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－テレマークスキーの伝道師－

【追悼】北田啓郎 さん
TAJ 創立の立役者であり、
テレマークスキー専門店「カラファ
テ」店長。日本のテレマークスキ－シーンを牽引し、業界の
発展に寄与された北田啓郎さんが 1 月 25 日急逝された。

から大カッパ沢に入り右岸の尾根を詰めることにしました。３人でトップのラッセルを交代しながら
登り、たおやかな尾根に出ました。
12 時 15 分位でしたでしょうか？頂上は近いのですが、お腹もすいたので休憩することにしました。
その時北田さんは、今シーズンは天気が悪い日が多くて山に入らなかった。シール付けて登るのは今
日が今年初だと言い、
「調子出なかったけど、ご飯食べたら元気になったよ」と明るく語っていました。
明るい日差しの下で楽しくお茶を飲みました。
12 時 45 分頃に再出発して、頂上を目指します。最初荒山がトップを行ったのですが、すぐに僕が
替わりました。程なく頂上台地の一角に着いて、平らになり大きなブナの木が生えたところに出ると、
さっきまで後にいた北田さんが見えません。1、2 分待ちましたが来ません。荒山が少し下るとトレー
スに前のめりに北田さんが倒れ込んでいました。急いで二人で滑り寄り、北田さんを抱き起こしまし
たが、意識がありません。脈は確認できず、息もほとんどしていないようでした。
落ち着け落ち着け、でも、より早くと言い聞かせながら、まず気道確保、心臓マッサージ、人工呼
吸を始めました。交代しながら、北田さんの板を外し、ツェルトで保温しながら蘇生を試みました。4
分以上やっても意識は回復せず。救急搬送を要請するべく電話をかけたのが 12 時 58 分 ( 後に荒山の
携帯電話履歴による ) のことでした。位置を座標で伝えて、状況を説明しました。幸い風もなく、穏
やかな天候。傾斜はゆるい台地状で、近くには木の少ない広い雪原がありました。電話でのやり取り
を繰り返し、ようやく防災ヘリが飛んでくれることになりました。交代で心臓マッサージ、人工呼吸
を続けながら「北田さん頑張れ」「起きて、戻ってきて」と呼びかけ続けました。
14 時 25 分、待ちわびたヘリが到着。いちど見つけられぬまま頂上付近に行ってしまいましたが、
旋回するヘリに、雪原に飛び出してツェルトを振り回すと、すぐに発見してくれました。ワイヤーで
降下した隊員が北田さんにハーネスをつける間も、マッサージを続けました。少し広い場所に移動し、
旋回して再び戻ってきたヘリから降ろされたワイヤーで吊り上げられ、北田さんは前橋の病院に向か
いました。「なんとか生きて！」と祈りながらヘリを見送りました。
現場の後片付けをして、北田さんの装備を分けて二人で持ちました。板は僕が、ストックは荒山ちゃ
んが持ち、急いで下山しましたが、雪面はクラストが始まり、とにかく怪我しないように飛ばしました。
車に戻ると、山岳救助の警察の方が待っていて、事情の説明と、簡単な報告をして、そのまま沼田
警察に出頭することにになりました。山の中でのヘリ要請でしたから、事情聴取と状況説明を刑事課
で受けました。そこの課長さんは 8000m 峰サミッターで、カラファテを知っていたので、取り調べ
はとても優しく、思いやりを持って接していただきました。しかしそこで、前橋赤十字病院に運ばれ

スキーを履いて旅立った北田さん
文＝中根穂高さん（カラファテ）
2022 年 1 月 25 日、僕（中根穂高）とカラファテ社員の荒山礼志、北田さんの社員 3 人で、尾瀬の
大行山にバックカントリースキーツアーにでかけました。お店の定休日に行く久しぶりのツアーでし

すぐあとに、長男と奥様の佳子さんとの連絡がとれ、お二人はすでに病院に到着していました）。
19 時 20 分病院に到着しましたが、コロナ禍なので北田さんに会うことはできませんでした。お医
者さんの検査の結果、死因は何らかの原因による心臓の発作、つまり内的要因による急病ということ
でした。あれだけ元気で、持病もない北田さんだったので、信じられない気持ちです。ご時世もあり、
1 月 27 日にはご家族だけで葬儀が粛々と執り行なわれ、北田さんはお骨になって家に戻りました。

た。夏の登山道のないマイナーな山です。以前カラファテの細板革靴、クロカンのスキーツアー講習

北田さんは、稀に見る長生き家系だったので、72 歳というのは、あまりにも早すぎる旅立ちでした。

で行った山で、今回は、より滑って楽しい斜面を探そうと、でかけたのです。後で聞いたところ、北

でも、大好きなテレマークスキー板を履いて、ツアーの最中に、スキー板の上で最後を全うさせた。

田さんは、ツアーを楽しみにしていて、滅多に山のことを家族に話さない北田さんも「ジャック（＝

スキーヤーならば誰もが望むようなカッコいい旅立ちでした。おそらく三途の川もテレマークスキー

中根さん）と荒山ちゃんと久しぶりに身内だけのツアーだ」と楽しそうに準備していたそうです。

で渡って、天国の山崎さんや佐伯さん、矢村さんに最新の NTN を見せて、なんだみんなテレマーク持っ

登山口の尾瀬戸倉スキー場に 9 時 30 分に着き、10 時頃出発しました。しばらく林道を行き、途中
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た北田さんの死亡が、家族によって確認されたという悲しい知らせを受けました。（ヘリが飛び去った

てきてないの？と天国での普及活動を始めていることと信じます。
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テレマークの貴公子

北田啓郎さんの思い出

文＝伊藤文博さん

文＝坂下直枝さん

（パウダーガイド社代表）

（株式会社ロストアロー代表取締役社長）

古くから銀座を知る年配者の中には「どうも最近の銀座は」と嘆く方もおられるようだが、70 年代

盛岡生まれを誇りにしていた北田さんですが、育ったのは浦和です。山は兄・紘一さんと中学生から、
スキーは 18 歳からといいますから、やや遅咲きかもしれません。その後、北田兄弟のモーレツな雪山

80 年代は、銀座が銀座の香りや輝きをまだ強く放っていた時代だった。
その当時の銀座の好日山荘は、選び抜いた登山用具、優美な飾り付け、洗練された店員など、数あ
る日本の登山用具店の中でも、小振りではあっても、群を抜く存在であったように思う。あんな洒落

修行があったようです。国内の雪山を総なめ？にしたかのような北田さんでしたが、ここでは北田さ
んの海外山行について触れます。

た登山用具店は、もはやどこにもない。その店の雰囲気を具現する店長が北田啓郎さんであった。登
山家でありスキーヤーであり、フランス文学専攻・卒論ベケットの、フランスのエスプリ漂う紳士で

