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 2022 年 2 月 25 日（金）から 2 月 27 日（日）の 3 日間、（公財）全日本スキー連盟公認スキーパ

トロール検定会が、第 1 会場（北海道・ルスツリゾートスキー場）、第 2 会場（宮城県・オニコウベ

スキー場）において、それぞれ開催されました。 

 昨年に引続き、新型コロナ禍での開催となりましたが、予防対策を徹底し、ＳAJ 検定会新型コロ

ナウイルス感染対策ガイドラインに従って検定会が進められました。 

 第 1 会場と第 2 会場を合わせて総勢 53 人が検定に臨み、50 人が合格しました。今後、JSPA に入

会され、継続してご活躍されることを期待しています。 

  

  

  

2022 SAJ 公認スキーパトロール検定会 
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【第１会場】 【第２会場】 

会員 所属 氏名 

 北海道 岡崎 文昭 

 北海道 笠原 雄哉 

○ 北海道 久保 颯希 

○ 北海道 小泉 真澄 

 北海道 佐久間 裕太郎 

○ 北海道 佐藤  匡 

 北海道 杉村 大地 

 北海道 谷口 裕俊 

 北海道 中谷 拓登 

○ 北海道 林  英邦 

○ 福島県 込堂 明寿 

 福島県 田中 秀人 

○ 福井県 谷 真由美 

【第２会場】 

会員 所属 氏名 

○ 青森県 石岡 和志 

○ 青森県 佐々木 春夫 

○ 青森県 佐藤 裕子 

○ 青森県 髙木 雅彦 

○ 青森県 山端 至誠 

 岩手県 阿部 拓生 

○ 岩手県 上路 弘志 

○ 岩手県 土村 啓明 

 秋田県 佐藤 龍太郎  

 山形県 太田 豊幸 

 山形県 近藤 剛 

○ 山形県 佐藤 孝 

○ 宮城県 大沼 明博 

○ 宮城県 加藤 風花 

○ 宮城県 齋藤 智昭 

会員 所属 氏名 

 宮城県 榊原 喬 

○ 宮城県 佐々木 晃 

 宮城県 佐藤 朋哉 

○ 宮城県 杉山 稔 

○ 宮城県 高橋 雄一 

 宮城県 寺野 泰昌 

 宮城県 宮腰 紀子 

○ 福島県 小栗 真 

○ 福島県 神戸 太一 

○ 福島県 昆野 克昭 

○ 栃木県 髙根澤 春樹 

○ 栃木県 丸山 航平 

○ 栃木県 矢板 拳 

 群馬県 川田 翔平 

○ 東京都 高森 奈緒子 

○ 千葉県 滝沢 史有 

 神奈川県 荒井 三紀子 

○ 神奈川県 石川 光浩 

 神奈川県 杉本 和也 

○ 新潟県 橋立 雄二 

 長野県 岩崎 孝司 

○ 石川県 伊藤 環 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 61 期 公認スキーパトロール合格者名簿 

○印は JSPA 会員を表
します。（敬称略） 



-3- 

 

励まし合って乗り越えた同期の絆 

第 61 期 小泉 真澄 

私はスキーパトロールとして３年前から活動をしています。今回検定を

受検する事になったのは自分の技術向上と地元に貢献したいという想いか

らでした。 

まず、「養成講習 1（美唄国際スキー場）」に参加しました。受検生、先生

方は初対面の方ばかりで少し緊張を感じました。修得できていなかったこ

となど、多くを先生方に教えていただきました。私が不安だったことは受

講生の中で女性が私一人だったことです。傷病者役の男性を搬送すること

は体力的にとても難しいこと

でした。このことを先生方に伝え、傷病者役を女性の先

生に変更していただきました。この配慮はとても助かり

ました。しかし実際には男性の傷病者も搬送する技術が

必要になってくるので今後の目標にしようと思いまし

た。 

 2 週間後に「養成講習 2（ルスツリゾート）」で本番同

様の講習が始まりました。検定と同じコースでボート搬送、基礎種目の練習を繰り返しました。ロー

プと三角巾の課題を試験同様に時間計測し、出来具合を確認していただきました。講習を通して新た

な課題を見つけることができました。 

検定当日は常に緊張感がありました。ともに練習してきた

受検生の皆さんと声を掛け、励まし合うことで乗り越えられ

ました。最後には受検生同士がスキーパトロール同期として

連帯感が生まれました。 

 今回合格にたどり着けたのは多くの先生方、受検生のお陰

です。関わっていただいた方々には感謝しかありません。 

 

  

第 1 会場 合格記 
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WEB アルバムはこちら 

  

写真で振り返る 第 1 会場の様子 
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3年越しの公認スキーパトロール受検記  

