のミスで配布記念誌から漏れていました。お詫び致します。） 
 私が初めてスラロームスキークラブに参加したのは、1983年だったでしょうか。とにかく小学生でした。
当時の会長の深谷久志さんがご近所で、正月スキーへお誘いいただいたのがスラロームスキークラブの行事
初参加でした。 
その当時のスラロームスキークラブはとても大所帯。スキーブームもありましたので観光バス3～4台で移動
をするほどの大きな行事でした。私はスキー経験は小さなころからありましたので、初めての行事に一人で
参加しても憶することなく子ども班で楽しく過ごしました。一般班はもちろん、子ども班もとても人数が多
く、昼は雪上で、夜はホテルで大騒ぎ！我々子どもたちは大人たちに当時大流行した映画から「ゾンビ」と
言われていました。あまりにも騒ぎすぎるので、叱られて全員で冬休みの宿題をやった記憶が鮮明に思い出
されます。チームゾンビのメンバーは、田村貴一くんを筆頭に、佐藤佳恵ちゃん（現在は尼崎）など今でも
交流のある友達です。その後、チームゾンビは成長し菅平スキー学校で住み込みアルバイトをするようにな
り、みんなスキーがとても上手になりました。振り返るとゾンビというチームに入隊していなければ、いま
のような私はなかったかもしれないとチームゾンビに感謝しています。 
 さて、永遠の謎なのですが「ゾンビ」と命名した人は誰だったのでしょう．．．． 
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 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 編集後記 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
 
★60周年に想う・・編集後記を兼ねて            日比  久 
 スラロームもクラブ創立６０周年という大きな節目を迎えました。日本の高度成長期が始まったばかりの
時代にスキークラブを立ち上げ活動した先輩方のエネルギーは大変なものです。またそれを今日に至るまで
の６０年間、途切れることなく引き継いで来られたことも大変な偉業と思います。この意義ある到達点を今
まで在籍したクラブ員一同で喜びたいと思います。 
６０周年にあたり何か形に残るものをということで皆さんに投稿をお願いしました。私も在籍４５年、書き
たい出来事はいくつもありますが、皆さんにたくさん書いていただいているのでまたの機会にします。 
肝心のスキーについてです。寒いし、転倒での怪我のリスクもあり、相当の脚力も必要、年配者には不向き
なスポーツと思えますがあの滑走感覚、爽快感は大きな魅力です。技術、競技両方のスーパースター近藤前
会長は以前から自然とのふれあいをスキーの魅力に挙げています。1977年のクラブ活動記録から紹介させて
いただきます。 
 
＞一般スキーヤーのスキーに対する概念が限られた斜面での技術のみの追及から、自然との接触へと質的な
＞変革をきたしたのだと思います。ウサギの足跡しかない林間の静かな語らいや、粉雪のきしむ音と自分の
＞息づかいしか聞こえない静寂の中に、忘れていた自分を取り戻す・・そんな本来のスキーの姿を、今一番
＞指導者層が問われているのかも知れません。  近藤正利  （1977年の活動記録から一部を抜粋） 
 
特に年配のクラブ員の方々、まだまだ雪上で集まろうではありませんか。トニー ザイラーの「白銀は招く
よ」・・・思い出しますねぇ。そしてシーハイル！ 
 
 
          竹のポールの時代 
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