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冬の便りがやっと各地に届いてきたようです。暖冬といわれそうな今シーズンですが，みなさま準備はよ
ろしいでしょうか︖
ろしいでしょうか︖⼀気に冬がやってきますよ︕︕今シーズンも，
⼀気に冬がやってきますよ︕︕今シーズンも，みなさまと⼀緒にスキー場でお会いでき
るのを楽しみにしております︕
クラブホームページでは，いち早く情報を提供しております。ぜひホームページをご覧になって，募集希
望の⾏事については，お早めにお申し込みください︕

２０１９シーズンクラブ
２０１９シーズンクラブ行事予定
シーズンクラブ行事予定
⾏事名

日 時

場

所

担当者

9 月 15 日((土)

クラブ総会

串屋 晴

事務局

9 月 15 日((土)

全日本選手祝賀会

串屋 晴

事務局

12 月 15 日
日(土)~16 日((日)

指導員研修会

丸沼スキー場

事務局

12 月 24 日
日(月祝)

クラブ初すべり

未定

浅野（未）・⾦澤

1 月 13 日((日)

那珂市少年スキー教室

たかつえスキー場

小澤

1 月 18 日(⾦
⾦)~20 日(日
日)

県スキー技術選手権

丸沼スキー場

⿊沢（知）

1 月 26 日(土
土)~27 日(日
日)

北関東スキー技術選手権

⿅沢スキー場

出場者

1 月 20 日((日)

ジュニアスキー研修会

米沢または猪苗代

事務局・寺門茂
・寺門茂

1 月 17 日((日)

ジュニアスキー研修会

米沢または猪苗代

事務局・寺門茂
・寺門茂

2 月 23 日((土)~24 日(日
日)

那珂市連ツアー

野沢温泉スキー場

会⻑ 志保石

3 月 2 日(土
土)~3 日(日)

準指導員検定会

米沢スキー場

事務局

3 月 8 日(⾦
⾦)~9 日(日)

公認パトロール検定会

ルスツスキー場(予定)
ルスツスキー場

事務局

3 月 9 日(土
土)~10 日(日）
日）

県北スラローム⼤会

米沢スキー場

志保石（和）

3 月 16 日(土
土)~17 日(日
日)

指導員研修会

丸沼スキー場

事務局

3 月 24 日（日）

クラブ納会

だいくらスキー場

大曽根

赤字はスタッフ募集・
赤字はスタッフ募集・太字
太字はクラブ⾏事となります。
はクラブ⾏事となります。
今シーズンは，
今シーズンは，ジュニアスキー研修会と
ジュニアスキー研修会と 2 回⾏うことにしました。
回⾏うことにしました。2
2 回目には，バッチテストを実施しま
す。また⼀般の⽅の研修会も併せて⾏っておりますので，ご希望がありましたらご連絡ください。
バッチテストも⾏います。（クラブ内・外問わず）
また，今シーズンラスト⾏事の「 クラブ納会」では，全⽇本出場選⼿の⿊沢さん，加藤さんのご協⼒によ
」では，全⽇本出場選⼿の⿊沢さん，加藤さんのご協⼒によ
り，「全⽇本出場選⼿と⼀緒に滑ろう︕
「全⽇本出場選⼿と⼀緒に滑ろう︕」と題して，特別レッスン付きの納会を予定しております。ぜひご
全⽇本出場選⼿と⼀緒に滑ろう︕」と題して，特別レッスン付きの納会を予定しております。ぜひご
参加ください。
もちろん，そんな選⼿たちを応援サポートする企画もございます。技術選応援⾒学ツアー・検定会
もちろん，そんな選⼿たちを応援サポートする企画もございます。技術選応援⾒学ツアー・検定会応援サ
応援サ
ポートツアーへご希望の⽅は，事務局までご連絡ください。

那珂市スキー連盟主催ツアー
「野沢温泉スキーツアー」のご案内
会長

志保石裕之

野沢温泉スキー場のゲレンデで思い切り滑り、その後は、野沢温
泉で疲れを癒し・飲んで飲んでの⼤宴会︕
宿泊は、野沢温泉スキー場、⻑坂ゲレンデの近くで、近隣に公衆
浴場の多数あり。
皆様の親睦をより⼀層深めたいと思います。多数の参加をお待ち
しています。

主

催

那珂市スキー連盟

期

⽇

平成３１年２⽉２３⽇（⼟）〜２４⽇（⽇）１泊 2 ⽇

場

所

⻑野県 「 野沢温泉スキー場 」

募集人員

２０名

宿泊先

「野沢温泉

参加費

１２，０００円 予定
（宿泊費・交通費・保険料等）・（リフト券は付きません）

⽇

程

申し込み

御宿

友八」

２⽉２３⽇（⼟）
那珂市役所（3:30） 野沢温泉スキー場着（8:30）
２⽉２４⽇（⽇）
野沢温泉出発（１４︓００） 那珂市役所（19:00）
⼀次募集 平成３０年１２⽉３⽇
最終締め切り 平成３１年１⽉１５⽇（⽕）