1979 年に高田光政氏らとアルプスオートルート（スイス側）、82 年にはフランスルートを走破して
います。間の 80 年には、なんとマッキンリーを滑っています。成蹊大チーム（磯野剛太隊長）でメンバー

もあった。
シ ョ イ ナ ー ド イクイップメント

1985 年、クライミングギアメーカーの Chouinard Equipment が XCD ビンデイングを発表し、スキー

全員登頂、そして全員滑降という輝いている記録です。このころイケイケの北田さんですがカリブー

ギアの開発に乗り出した。当時、テレマークスキーに詳しい店や人は限られており、北田さんの銀座・

クラブを結成したのもこの時期。北田さんらしく、やたらに緩いしばりの集まりです。以上はアルペ

好日山荘とタマキスポーツ、札幌秀岳荘などを数えるのみだった。輸入代理店でビンデイングを販売

ンスキー（山スキー）での記録です。

する立場にありながら、スキーは無知、無経験だった私は、やがて北田さんからテレマークスキーに

82 年に突然テレマークに開眼します。以降アルペンスキーに戻ることはありませんでした。しばら
く TAJ の活動で忙しかったのですが、90 年代からは本場アメリカでのテレマーク修行にでかけます。

ついての様々な知識を教示いただくことになった。
ある日、北田さんから「有志で日本テレマークスキー協会を作ることになりました。坂下さん、会

92 年 4 月ユタ州ワサッチ山脈。93 ～ 95 年、3 年連続でコロラドロッキーの探索、テンスマウンテ

員になってもらえませんか？」という誘いを受けて登録を済ませたところ、発足会員を除けば入会第

ンルート完走。97 年 4 月にはカリフォルニア州のシエラネバダ山脈へ。翌年にそなえてソリとテント

1 号とのことで、会員番号 13 番の会員証を受取った時は少し嬉しかった。

泊のツアーでした。98 年 4 月、念願のシエラハイルート完走（日本人初記録）。2000 年 3 月、ワイ

翌年 4 月、北アルプス立山から上高地までテレマークスキーでの単独縦走を企てて立山に入ると、
北田さん率いるカリブークラブの精鋭 5 人と偶然鉢合わせとなり、互いに驚いた。2 年後には、北田

オミング州グランドティトンツアー。
以上、すべてメンバーはカリブークラブとその仲間、全員テレマークで参加しています。企画はす
べて北田さん。よい頭脳があってこその成果といえるでしょう。とくに 98 年のツアーは避難小屋もエ

さんをコロラドのカッパーマウンテンに誘って一緒に滑る機会を得た。
嵐で閉じ込められた翌朝、知人のスキーパトロールの厚意で、スキー場の営業開始前に、4000m の

スケープルートもないシエラの高山を 5 日間で抜けるというスピード山行でした。

頂上まで雪上車で登り、トレースの無い新雪の大スロープ約 2000m をアメリカの友人達と豪快に滑り、
スキーや山を大いに語った北田さんですが、それ以外のことについては静かな人でした。あまりよ

コロラドのパウダーを堪能した幸運で愉快な日もあった。
そんな付き合いの後、1989 年、かねて構想中の、日本で最初のクライミング＋テレマークスキー専

そから見えない好き嫌いがあって、食事やクルマ、そしてふだんの振る舞い、すべてにこだわりのあ

門店を目白に開く準備を進め、地階にカラファテ、1 階部分に日本のパタゴニア 1 号店が入ることに

る人のようでした。どれもが上品志向です。読書家であったことは彼の文章をみれば自明ですね。静

なり、内装工事も終わったところで、さて店長は誰にすべきか考えた。

かなインテリ。そんなあんなが人をひきつけたのでしょう。

あれこれ考えてはみたものの、適任者は北田啓郎さん以外にない。思い切って店のコンセプトを説
明し、
開店準備中の店を案内すると「東京にこんな店ができるなんて。やりたいですね」と快諾を得た。
その後、開店までの短い間に北田さんへの信頼は深まり、社長をお願いし経営を委ねることに発展した。
船長が決まったカラファテは、10 月無事船出することになった。その後の 30 年、波濤を越えなが

99 年の「rock & snow」春号のレポートで北田さんはこう結んでいます。
「シエラハイルート。シエラバックカントリーの最終目標といわれるコースを、天候に恵まれ、僕た
ちはまんまと成功した！」
テレマークの貴公子、北田さんの品のいい笑顔がうかんでくるようです。

らの長い航行は、いくつかの嵐に遭遇しながらも沈没することなく、今日まで、まず順調なクルーズ
であったと言えるだろう。北田さんのビジネスセンスはもちろんだが、北田さんの存在そのもの、そ
して深い経験と知識、テレマークスキーへの熱い情熱が、カラファテの今日までの歴史を作り、ここ
までの評価、評判を高めた要因であったのは確かなことだ。「てれまくり」を発案・主宰し、実に長い間、
テレマーク界を牽引したリーダシップとその功績も忘れられない。
1 月の尾瀬の山でのスキー中の突然の逝去は、残念無念でならないが、ある意味で北田啓郎さんら
しい、美しくダンデイな人生の引き際ではなかったかと、最近思うようになった。
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“ てれまくり ” に懸けた情熱

2021-22 年間行事一覧

文＝石渡 一
（株式会社ロストアロー営業部）

北田さんから「石渡君、バックカントリースキーを我々業界の力でもっと盛り上げないか。実行委
員会を設立して、試乗会だけではなくお祭りのように楽しめる企画にしたいね。」と声をかけていただ

日時

イベント名

場所

主催

対象

長野県・軽井沢

軽井沢スキー学校

一般

Pine Grus

一般

きました。これが “ てれまくり ” 誕生のきっかけでした。業界の大先輩である北田さんに誘っていただ

技術検定

き、業界で盛り上げるイベント作りにワクワクしたことを覚えています。

2022/2/18

技術検定

2022/3/13

レベル 4 技術検定会

2022/3/27

レベル 4 技術検定会

は大成功をただ喜んでいましたが、北田さんは次回に向けて準備を怠りませんでした。5 月の反省会

2022/4/3

レベル 3・レベル 4 技術検定会

では、改善点を洗い出し、次回の開催場所を決めるなど、北田さんの頭の中では既に次回のイメージ

TAJ 公認指導員を目指す方向け

第 1 回実行委員会では「氣田君は現地との交渉、原田君は広報、堀君は景品、石渡君はメーカーへ
の連絡」
と成功に向けテキパキと会議を進行されていました。完璧な準備予定表が毎回用意されていて、
忙しいカラファテの業務の中、いつ準備をされていたのかとても驚きました。“ 第 1 回てれまくり ” は
予想を上回る集客で盛大に開催され、メーカー、TAJ、参加者全員が楽しめるお祭りとなりました。私

