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関西ブロック学習交流会開催       主管 兵庫県スキー協議会 

関西ブロック学習交流会に参加して              兵庫スキー協技術部長  村原 圭伊子 

9/9-9/10 かんぽの宿淡路島で関西ブロック学習交流会が開催された。日帰りも含め 62名の参加者で

賑わった。部外講師 2名によるアクティブな講義がとてもよかった。 

 プロスキーヤー清澤恵美子さんの、スキー滑走を始める前に行う実に細かい関節や筋肉の動かし方のレ

ッスンでは、参加者全員が実際に体を動かして、自身の身体状況を確認して怪我を最小限に抑える効果

を学んだ。 

 クレブスポーツ吉田武史さんのノルディックウォーク体験では、実際にポールを持って屋外に出て 2 キロ

ほどを歩いた。通常のウォークキングよりもカロリー消費が多く、また体幹も鍛えられるということでオフトレー

ニングにも有効と感じた。 

 2 日目は スキー協、野瀬デモによる新教程の制作状況の報告を兼ねた技術解説で、全員で新教程に

導入されるプルークの動きを実際に行った。 

 池田上級指導員の指導員規定の理解と運用については、指導員であってもあまり理解していない本規

定について、実例を挙げて学習した。いつも誰かがしているからとか、自分は関係ないからと思っている指

導員が多いことを考えれば、年に 1 度くらいは考える機会があるのはありがたいこと。指導員規定を見たこ

とのない指導員の皆さんには、是非全国スキー協のＨＰにアクセスしていただきたいと感じた。 

 

関西ブロック 学習交流会 吉田武史さんのノルディックウォークセミナー

に参加して                   MSCどんぐり  中村 準 

初日 9/9の講義は午後 1時から 90分＆90分の 2つの講義でした。 

第１講義 体幹トレーニングと傷害予防   清澤恵美子さん 

第２講義 ノルディックウォークセミナー  吉田武史さん 

参加者約６０人を２班にわけて 第１講義＞第２講義の班と 第２講義＞第

１講義の班に分かれて行われました。 

午後 13:10 から第１講義で体感トレーニングで体のストレッチを充分して

おいて 

次に第２講義ノルディックウォークセミナーでした。 

午後 14:50 かんぽの宿の玄関前にて 各自ポールの長さを調節して 

講習の場所としての北淡震災記念公園までを歩いて行きました。 

公園では まずは準備運動、太陽の日差しがきつかった関係もあり 

（大きな風力発電の柱で広場の端から端まで３ｍ幅ぐらいのちょうど日陰が

あり） 

一列に並んで ストレッチしました。 

ノルディックウオーキングの講義は 

・ポールの使い方 
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・ウオーキング時の姿勢 

あまり細かなことは別にし

て、ポールの付く位置に

ついて教えてもらい 

広場を数回往復しまし

た。 

そのあとはかんぽの宿

までノルディックウォーク

実践で約 1.2Kmかんぽの

宿まで歩きました。 

平坦な道のりの距離は約

1.2Kmでウオーキングとし

ては尐し物足りないようにも感じましたが 

宿の手前 100m は、尐しきつい坂でしたので最後の５０ｍは

結構なものでした。 

ポールをもう尐しうまく使えば  登り坂でもかなり有効かと思

います。 

短時間でポールの使い方を習得するのは なかなか難しくう

まく使えていたどうか？  

今回 ウォーキングについて意識してみるという点でよい経

験になりました。 

 

ゲレンデへ出る前の６０分     ゆきどりＳＣ  豊田 威 

関西ブロック学習会で、清澤恵美子プロスキーヤーの「障

害予防セミナー」を受講しました。清澤恵美子さんは３歳か

らスキーを始め、高校選抜総合優勝、全日本選手権３勝、Ｆ

ＩＳ大会５３勝など輝かしい活躍をされ、現在は、来年の平昌

冬季オリンピックを目指しているアルペンスキーヤーです。 

 講義内容は、彼女のトップアスリートとしての体感と、半月

板損傷の経験などから彼女自身が日頃から実践している障

害予防へ向けたトレーニングでした。足首、膝、股関節、そ

れに肩甲骨を動かし、あわせて腹式呼吸をしっかりすることで、脳の機能と運動機能を活発化させ、俊敏

な体幹づくりにつながる数種類の運動を教わりました。約６０分間でしたが、運動内容と運動量は相当きつ

く汗びっしょりになりました。 

 彼女は、これらの運動を済ませてからゲレンデへ出るそうです。私たちはゲレンデへ出ると準備運動もそ

こそこにリフト乗り場に急ぎますが、ゲレンデへ出る前に、今回受講した運動内容をしっかりとすることが、

怪我のない安全なスキーにつながるのではないかと思いました。         

 