那珂市連の企画ツアーが，今年は「野沢温泉スキー場」となっております。定員がありますので，ご希望
の⽅はお早めにご連絡ください。
また，瓜連スキークラブの定員予定は 10 名となっております。お申し込みは，クラブホームページの同
ニュースのサイトから，または担当者・事務局までお電話等でご連絡ください。

全日本スキー技術選手権

出場祝賀会！を行いました。
事務局

石川

過⽇は，たくさんのご参加ありがとうございました。クラブとしては，全⽇本への出場なんて 1 人でも⼤事件な
のに，2 人も出場することになり，本当に本当に⼤快挙です︕お⼆人ともご苦労さまでした。
納会にかこつけて，お⼆人をお祝いする会を催しました。もちろん納会もしっかり⾏いました。
私も，食べるのに夢中で，みなさんのベストショットをすっかり取り忘れてしました。
今シーズンも，活躍されることと思います。新しく技術選メンバーも増えたようですので，楽しみにしておりま
．．
す。「ケガ 」には十分気を付けて，頑張ってくださいませ。

新入会クラブ
新入会 クラブ員紹介
員紹介
事務局

石川

今シーズンより，
今シーズンより，今野 法彦（こんの のりひこ）さん
のりひこ）さんが⼊会されました。
が⼊会されました。
住所はつくば市となりますが，
住所はつくば市となりますが，北海道出⾝とのこと。
北海道出⾝とのこと。
北海道出⾝とのこと。県の技術選への参加希望ということで，選⼿組（そんな組
県の技術選への参加希望ということで，選⼿組（そんな組
あった︖）での登録とさせていただきました。すでにクラウン保持者とのこと，お会いできるのが楽しみです。
クラブの⿊澤くん・
クラブの⿊澤くん・加藤くんもライバル出現でウカウカしてられません︕結果報告楽しみにしております。
加藤くんもライバル出現でウカウカしてられません︕結果報告楽しみにしております。

リフト券をお
リフト
をお安く
く手に入
入れよう
れよう！
あちこちのスポーツショップでも，お安くリフト券が
⼿に⼊るキャンペーンを⾏っていますが，近くのスポー
ツデポでも，毎年早割リフト券を販売しております。
福島県内も多く販売さ
福島県内 多く販売されておりますので，ぜひご利⽤
れておりますので，ぜひご利⽤
ください︕（12/9
ください︕ 12/9 または 12/21 までの販売です）

●オススメ︕共通回数券

39,800 円

15 枚つづりをシェアして使えます︕
枚つづりをシェアして使えます︕

回数券が利⽤できる近隣の主なスキー場
回数券が利⽤できる近隣の主なスキー場
県名

スキー場

［ 山形県 ］

⿊伏⾼原スノーパークジャングル

［ 福島県 ］

会津⾼原だいくらスキー場
会津⾼原南郷スキー場
会津⾼原⾼畑スキー場
★会津⾼原たかつえスキー場
会津⾼原たかつえスキー場
猪苗代スキー場［中央×ミネロ］
猪苗代スキー場［中央 ミネロ］

［ 群馬県 ］

奥利根スノーパーク

［ 新潟県 ］

赤倉温泉スキー場
湯沢パークスキー場
神⽴⾼原スキー場
湯沢⾼原スキー場
◎GALA
GALA 湯沢スノーリゾート

［ ⻑野県 ］

いいづなリゾートスキー場
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
タングラムスキーサーカス

早割購入対象
対象スキー
スキー場
星野リゾート アルツ磐梯
3000 円
●星野リゾート
●星野リゾート
星野リゾート 猫魔スキー場
3000 円
●あだたら⾼原スキー場
あだたら⾼原スキー場
2800 円
●会津⾼原
会津⾼原 だいくらスキー場
2600 円
●会津⾼原
会津⾼原 ⾼畑スキー場 シーズン券
シーズン 9800 円
●会津⾼原たかつえスキー場
会津⾼原たかつえスキー場
2800 円
●猪苗代リゾートスキー場
猪苗代リゾートスキー場
2500 円
●猪苗代スキー場［中央×ミネロ］
猪苗代スキー場［中央×ミネロ］
3000 円
●箕輪スキー場
箕輪スキー場
2800 円
●丸沼⾼原スキー場
丸沼⾼原スキー場
4500 円
●⿅沢スノーエリア
⿅沢スノーエリア
3200 円
●マウントジーンズ那須
マウントジーンズ那須
2600 円
●ハンターマウンテン塩原
ハンターマウンテン塩原
3100 円
●エーデルワイススキーリゾート
エーデルワイススキーリゾート
2500 円
ほか，全国のスキー場のリフト券がお安く購⼊
全国のスキー場のリフト券がお安く購⼊
できます。ぜひご利⽤
できます。ぜひ ご利⽤ください
ください︕