青森県スキー連盟 佐藤裕子 

私が公認スキーパトロールの受検を考えはじめたのは、1 級合格を

目指して練習しているときです。偶然みかけた先輩たちの活躍する姿

に、憧れの気持ちを抱きました。次第に自分もパトロールになりたい

と思うようになり、スキースクールの先生やクラブの先輩に相談し、

公認スキーパトロールの受検に至りました。しかし、現実はそう簡単

ではなく、養成講習では、ロープワークや三角巾、アキヤ搬送技術、

どれもこれも出来ない自分に、信念が揺らぎそうになることもありま

した。こんな私を根気強く指導してくださった諸先輩方に、感謝の気

持ちでいっぱいです。同時に、一緒に練習を共にした同期の存在は本当に心強い存在となりました。

59 期を目指した同期、61 期を目指した同期、みんな大好きな仲間です。 

 

先に述べたように、私の最初の受検は 59 期にあたる 2020 年のルスツ会場です。北海道に到着

し、青空が広がる最高の天気の中でスキーができることに、心を弾ませていました。しかしながら、

世の中は新型コロナウイルスが流行し、その影響はスキー場も例外ではありません。検定会が中止と

なり、59 期は幻となってしまったのです。がっかりして帰路に着いた…と、想像されたと思います

が、実際は予想外にとても楽しく過ごしていました。スキーの切り替えは遅い私ですが、気持ちの切

り替えは光の速さよりも早く、瞬間的に受検モードからリゾートスキーモードに切り替わりました。

役員の方々のご配慮によって、会場に来ていた受験生らと一緒にルスツリゾートのゲレンデを楽しむ

ことが出来たことは、通常の受検時では体験できない最高の思い出となっています。 

翌年、2021 年も新型コロナウイルスは国内で猛

威を振るい、検定会は実施されたものの、私の仕事

の都合で受検はもちろん、スキー場にも行けない

状況になりました。スキーをしない冬に違和感が

ありましたが、おかげでスキーへの想いはより一

層強くなったように思います。 

 

そして、2022 年 2 月――。  

第２会場 合格記 
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私は青森県から埼玉県へと転勤が決まりました。スキーの練習ができるのは 1 ヶ月弱しかありませ

ん。11 月から筆記試験の勉強とロープワーク・三角巾の練習をスタートし、1 月はアキヤ搬送の練

習が中心です。私は 3 年前の受検の時から真下搬送が苦手でした。できないことに落ち込み、あと 1

ヶ月しか練習期間が無いということに焦りを感じていました。“もう、だめかな”と、諦めかけた時に

支えてくれたのが、八甲田国際スキー場のスタッフの皆さんです。“頑張ってるね”と、いつも笑顔で

声をかけてくれました。時には笑わせてくれたり、

ご飯を大盛にしてくれたり、皆さんの優しいお気持

ちは涙が出るほど嬉しく感じました。転勤まであと

数週間というギリギリのところで、私は真下搬送の

切り替えができるようになりました。土日の営業開

始から終了まで練習に付き合ってくれた先輩がいま

す。“大丈夫、できてるよ”と、始終励まし続けてく

れた先輩のおかげで、私は自信をもってアキヤ搬送

ができるようになりました。自分を信じて応援してくれる先輩の存在は、私に勇気と自信を与えてく

れました。家族のような八甲田国際スキー場が、私は大好きです。 

 

この３年の間、新型コロナウイルスによって検定が中止になるなど、紆余曲折ある中で、今回、晴

れて 61 期として憧れの公認スキーパトロールに合格することができました。応援してくださった、

八甲田スキーパトロールの諸先輩方、青森県スキー連盟、八甲田国際スキー場およびロープウェイの

皆様、八甲田山スキークラブの皆様、七戸スキークラブの皆様、モヤヒルズスキー場の皆様、まかど

温泉スキー場の皆様、多くの方々にこの場をお借りして感謝の気持ちと御礼を申し上げます。  



-7- 

 

 

    

    

    

    

    

    

  

 

WEB アルバムは 

こちらから➡ 

  

写真で振り返る 第２会場の様子 
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日本最北のスキー場で活躍する仲間たち 

 

 日本最北端の街、稚内市が昭和４３年に開設した市営

のスキー場です。小さなスキー場ですが、住宅街の中に

在り、多くの市民にはアクセスがとても良いので、子供

をスキー場に送迎しやすいほか、平日のナイターにも行

き易いなど、これこそ市民スキー場といった立地にあり

ます。 

 最北のスキー場なので、さぞ雪不足とは無縁と思われ

がちですが、ここ稚内は風力発電が盛んに行われている程、風の街なのです。せっかく降った雪も強

風で飛んでしまいます。したがって雪不足に悩まされるスキー場で、スキー場職員はコース周辺から

雪を運ぶなどしてコース管理には大変苦労をしている所でもご

ざいます。コースは全３コース。コース長は３００ｍで最大斜

度は１０度（一部１５度）と緩斜面中心になりますが、その分

低速の基本練習がし

っかり出来ます。こ

れ以外にも、そりコ

ースやスノーパーク

には本格的なキッカ

ーやレールなどもあ

り、ここから複数の

プロスノーボーダー

も育っています。  

JR 宗谷本線とコース全景 

本格的なスノーパーク 
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 さて、我々稚内スキーパトロール隊は８名の隊員で活動しています。その多くはスキー指導員でも