全国スキー協 教程制作委員会 報告」として、             エグレット姫路  水戸 美代志 

スキー協デモンストレーター野瀬氏の講演があり、拝聴しましたので報告と感想を述べてみます。 

教程改定に至った経緯→現教程に関するアンケートを 2 回実施した結果、全面、一部改訂を希望が２/3

を占め、「はじめてのパラレルターン」「ベーシックパラレルターン」について、要改訂の意見が多く、追加で



盛り込んで欲しい意見には、初心者や初級者向けのプルークスタンスでの操作、プルークからパラレルタ 

ーンへの導入、指導者向けのメソッドなどを求める声が多かったそうです。   

 と言う事で、新教程では 

●プルークが出現  

●初歩滑走からベーシックまでの量が増える 

●切り替えゾーンが明確に切り替えゾーンは、重心

の傾きを戻していく動作から始まり、斜滑降ポジシ

ョンを通り、ニュートラルゾーンを経た後、フラット

ポジションを通ってターンポジションまでで、能動

的な動作が求められる。 

●「内脚主導」が無くなり、両脚同時切り替えに ＜

理由＞外脚とらえられなくて暴走スキーヤー、棒

立ちスキーヤーに成りやすい為 

●重心の位置  プルーク   体の中心 

        ベーシック  内脚の上 

        洗練     ベーシックより更に内側 

<カリキュラムから消える種目＞ 

●内向傾ターン  技術として独り歩きしているようしているように見受ける 

●発展のパラレルターン  尐々背伸びしすぎた感がある 

スキー協の最終目標はどんな状況（整地、不整地、新雪、深雪、こぶ）でも、パラレルターンで滑れる、洗

練のパラレルターンの性能を高める。教程は、スキー技術を理論的に解説した指導者向けの理論書になり、

指導者が指導の場面を通じて自信を持ってスキー協の良さを伝えるとともに、組織の良さを訴えていける

素敵なものになるようです。  

私の経験として、プルークからパラレルへの壁が高く困難でした。「3 日でパラレルターンが出来る」教程は、

夢の様なフレーズで憧れ「誰でもなれる」と信じて指導に当たってきましたので、プルークに戻ることに一抹

の淋しさを隠せませんが、全く初めての人には「やっぱり必要かな」とも思っています。 

2019年 2月はスキー協 50周年、新教程の出来上がりが楽しみです。   

 

通信 278号 第 27期 1号    2017.9事務局 道下 正裕  

行事報告パッションＳＣ 第 27回定期総会開催される 

９月２日(土)、午後 1時から西宮市勤労会館にて、第 27回定期総会が開かれまし

た。定数 28名中、15名の出席を得て総会が成立し、第 27期活動方針案、同予算案が原案通り議決され

ました。 なお、27期の役員については別紙でお知らせします。 

パッションＳＣ第 27期会費をお振込みをお願いします 

第 27期の会費を未納の方は、年会費(個人会

員 9,600円、ファミリー会員 12,000円)をお振込

み下さい。9月９～10日関西ブロ学習交流会 

かんぽの宿淡路島  倉佐、根岸、道下、和田

4名 参加予定  

行事予定    10/15(日) 初級指導員理論

研修会 10：00～16：00 県連事務所    

参加費：3,000円 申込締切日：10/5(木)    

PASSION 



県スキー協１０月期トレ行事予定   担当：トレ係 釣 順信 ０９０－９２５６－６１５７ 

10月   目的地    集 合      コース 

８ 日

（日） 

外国客船「セレブリティ・ミ

レニアム」号（９万トン）神

戸入港を見るウォーク 

 