⿊姫⾼原スノーパーク
斑尾⾼原スキー場
小海リエックス・スキーバレー
白樺湖 ROYAL HILL スキー場
ほか

多数

⾏事担当の⽅へ
今シーズン予定している
今シーズン予定しているゲレンデがある場合には，早割や回数券での購⼊をオススメしています。
ゲレンデがある場合には，早割や回数券での購⼊をオススメしています。
購⼊費⽤は⽴替せずに，会計 浅野（や）に依頼してください。
各⾏事担当スタッフは，早めに会場を決定して，動くようにしてください。

スキー場の
スキ
のお手伝
手伝いしませんか
いしませんか
いしませんか？
毎年，米沢スキー場
毎年， 米沢スキー場より 1 ⽉中旬から 2 ⽉上旬の平⽇に，小学⽣のスキー教室のスタッフ依頼が来ております。
雪国の⼦どもたちは，
「滑る」ことに抵抗がないため，何も難しいことはなく，プルークからパラレルになる寸前ぐ
らいの⼦どもたちは，滑りたがりばっかりなので，とても楽しいレッスンができます。
らいの⼦どもたちは，滑りたがりばっかりなので，とても楽しいレッスンができ ます。
お⼿伝いできるレベルは，パラレルで滑⾛が可能で，⼦どもたちと滑るのが好きな⽅︕
やってみたい⽅は，ぜひご連絡ください。
【概要】
レッスン対象︓⽶沢市内小中学⽣
レッスン内容︓スキー授業（体育）の指導
レッスン期間
レッスン 期間︓1 ⽉中旬から 2 ⽉上旬までの平⽇
9:30〜11:30
11:30 12:30〜14:30
12:30
（約 4 時間）
時間は前後します。
そ の 他︓ あらかじめ担当できる⽇付を申請して，
当⽇ 朝 8:15 までに⽶沢スキースクール
までに ⽶沢スキースクール
へ集合してください。
当⽇，レッスン班・授業内容をレクチャー
します。
スクールウェア（上着）貸与します。
昼食あり・謝⾦あり
昼食あり・謝⾦あり
募集期間︓12
募集期間︓ 12 ⽉下旬から 1 ⽉初めごろまで

また，今年は「
また，今年は「蔵王スキー場
蔵王スキー場」からもスタッフ依頼が来ております。
」からもスタッフ依頼が来ております。
こちらは，主にお客さんが多く⼊る「年末年始」「連休」「⼟⽇」が希望ということです。スクールの宿泊施設も
あるので泊まりながら，お⼿伝いできませんか︖という依頼です。
もちろんフリータイムは，全⼭滑⾛できますので，蔵王をし
っかり滑ることも可能です︕
レッスン希望者には，初心者のお⼦さまが多くそうで，ときに
レッスン希望者には，初心者のお⼦さまが多くそう で，ときに
は外国からの来訪客も来るとか︕
【概要】
レッスン対象︓当⽇受付のレッスン希望者（お⼦さま等）
レッスン内容︓お客さまに合わせた内容
そ の 他︓ スクールウェア貸出します。
昼食代 あり・謝⾦（レッスンに応じて）
あり・謝⾦（レッスンに応じて）
※当⽇待機になる場合もあります。
やってみたい⽅，興味のある⽅は，石川までご連絡ください。

私ごとですが，8 ⽉末にちょっとした病気が⾒つか
りまして，⼊院・退院を繰り返してしまいました。
いつも，風邪もひかずに全⼒
いつも，風邪もひかずに全⼒健康な⾝体
⾝体と思ってい
と思ってい
たので，まさかのダウンです。
すっかり，体⼒が奪われてしましたので，現在は
体⼒回復に努めております。
お⾒舞いに来ていただいた⽅々，⼤変感謝です。
お⾒舞いに来ていただいた⽅々，⼤変感謝です。
今シーズンは，ゆっくりお⼿伝いする程度でスキー
の準備をしております。

みなさまも，体調管理をしっかりなさってくださ
いね。
また，年々体⼒も筋⼒も，減ってきたなと感じる
お年頃です。無理なスケジュールは，ケガのもと。
なるべく余裕をもって，ゲレンデに向かうようにし
てください。
では，今シーズンも，楽しいスキーを︕︕
石川