が出来上がっていたようでした。これを 10 年間続ける、北田さんが業界を想う気持ち、そして “ てれ

多くの人々が集まり、そして全員が心の底から楽しむお祭りとなりました。私は 10 回やり遂げたこと
を喜んでいましたが、北田さんは次へバトンを渡すことを忘れてはいませんでした。ご自身は運営か

カムイスキーリンクス

ニセコグランヒラフ

ニセコヒラフテレマーク
スキースクール・イメー 一般
ジワークス

新潟県・シャルマン火打

教育事業部

一般

北海道・

2021/12/20 ～ 21

指導員検定受験者講習会
スキルアップ講習会

長野県・菅平高原

教育事業部

指導員検
定受験者

2022/2/28 ～ 3/1

指導員検定スキルアップ講習会

新潟県・
妙高高原赤倉観光スキー場

教育事業部

指導員検
定受験者

2022/4/5 ～ 4/6

指導員検定会

新潟県・
妙高高原赤倉観光スキー場

教育事業部

指導員検
定受験者

まくり ” を実行する情熱を私は見習いたいといつも思いました。
10 年間、様々な人々に支えられながら迎えた「第 10 回てれまくり」には、そんな北田さんを慕い

北海道・

ら退きましたが、カラファテの事務所ではフリーエ実行委員の矢野さんと打ち合わせを重ねていたこ

公認指導員向けの研修会

とを私は知っています。そうして参加者が楽しめる新しいスタイルの “ フリーエ ” が誕生したのです。

2020/12/9 ～ 12/10

指導員研修会・検定員研修会

北海道・キロロリゾート

教育事業部

公認指導
員

2022/2/14 ～ 2/15

指導員研修会・検定員研修会

福島県・
グランデコスノーリゾート

教育事業部

公認指導
員

2022/4/3

検定員研修会

新潟県・シャルマン火打

教育事業部

公認指導
員

2022/4/4

指導員研修会

新潟県・
妙高高原赤倉観光スキー場

教育事業部

公認指導
員

2022/3/3 ～ 3/4

frie（フリーエ）2022

長野県・ヤマボクワイルド
スノーパーク

TAJ

一般

2022/3/27 ～ 28

バックカントリーイベント
春のニセコ連峰＆羊蹄山バックカントリー

北海道・
ニセコ連峰＆羊蹄山

TAJ

一般

一般

形を変えながら次の代へ北田さんの情熱が伝えられたことは本当に素晴らしいと思います。
“ てれまくり ” を通じてお世話になったことを思い出し、北田さんに感謝の気持ちをお伝えしたいと
思います。そして、テレマークスキー界や登山業界の多くの人に北田さんを思い出していただきたい
と思います。
北田さん、業界の先輩として様々なことを教えてくださり本当にありがとうございました。北田さ
んのようにはいきませんが私も後輩に何か伝えられるように努力していきたいと思いますので、どう
か見守っていてください。

TAJ 主催イベント

公認校主催イベント
2021/12/25

ツアーを楽しくするテレマークスキーレッスン

長野県・戸隠スキー場

木風舎

2022/1/15 ～ 1/16

1.5Day テレマークスキーファンレース
& 体験会

長野県・白馬乗鞍温泉また
は栂池高原スキー場

フォークテイル＆ Quatre
Saisons（キャトルセゾン）一般
共催

2022/1/15

第 10 回テレマークレッスン会

長野県・
mt. 乗鞍スノーリゾート

てるま～く

長野県・栂池高原スキー場
または白馬乗鞍温泉

Quatre Saisons（キャト
ルセゾン）＆フォークテ 一般
イル共催

2022/2/26 ～ 2/27

テレマークスキーファンレース & 体験会
【感染拡大のため中止】

一般

児玉隆治＝写真提供
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TAJ 事業報告

TAJ 事業報告

イベント事業部
（frie2022）

イベント事業部理事
frie プロジェクトチーム
実行委員長

黒川春水

初回フリーエは 2017 年３月第一週末に信州高山村のヤマボクワイルドスノーパークで開催いたしました。
2 日間の参加者数は延べ 294 人（エントリー者数 214 人）。2018 年には鹿島槍スキー場で、19 年は白馬乗
鞍温泉スキー場でと、３回目までは順調に開催できましたが、20 年と 21 年は新型コロナウィルス感染症の
感染拡大により開催を断念せざるを得ませんでした。
コロナ禍のこの 2 年で、テレマークスキー業界の状況や個人の事情に変化が生じ、フリーエプロジェクト
チームにもその変化がありました。未だコロナ禍の終わりが見えないこの冬。少なくなってしまったマンパ
ワーでどうやってこの大きなイベントを運営するのかと途方に暮れたこともありましたが、強い気持ちで臨
んだ 2022 年の４回目フリーエは、3 月 5 日～ 6 日に、再びヤマボクワイルドスノーパークで実現が叶いま
した。出展者数は 14 社。2 日間の参加者数は延べ 255 人（エントリー者数 210 人）となり、上々とは言え
ませんがコロナ禍のイベントとしては予想を上回りました。しかし試乗のみの参加者の割合が増え、全ての
コンテンツにもご参加いただけるよう引き続き魅力あるイベント作りに精進しなければならないと気を引き
締めています。
うれしい兆しは、「飛入り体験」や「一日体験・これであなたもテレマーカー」への参加者数が４回の中で
一番多かったことです。閉塞感のあるコロナ禍において「こんな時だからこそ新しいことを始めたい」と思
う方が、ある一定数いらっしゃることに勇気づけられると同時に、まだまだフリーエが、ひいてはテレマー
クスキー協会が成すべき普及活動があると感じました。
名称や形は変わりましたが、「てれまくり」の後継イベントであるフリーエ。てれまくり実行委員長だった

前 TAJ 会長園田さんから実行委員長を引き継いだ黒川です。テレマーカーのテレマーカーによるテレマー
カーのためのイベント “ フリーエ ” 。お蔭様でこの冬、第 4 回フリーエを開催することができました。

日本のテレマークスキーのパイオニア、故・北田啓郎さんから私たちはこのイベントを引き継ぎました。「テ
レマーカーやテレマークスキー業界を盛り上げたい」「そのために多くの人が参加できて楽しめるイベントを