 

 

ＪＲ三宮駅中央改札口１０：００ 

 

１１：００神戸ポートターミナル入港 

２０００年に新しい千年紀を記念して建造し

た豪華な客船入港時に須磨翔風高校和

太鼓の記念太鼓演奏（１０：４５～の予定） 

問合せ先０７８－３３１－０２２９ 

 

 

 

 

 

ＪＲ三宮駅～フラワーロード～神戸ポートターミナ

ル（客船入港見学）～デザイン・クリエーティブセ

ンター ＫＩＩＴＯ（入館）～南京町 

第２０回中秋祭見物～乙仲通～ＪＲ神戸駅＊デ

ザイン・クリエーティブセンター ０７８－３３５－２

１８６ 神戸港と神戸文化の企画展「神戸港時

空」の入場無料  ＊中秋祭  

旧暦の８月１５日に中秋の名月を愛でて秋の収

穫を祝うエベント。獅子舞や舞踊などの中国の

伝統芸能披露。＊乙仲通 乙仲通は栄町通と海

岸通の中間。かつては内海岸通と呼ばれるぐら

い海に近く海運貨物取扱業者が古くから軒を並

べてにぎわっていた。昭和１４年、政府は戦時体

制に備えこれらの業者を乙種海運仲立業にまと

め以来乙仲さんと親しまれ以後乙仲通と呼ばれ

る。約２５０店舗あり。  

９ 日

（月・体

育の日）

～１０日

（火） 

中山道を行く（ウォーキン

グ）中山道細久手宿 

＊一時中断してた「中山

道を行く」シリーズ今回は

ウォーキングで再開 

９日：ＪＲ三宮７：０５乗車（新快速）－米原

８：５４（乗換）９：２２（特急ひだ） 

―美濃太田駅１０：３１（名鉄乗換）１０：３５

－可児駅１０：４２（名鉄乗換） 

新可児駅 10：44－御嵩駅１０：５５ 

９日：名鉄御嵩駅～細久手宿 

１２ｋｍ（泊・大黒屋 築１５０年の伝統的建物） 

１０日：細久手宿～ＪＲ多治見駅 約２０ｋｍ 

１２日 

（木） 

神戸市須磨区内ウォーク

（第３弾） 

神戸市営地下鉄妙法寺駅１０：００ 妙法寺駅～妙法寺川沿い～車大道バス停～慶

雲寺～大歳神社～妙法寺川沿い～若草町～ 

しあわせの村 

１ ６ 日

（月） 

シュラインロード・六甲記

念碑台ハイキング協賛行

事：垂水年金者組合 

神戸電鉄有馬口駅 

１０：００ 

神鉄新開地駅ホーム入口付近９：１５ 

有馬口駅～シュラインロード～ 

六甲記念碑台バス停（バス下山） 

２１日 

（土） 

 

 

六甲高山植物園ハイキン

グ２コースを設定しまし

た。希望する方を選択 

鍋蓋山山頂で合流昼食 

① 新神戸駅～市ケ原～大龍寺～鍋蓋

山～鍋蓋北道～再度公園～六甲森

林植物園 集合： 

新神戸駅１階バス停 9：00 

② 神鉄鈴蘭台駅～菊水山～天王吊橋～鍋蓋

山～鍋蓋北道～再度公園～ 

六甲森林植物園 

集合：神鉄鈴蘭台駅改札口 9：00 

２ ２ 日

（日） 

淀川・木津川サイクリング 阪急京都線水無瀬駅 

９：００８：００発梅田行特急乗車― 

十三（京都線乗換）－水無瀬駅８：５６着 

水無瀬駅（阪急レンタル電動サイクル４２０円利

用）～淀川右岸～三川（桂川・宇治川・木津川）

合流地点～背割堤～木津川上流上津屋橋まで

往復で水無瀬駅へ 

２９日 

（日） 

大峰山観音峰（１３４８ｍ）

ハイキング協賛行事： 

兵庫労山 

 労山会員対象 

兵庫労山事務所前 

８：００貸切バス利用 

会費：５０００円 

雤天の場合はみたらい渓谷ハイキングあるい 

洞川温泉入浴 

 