フリーエはテレマークスキーの普及とテレマーカーの親睦・交流、テレマークスキー業界の振興、TAJ 公

続けていってほしい」と常々おっしゃっていた北田さんを思い出します。北田さんのご遺志を引き継ぐのは

認指導員の活躍の場を作る、などを目的とするイベントです。10 年間続いた業界最大の複合イベント “ てれ

簡単なことではありませんが、フリーエプロジェクトチームのメンバーたちと共に次への一歩を始めたいと

まくり ” を引き継いだものですが、主催がテレマークスキー協会に変わったことで内容も変わりました。

思います。

てれまくり時代から変わらない主要なコンテンツとして「試乗会」があります。来シーズンモデルのスキー
が一堂に集まり、メーカーの方から直接各スキーの説明を聞いて乗り比べすることができるエンドユーザー

最後になりましたが、フリーエ開催にご協力くださった現地関係者の方々、出展各社様、公認指導員のみ
なさん、お手伝いくださったボランティアのみなさんにお礼申し上げます。

としては絶好の機会。スキー選びの助けになると大好評です。
公認指導員やスキーガイド、競技者を有するテレマークスキー協会だからこそ実施可能なコンテンツに
「テーマ別レッスン」「フリーエ女子会」「ステップソールで遊ぼう」「ポール滑走体験」「ミニツアー」などが
あります。全国の指導員たちが一同に集まるフリーエでは、各指導員の得意分野や個性を生かしてバラエティ
豊かなプログラムを行っています。
ほかに 3 人１組でゲレンデ内に設置されたチェックポイントを探して滑るファンレース「スキーオリエン
テーリング」や、豪華景品が当たる「お楽しみ抽選会」など、毎回多くの方が楽しみにしてくださっている
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コンテンツもあります。

1 非圧雪斜面が広がるヤマボクワイルドス

ノーパークの「2nd Stage」
。フリーエ参加者
に特別解放された 2 毎年人気の「テーマ
別レッスン」は、指導員の腕の見せどころ
3 今年は一日体験や飛び入り体験の参加者
が多かった 4 試乗会を目的に来場するお
客さまも多い 5 どれだけ滑れる？可能性
に挑戦する「パンダスキー体験会」

今やこれが国内唯一となってしまったテレマークスキーレース「フリーエカップ」も大切なコンテンツです。
競技もテレマークスキーの遊び方の一つ。その灯を絶やさないためにもフリーエに取り込んでいます。
もう一つ、てれまくり時代から力を入れていたものが、「テレマーク飛入り体験会（※ 1 時間の体験会）」
と「一日体験会・これであなたもテレマーカー」です。私たちには多くの人にテレマークスキーを体験して
いただき、テレマークスキーヤーを増やしたいという “ 思い ” があります。このフリーエをきっかけにテレ
マークを始めてくれる人が一人でも増えるよう力を入れています。
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イベント事業部
（バックカントリー）

イベント事業部理事
バックカントリー担当

古市竜太

■春のニセコ連峰＆羊蹄山バックカントリー
●日時：2022 年 3 月 26 日（土）～ 27 日（日）
●場所：北海道／ニセコ連峰と羊蹄山
●参加者：5 名
今回のバックカントリーイベントでは、テレマーク
スキーレジェンドの高梨穣さんをガイドに迎えて春ら
しいニセコ連峰と羊蹄山を楽しむことが目的でした。
1 日目のニセコエリアの天気予報は、南風が強く吹
き、15 時頃からは雨の予報でした。そこで、ニセコ
連峰の中程にある白樺山（しらかばやま）を目指すこ
とになりました。
強風の予報でしたが、風裏の斜面を登っていくので
あまり風の影響は受けずに登っていけます。どんどん
登っていくと、ダケカンバとアカエゾマツの天然の疎
林が広がる、素晴らしい森になっていきます。休憩で
はテレマークスキーの道具考などの話に花が咲きまし
た。
さらに登っていくと、背後に岩内港と日本海が広が
りを見せてきます。木々の間から、ニセコ連峰の連な
りも見えてきました。目国内岳（めくんないだけ）や
岩内岳（いわないだけ）の白い大きな斜面が滑走欲を
刺激してくれます。日本海の先には、積丹半島の積丹

夜の部は、テレマークスキーの名宿「ハイクローツ」さんにて。泊まったことのある方も多いのではない
でしょうか？

最高に美味しいスープにサラダ、そして肉料理を堪能できました。その晩のビールとワイン

の美味しいこと、美味しいこと！！

皆さん大満足です。

食後は、参加してくれたテレマーカー K 先生（お医者さん）が『テレマークスキーの怪我の傾向と対策』
について話を聞かせてくれました。とても為になるお話でした。
テレマークスキー談義を楽しみながら、豊かな夜が更けていきます。
「明日も怪我をしないで、楽しみましょう！」
2 日目は、夜のうちに低気圧が無事に通過してくれたおかげで、雨が上がっていました。
そうです、2 日目は羊蹄山に挑戦です！
雨によって締まった斜面を快適に登っていきます。休憩を挟みながら順調に登っていくと、雲も少しづつ
とれてきました。だんだん麓の街も見えてきます。
ダケカンバの疎林を登ってくると、大きな斜面が増えてきます。風も予報よりは弱かったため、標高
1200m まで上がることができました。これ以上は雲の中に入ってしまい見えづらくなってくるのと、風もさ
らに強くなってくるので、そのラインから滑走する事になりました。
最初は、片栗粉的な新雪が乗った少しテクニカルな雪質でした。そんな斜面も高梨さんは気持ちよさそう
に滑っていきます。一段下がると、でっかいオープン斜面に出ました。その斜面が今日のメインディッシュ！
快適ザラメをシュパ～～と気持ちよく滑ります。
その日の羊蹄山は最後の最後、車までザラメ雪を楽しませてくれました。
参加してくださった皆様、ありがとうございました。そして、素晴らしい楽しいガイドをしてくれた高梨
穣さん、ありがとうございました。
嬉しいことに TAJ の会員が 1 名増えて、さらにテレマークスキーヤーも一人増えそうです！

テレマーク

スキーに興味はあるけれども、まだ手を出せなかった方が参加してくれていたのです。
TAJ 主催のバックカントリーイベントは、一昨年は会津駒ヶ岳バックカントリー、今回はニセコ連峰＆羊
蹄山のバックカントリーでした。次回はどこの山に行くのかまだ決まっておりませんが、お近くの山に来た
時にはぜひ、皆さまのご参加お待ちしております。

岳、余別岳も見えてきました。
白樺山の稜線近くまで登ると、南風が正面から吹いてきます。うまく風をよけながら、白樺山の山頂（980m）
を目指して登ります。強風のなか、一瞬だけ山頂を踏んで、風裏の斜面に避難しました。そこで滑走モード
に切り替えです。風で物を飛ばされないように、無くさないように、慎重に準備しました。
白樺山の山頂直下の北斜面は、白く大きく広がっています。そのオープン斜面を、高梨さんがトップで気
持ちよさそうに滑っていきます。締まった雪で気持ちよく滑ることが出来き、結構長～い距離を楽しむこと
ができました。しかしその後は、春特有のモナカ雪、ストップ系の雪、そして深いザラメ。春の雪質を残分
に味わうことができました。春の醍醐味ですね～。
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レース部

TAJ 公認レース「フリーエカップ」リザルト

レース部担当

渡龍児

2021/2022 シーズンの準備が始まる秋の始めころから急速に収束してゆく感染状況に違和感をもちつつ、
このまま落ち着いてゆくことを期待しながらのシーズンインでした。私の地元富山ではシーズン初めの降雪
は遅かったですが、スキー場はクリスマス頃の寒波で何とか営業を開始し、その後は強い寒波にも恵まれて、

●実施日

：2022/3/6（日）

●実施種目：スプリント
●開催場所：ヤマボクワイルドスノーパーク

順調なシーズンとなりました。その後急速に感染状況が悪化し、TAJ イベント「フリーエ」開催の可否判断
という難しい選択を迫られましたが結果的には開催し、今シーズンの最大の行事を無事に終えることができ
ました。この原稿を書いているのはシーズン終盤の 4 月中旬ですが、基本的な感染防止対策を励行しつつ、
少なくなっていく雪を追いながらもう少し滑っておきたいと思っております。

■公認レース
この 15 年くらいで、レース人口の減少により各地の大会主催者からレース開催を中止するという発表が
相次ぎ、2018 年以降は公認レースがまったく開催されない時期が続いておりました。レース部としての最
大の課題として認識しており、そのため今シーズンこそは何とか開催しなければと計画しておりましたが、
今年は TAJ イベント「フリーエ」のコンテンツという位置づけで公認レース「フリーエカップ」をレース部
主催で開催することができました。20 名の選手に参加いただき、皆さまのご協力のおかげで悪天候のなかで
したが何とかレースを成立させることができましたことをここで御礼申し上げます。運営上の至らぬ点も多々
ありましたが次回は改善し、よりよいレースを開催できるよう努力してまいります。
次回の予定は未定ですが、フリーエのコンテンツとして開催したいと思っております。レース部主催の公
認レースとしてのクオリティを保ちつつ、幅広い滑走レベルに合わせたレース運営により、すべての参加者
が楽しめるものにするべく知恵を絞っております。来年の 3 月第一週末の予定を空けてお待ちくださいませ。

■選手強化・国際レースプロジェクト
毎年恒例のレース部行事といえば選手強化／選考合宿ですが、
今回も 2021 年 12 月 30 日から年明けの 2022 年 1 月 2 日にか
けて北海道で行ないました。会場のカムイスキーリンクスは安定
のグッドコンディションで、NOBu のラーメンも相変わらずおい
しかったです！
今回は毎度おなじみ穴田玖舟、廣瀬航平、加藤大貴の 3 選手に
加え、大橋幸平選手が初参加し、合宿期間前後の期間も含めて積
極的に滑り込みました。選考結果は、前年から参加している 3 名
（穴田、廣瀬、加藤）とし、3 月のワールドカップ（SUI）に出場

左から、レース部の渡、大橋幸平選手、穴田玖舟選手、
廣瀬航平選手、加藤大貴選手

しました ( レポートは別途廣瀬選手の記事をご覧ください )。
なお毎回快くご協力いただいているホロウフィールド ( 砂川市／北海道 ) の穴田様には、厚く御礼を申し
上げます。次回もよろしくお願いいたします（!?）。
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TAJ 主催のテレマークイベント
「フリーエ」で行なわれた公認
レース「フリーエカップ」
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教育事業部

教育事業部
担当理事

梅原和弘

■ 2021 ‐ 22 シーズン行事
教育事業部では主に TAJ 教程の作成、指導員研修、指導員検定などの事業を担っています。2021-22 シー
ズンのゲレンデ行事は下記のとおりでした。

指導員検定会は、新教程発刊に合わせて 2023-24 シーズンより検定種目などの変更を行う予定です。
今シーズンの指導員研修会は、この指導員検定会の新たな実技種目について、一般指導員へのレクチャー
をメインに、より深い教程内容への理解を目的として行いました（12 月のキロロリゾートでの指導員研修会
は、以下のサイトから動画をご覧いただけます／ https://www.youtube.com/watch?v=gsLn1EBFk8g）。
あわせて行っている検定員研修会は、テレマークスキー技術検定の検定員資格の更新に必須です。そのな
かで検定員研修会を兼ねて行った 4 月 3 日のテレマークスキー技術検定会では、2 名の方がレベル 4 に合格
されました。
また別で紹介がありますが、「T-GAME」というコンテストも北海道ニセコで行われました。

● 12 月 6 日～ 8 日

運営委員研修会（キロロリゾート）

● 12 月 9 日～ 10 日
● 12 月 20 ～ 21 日

指導員研修会・検定員研修会（キロロリゾート）

こうしたテレマークスキー技術を競うイベントが各地に広まることで、更なる魅力の発信や、テレマーク
スキー界全体の技術向上に繋がっていくことを期待します。

指導員検定受験者講習会・スキルアップ講習会（菅平高原スノーリゾート）

● 2 月 14 日～ 15 日

指導員研修会・検定員研修会（グランデコスノーリゾート）

● 2 月 28 日～ 3 月 1 日

指導員検定スキルアップ講習会（赤倉観光リゾートスキー場）

最後に指導員検定会ですが、9 名が受験し 1 名が合格しました。合格者は指導員最年少の 27 歳、指導者
そして滑り手としても今後の活躍に期待です。指導員資格を取得すると公認指導員として活動し TAJ 公認校

●4月3日

検定員研修会兼テレマークスキー技術検定会（シャルマン火打スキー場）

を開くことができます。決して簡単な検定ではありませんが、テレマークスキーの普及に尽力いただける志

●4月4日

指導員研修会（赤倉観光リゾートスキー場）

ある方の受験をお待ちしています。

● 4 月 5 日～ 6 日

指導員検定会（赤倉観光リゾートスキー場）

昨シーズンに続きコロナ禍の影響がありましたが、予定通りに行うことができました。ご参加の皆様、ま
たご協力いただきましたスキー場さまにお礼申し上げます。

■ TAJ 教程の作成
そして TAJ 教程についてご報告があります。
今年の秋頃の発刊を予定しておりましたが、1 年延期とさせていただきます。心待ちにしていただいてい
た方々、大変申し訳ございません。当初の予定より 2 年遅れになってしまいましたが、より良いものを皆様
にお届けさせていただきますので、ご理解の程お願い申し上げます。
教育事業部では、2018-19 シーズンより新教程の作成に取り組んできました。改めて、現在作成中の教程
についてご紹介させていただきます。
近年、スキーの進化や新しいブーツ・ビンディング規格など、テレマークスキーを取り巻く状況には、多
くの変化がありました。また、2002 年発刊の『日本テレマークスキー教程』は、廃版になり入手困難で、

左上／菅平高原でのスキルアップ
講習会
右上／グランデコでの
指導員研修会
左下／キロロで
の運営委員研修会。上が紺・下が
黄色のウェアが運営委員

テレマークスキーの教科書なるものは、現在、誰もが簡単に手に取ることができない状況になっております。
そういったなかで、新たな教程作成を求める声が指導員のなかで上がり、指導員研修会で一般指導員の皆
さんと意見交換を行いながら進めてきました。
テレマークスキーの技術体系を、テーマに沿って基礎から組み立てて、より洗練されたテレマークターン
を導いていく内容になっております。
公認指導員や指導員を目指す方にとってのバイブルとして、またテレマークスキーの技術向上を目指す方
にとっての指針となり、より一層のテレマークスキーの普及に繋がれば本望です。
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一本杖を作って
滑ってみませんか？

教育事業部
運営委員

Co

T-GAME niseko 2022

lu
m

n

TAJ 事業報告

松鶴健作

レルヒ少佐によって最初に日本に伝えられた「一本杖スキー」
。

2022 年 3 月 27 日 ニ セ コ 東 急 グ ラ ン ヒ ラ フ に て、T-GAME niseko 2022 が 開 催 さ れ ま し た。T-GAME
niseko は、TAJ 技術検定レベル４に種目を追加したオープン参加型の技術検定会兼テクニカルコンテスト。

フリーエやてれまくりでもおなじみ「ゴンチャレンコ古瀬」氏こ

TAJ 技術検定種目に、2 種目を追加して 5 種目総合点で順位を争います。参加資格制限なしでレベル４所持

と古瀬伸秀さんに、一本杖の制作方法を教えていただきました。

者や受験者、検定を受けたことのない方も参加可能。また、TA class(Technical Assessment class) を設け、
レベル２・３検定として利用できます。また、順位・検定を気にせずご自身の滑りの客観的評価を楽しめる
ように、中級者など多くのテレマーカーに楽しんでいただけるようなカテゴリー設定となっています。
開催当日、雨風等危ぶまれていた天候も、全く問題ない快晴となり、まさにイベント日和。道内各地より
お集まりいただいた 19 名の参加者の方々と共に T-GAME がスタート！
まずは技術検定 3 種目。テレマークターン小回り ( ジャンボコース急斜面・6 壁 )、テレマークターン大回
り ( フリココース中間部 )、テレマークターン総合滑降 ( 国体コース急斜面・2 壁 )。それぞれ最大傾斜 30 度
超えの急斜面で、果敢な滑りを見せてくれます。TAclass 参加者も、本来スタートポイントを下げてよいと
ころを、ご自身の意思でレベル 4 同様のスタートポイントから急斜面にチャレンジ。素晴らしい心意気です。
続いて、T-GAME ならではのお楽しみの追加 2 種目。まずは、基礎テレマークターン ( ジャンボコース中
間部緩斜面 )。TAJ 指導員検定種目でもあり、求められた運動要素を的確に表現できるかが評価のポイントと
なります。デモンストレーション技術が必要で、滑走技術の高さを表現する他 4 種目とは異質です。参加者
の方々がどのように滑りに表現してこられるか、ジャッジする側としても、とても興味深い種目でした。
もう１つは、ナチュラルバーンテレマークターン。これは、総合的な滑走技術を見せてもらう種目です。
雪面抵抗が目まぐるしく変化する急斜面で、滑りのスタイルのアピール合戦、とても見応えがありました。
怪我や事故等もなく、全 5 種目の滑走を終え、合格 & 結果発表および表彰となりました。滑走時の緊張感
は解け、リラックス & 和やかムードの中、合格者や入賞者の方々の栄誉、また、すべての参加者の方々の健
闘を称え合いました。このときに見られた皆さんの笑顔が、充実した１日であったことを物語ってくれてい
たように感じました。また、入賞者の方には賞品が授与され、参加者全員に参加景品があるという点も、イ
ベントの楽しさです。

ではの憧れでしょうか。今年はレルヒ少佐がス
キーを伝えて 111 年。当時は竹製の一本杖 ( 持ち
換え式 ) で、ターンの支点、後ろに倒れない為の
支えが目的だったようです。
私が実践しているのは長い一本杖 (3.2m 位 ) で、
持ち換えなし、左右に杖の先を突くだけというシ
ンプルなものです。利便性を考えて連結式も作っ
ています。木で作るのは真っ直ぐではなく表情豊
かだからでしょうかね。個性に溢れている姿は我々に通じると感じます。楽しんで下さい。遊び心を
忘れずにね！
連結式ロング一本杖の作り方は次のようになります。
①河川敷、または自分や友人の持ち山で、材料を採取して来ます。この時は 2m 位で切ります。河川
敷ならば柳系が比較的真っ直ぐで加工もしやすいです。
②適度に乾燥させます。数本束ねて、しっかり結束し、壁に沿うように立てると曲がりづらいです。
③なるべく真っ直ぐな部分を切り出します。
利便性を考えて、ここでは金属棒差込式をご紹介します。

もらう楽しみ、他の方の滑りを見る楽しみ、多くの人数で滑る楽しみなど、

用意するのは電動ハンドドリル、木工用ドリル歯 (8mm)、8mm 全ネジ、金鋸です。金鋸は高くて

様々な楽しみを感じられるイベントとして、来シーズン以降も期待できるも

もピラニアソーをお勧めします。

のになったのではないかと感じています。

まずドリルで連結部になる木口に深さ 7.5cm の穴を開けます。全ネジを

テレマークスキーは、板や金具のバリエーションの多さ、また、その道具

14cm に切り片方に挿し込む。加工した木をネジに挿し込む連結部は革でカ

の使い手の滑走技術により、様々なフィールドやシチュエーションにチャレ

バーするとより安全で、感じが良いですね。両端の雪面に接する端部にはリン

ンジできる要素があることが、魅力の１つだと思っています。技術検定とい

グや石突を付ければツアーにも使えます。持つ

うと、興味がある方もない方もいらっしゃると思いますが、誰もが上手に滑

所に麻紐等を巻くと雰囲気が出ますよ。

りたいし、楽しく滑りたいと考えていると思います。「T-GAME niseko」が、

（文＝古瀬伸秀）

今後もそんな多くのテレマーカー達にとって滑りや欲求を発散できるテクニ
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た事がありませんか？テレマークスキーヤーなら

④【連結式の場合】さて肝心の連結部ですが、パイプ連結を目指していましたが、作業効率、手間、時間、

今回開催された「T-GAME niseko」は、自分の滑りを見せる楽しみ、見て

カルイベントになっていけば良いなと考えております。

皆さん、木や竹の一本杖で滑ってみたいと考え

上／素晴らしい滑りを披露された参加
者の皆さん
下／入賞者１位～３位

左／パイプ連結式。パイプとグリップ部に麻紐を巻いてい
ます。製作精度が必要
右／今回紹介の金属棒差込式。
安全性 ( 棒部分をカバー ) を考慮すれば簡便で使いやすい
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スイスＷ杯 8 位！

世界の舞台で活躍する
廣瀬航平選手
3 月 9 日～ 11 日に開催されたワールドカップ。3 日目のパ
ラレルスプリント種目で 8 位になった廣瀬航平選手に、昨年
からの一年間とＷ杯大会を振り返っていただきました。

出発前といえば、今年はコロナの影響に加えて、ウクライナ情勢もあって、直前にフライトスケジュー
ルの大幅な変更に追われたのが本当に大変でした。

—今年の W 杯３日間について振り返りをお願いします。
今回のレースは、急斜面で難易度が高いコース設定でした。完走できない選手や、転倒してケガを
する選手も多かったです。でもひとつ良かったのは、体格差で差が出にくいコースだったことです。
１日目の「クラシック」は、距離が長く１本勝負です。前年のレースで結果が出ていた種目なので、
比較的自信をもって臨んだのですが、コースが難しくて攻め切れませんでした。
それで、2 日目の「スプリント」は、気持ちを切り替えて、攻めようと思いました。でも、ちょっ
と攻めすぎて、ジャンプの着地が少しイマイチだったです。でも反省点はそのくらいで、自分として
は全体的に感覚は悪くなかったです。まとまっていたというか。
3 日目の「パラレルスプリント」は、予選 32 位以内が決勝進出なので、まずは予選通過が目標でし
た。決勝はデュアル滑走で、当たったのがオーストリアの選手。最初の 4 ～ 5 旗門はできるだけまっ
すぐ攻めて、プレッシャーを与えました。結果的に運よく相手がコケてくれて、8 位になれた感じです。

—戦略がすごいですね。勝因はなんだと思いますか？
1 日目と 2 日目の経験と反省を生かせたことだと思います。攻めきれなかった１日目、攻めすぎた
2 日目、それがあっての 3 日目でした。守るべきところではリズムを大切にして、攻めるべきところ
で攻める、それを冷静に判断できたのが良かったと思います。

—加藤選手も健闘されていましたね。
加藤選手は、今年から菅平のチームに入ったので、一緒に練習をしてきました。菅平のアルペンチー
ムはレベルが高く、加藤選手も刺激を受けたようで、結果的に W 杯でも良い成績が出ていました。
加藤選手はとても地頭が良い、賢い選手で、一緒にいるととても勉強になります。体の仕組みや、
道具の工夫など日ごろから色々考えて行動する人です。薬剤師なので、ドーピング関連にも強いです。
あと、今回は遠征時の交通の手配もやってくれて、すごく助かりました！

—W 杯 8 位おめでとうございます！去年のレース後に、常時 30 位以内が目標と聞きまし
たが、はるかに上回る成績でした。どんなトレーニングを積んできたのですか？

—今年の結果を受けて、今後の目標を教えてください。
実は 4 月前半に右足の前十字靭帯を切ってしまい、5 月に手術、6 月からリハビリの予定です。で

昨年の W 杯がかなり緩斜面で、技術の差が顕著に出るレースだったんですね。このため、ポール滑

もあまり落ち込んでいなくて、ある意味、良かった部分もあると前向

走だけでなく、フリー滑走を多く取り入れることを意識して、練習をしてきました。また、ポジショ

きに考えています。ケガやリハビリは、ポジションや、筋トレの仕方

ン調整にかなりの時間を費やしました。海外選手のようにもっと前に乗るよう、体の位置や、ビンディ

などを見直すよいチャンスなので、リハビリをしながら、改めて体の

ングのセッティング位置をミリ単位で調整したりしました。

使い方を考え、来シーズンに備えたいと思っています。

結果、滑りが安定しなくなって、転倒率が高くなったんですが、ゴールすればタイムは速くなって
いて。新しい挑戦をした一年で、自分としては良かった年、頑張った年だったと思います。

—Ｗ杯前にお怪我をされていたようですが…。
杯前にお怪我をされていたようですが…。
遠征の２週間くらい前に転倒して、おそらく胸骨を折っていると思ったけど、コルセットしていれ
ば変わらないのでそのまま出発することにしました。また、出発の 2 日前くらいに歯茎が腫れてきた
ので、歯医者に行ったら歯が折れていて、抗生物質を投与して出発しました。

18

左／海外選手の知り合いも増え、声
を掛けられたり助けてもらったりす
ることも多くなった
右／加藤選
手とミューレンの山頂にて。背後に
はアイガーを含む絶景が広がる
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■木村秀樹さん

2021-22 シーズン
新指導員紹介
今シーズン、TAJ 公認指導員に合格した３名の方に、
皆さんへのご挨拶と抱負を語っていただきました。

「歩く・走る・登る・滑る・飛ぶ」ができ、人がつながるきっ
かけを作ってくれる魅力たっぷりのテレマークスキーを多く
の人に楽しんでもらいたくなり、定年退職後の 63 歳で TAJ
公認指導員を取得した、雪国育ち東京在住の、競技経験のな
いスキー愛好者です。
45 歳で登山店のテレマークスキーを初対面でいきなり購入
し、スキー場でコケまくりました。これではいかんと思い、
TAJ 公認スクールの門をたたき、基本の知識と技術の大切さ
を学びました。さらに、てれまくりやフリーエ、技術コンテ
スト、TAJ 公認指導員受験などを通して、たくさんの指導員
やテレマーカーと知り合うことができ、より深い知識と技術

■栗田克信さん
この度 TAJ 公認指導員に認定されました栗田克信です。
私は幼い頃からクロスカントリー競技を行っておりまし
た。選手引退後、アルペンスキーを経験し、2017 年から
テレマークスキーを始めました。テレマークスキーの魅力

を学びました。
指導員一年生の今シーズンは、新型コロナの影響のなか、
スクールやフリーエのお手伝いや指導員研修会などを通して、
たくさん勉強させていただきました。まだまだ未熟な指導員
ですが、テレマークスキーの指導・普及に尽力したいと思っ
ています。どうぞ宜しくお願いします。

は、歩く、走る、登る、滑るといった、自然で自由なとこ
ろです。スキーの原点はヒールフリーだと思い、テレマー
クスキーに辿り着きました。ゲレンデや山で楽しそうに滑っ
ているテレマーカーを見ると、なぜか嬉しくなります。
そんな私ですが、テレマークスキーの本質が知りたく、
いつしか指導員を目指すようになりました。認定までの間、
仕事の調整や怪我などうまくいかないこともありましたが、
2021 年に念願の指導員に合格することができました。教
育事業部の皆様、講習会から受験まで共にした方々、そし
て合格に向けレッスンしてくださった Quatre Saisons（キャ
トルセゾン）の園田さん、本当に感謝しています。
現在、指導員としてスタートラインに立ちましたが、慢
心することなく、楽しみながらも様々な課題に取り組んでいく所存です。
今後はこれまでの経験、知識、技術を最大限に発揮し、指導者としての雪上心得を忘れることなく、
状況に応じた指導を心掛けてまいります。
「テレマーク初めてです。うまく滑れないです。もっと技術を磨きたいです」といった方、大歓迎です。
ご指導します。
最後になりますが、今後のテレマークの普及ならびに TAJ の発展のため、人との繋がりを大切にし、
テレマークスキーの魅力を発信していきたいと思っています。どうぞ宜しくお願いいたします。
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■山本小太郎さん
この度、指導員に認定いただいた山本小太郎です。長野県
の出身で、志賀高原にてガイドやレッスンの他、白馬などで
行われているフリーライドの大会に出場しております。
スノーハイクやゲレンデスキー、バックカントリーなど、
幅広い遊び方の出来ることが、テレマークスキーの魅力だと
思います。しかし雪山は危険が常に隣り合わせです。安全に
楽しめる知識の指導もしていきたいと思います。また道具も
常に進化しており、適切な使い方をしないと怪我などの危険
にもつながります。道具のメリット、デメリットなどを理解
した安全な滑りを広めていきたいです。
テレマークの指導としては、まだ経験がありません。しか
しテレマークスキーは自由で楽しい道具です。資格を取得し
たことで、これからさらに普及、発展に関わっていけること
を楽しみにしております。また認定は頂きましたが、指導技
術としてはまだまだ未熟な点が多いと感じております。これからも更に自分の技術を磨いていきます
ので、会員の皆様、指導員の先輩の方々、これからよろしくお願いします。
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TAJ 公認校一覧

2021 年度 TAJ 組織図

ニセコ

ニセコヒラフテレマークスキースクール・イメー
検定実施校
ジワークス

森田幸一郎

0136-44-1179

ニセコ

ニセコヒラフテレマークスキースクール・コヨーテ 検定実施校

古市竜太

0136-23-4555

ニセコ

ニセコヒラフテレマークスキースクール・トイル

高梨

穣

ニセコ

オフトレイルニセコ

検定実施校

森尻

南富良野

Pine Grus（パイングルス）

検定実施校

松鶴健作

蔵王ライザワールド

ハイジテレマークスキースクール

検定実施校

永坂

宏

守

会長

理事会

石黒 淳

中野豊和

教育事業部

運営委員

梅原和弘

松鶴健作

橋谷水樹

0136-21-4055

梅原和弘

公認校・検定事務局

090-4437-7799

黒川春水

中野豊和

0167-55-2120

江戸原大輔

023-679-2042

倉金純也
イベント事業部
フリーエ：黒川春水
バックカントリー：古市竜太

東京都

テレマークスキースクールさくら

塙

ひろみ

妙高赤倉

インフィールド

中野豊和

090-5513-5256
0255-87-2860

妙高赤倉

妙高バックカントリースキースクール

検定実施校

小笠原永峰

0255-87-2427

おんたけ

おんたけテレマーク

検定実施校

田中ヒロシ

0264-48-2777

富士見パノラマリゾート

里山テレマークスキー倶楽部

検定実施校

里吉聡典

090-8800-4993

戸隠スキー場

木 風舎

検定実施校

橋谷

晃

03-3398-2666

杉山スキー＆スノースポーツスクール

山本直樹

0269-34-2551

志賀高原・熊の湯

ダイアモンドダスト

黒川春水

090-2240-5694

乗鞍高原

てるま～く

野村輝公

0263-92-7832

白馬乗鞍

FT（フォークテイル）テレマークスキースクール 検定実施校

鈴木重孝

0261-82-2129

栂池高原

QuatreSaisons（キャトルセゾン）

検定実施校

園田佳代

090-3045-7897

菅平高原

菅平高原テレマークスキースクール

検定実施校

梅原和弘

090-8059-9654

白馬さのさか

Schneeberg テレマーク＆アルペンスキースクール 検定実施校

廻谷和永

080-3449-6006

軽井沢プリンスホテル
軽井沢スキー学校
スキー場

検定実施校

江戸原大輔

0267-42-1850

グランスノー奥伊吹

ブロッサムスキースノーボードスクール

検定実施校

塩見哲大

0749-59-0313

ハチ北高原スキー場

三浦雄一郎＆スノードルフィンスキースクール

杉原

0796-96-0204

整

フリーエ実行委員会

監事
柴田俊一

レース部
（代行

会計
八幡久康

事務局
橋谷水樹
（黒川春水）

奥志賀高原

永坂 守
中野豊和

古市竜太
石黒 淳

工藤幸光

2020 年度会計報告

委員

石黒 淳）

国際部
（代行

石黒 淳）

渡 龍児
FIS 委員
渡 龍児

広報担当
江戸原大輔

会費納入のお願い
2020 年度の会費納入をお願いいたします。
【継続】2000 円／名・年間
【再入会】4000 円（再入会費 2000 円＋年
会費 2000 円）
【新規入会】4000 円（入会費 2000 円＋年
会費 2000 円）
★入会・継続は【スポーツエントリー】で。
https://www.sportsentry.ne.jp/event/
t/85502

TAJ 規定について
今年度の規定の改訂はありません。現在の TAJ 規定に
ついてはホームページをご参照ください。

経費規定の細則をただいま作業中です。今年度より新
たな経費規定のもと、大切な会費の運用を務めてまい
ります。
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