あるので、シーズン中の滑走日数はかなりの数になります。また、コースの難易度は高くないので、

搬送訓練は隣町の豊富温泉スキー場のパトロール訓練に参加させて頂き、交流も深めながらワイワイ

やっています。 

 

 

 晴れた日には流氷が浮かぶ宗谷湾の向こうにロシア領サハリン（旧樺太）が望める当スキー場に是非お越しく

ださい。その際には是非是非パトロール室にも遊びにお越しください。小さなスキー場をご案内いたします。 

 

  

ゲレンデ案内図 

豊富温泉スキー場での訓練様子 

後列右から伊藤洋悦隊長、大橋裕二、後藤元彦副
隊長、上野磨 前列右から伊藤優美子、上木洋司 
写真以外に佐久間政克、森久保訓 

コース全景 
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青森県支部より 

 新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および関係者の皆様に謹んでお見舞い申しあげま

す。また、全国の会員の皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか？ 

 さて、JSPA 第５０回総会が書面開催となりましたが、是非とも全国の皆様に青森県にお越しいた

だきたく、第５１回についても青森県で開催していただける運びとなりました。講演は、ドクターヘ

リにも搭乗経験があり、現在青森県立中央病院救命救急センター長である、公認パトロール６０期の

『石澤 義也氏』を招き『救急医療の現場の紹介』などをいただく予定です。 

 二日目の観光はユネスコの世界文化遺産に登録された「北海道・北東北縄文遺跡群」の一つである

～三内丸山遺跡の見学～となります。 

 講演・観光ともに青森県らしさを楽しんでいただけるよう県支部役員一同、心よりお待ちしており

ますので多数の御参加をお持ちしております。なお、大変申し訳ございませんが、観光の前日受付は

バスや昼食会場の都合により受付できません。 

 また、総会受付時に参加者全員に抗原検査を実施していただきますので御理解と、御協力をお願い

いたします。 

  

日  時 ２０２２年 7 月９日（土）～１０日（日） 

場  所 浅虫温泉 南部屋・海扇閣 
〒039-3501 青森県青森市大字浅虫字蛍谷 31 

 ℡017-752-4411（代表） 

費  用 ●宿泊参加(１泊２食) 

大人１名  21,000 円（宿泊、講演会、懇親会、記念品等） 

※一部屋１名で利用する場合、46,000 円／人 

２名で利用する場合、24,000 円／人 

子ども（18 歳未満、10,000 円・小学生以下、7,000 円） 

●日帰り参加 13,000 円 

 前泊希望の場合は 

大人 1 名  14,500 円／子ども（18 歳未満 10,000 円・小学生以下、7,500 円） 

〇２日目観光  3,000 円（三内丸山遺跡見学） 

＊各料金には抗原検査キット代が含まれております。 

＊当日の抗原検査で陽性が確認され、参加いただけなくなった場合でも、返金でき

ません。御留意のうえ、健康管理をお願いします。 

アクセス 自家用車 ···· 青森自動車道 青森東 IC から 約１５分 

飛 行 機 ···· 青森空港から青森駅までバス 約４０分 

電  車 青い森鉄道 青森駅～浅虫温泉駅 約２０分 

  浅虫温泉駅から 徒歩  ３分 

※申し込みの際の注意がございますので、P13 を御覧ください。  

受付（抗原検査）の前３０分は飲食を控えるようお願いします。 

第５１回 JSPA 総会 青森大会の御案内 
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一日目 二日目 

10：00 

13：00 

 

15：00 

16：00 

18：00 

理事会 

総合受付開始 

地区幹事会 

JSPA 第 51 回 総会 

特別講演 

懇親会 

7：00 

9：00 

9：30 

11：00 

11：30 

13：30 

～朝食～ 

ホテル出発 

三内丸山遺跡到着・見学 

三内丸山遺跡出発 

青森駅到着・解散 

青森市内で各自自由に昼食 

ホテル行きバス出発 

✓ 青森駅で解散される方は、バスに荷物を積んでいただきます。ホテルに戻られる方は、ホテ

ルで荷物をお預かりいたします。 

✓ 三内丸山遺跡見学ではガイドによる説明・お土産コーナーでの買い物ができます。 

✓ 新幹線や航空機、フェリー等を利用される方は１１：３０にて解散になります。お車でお越

しの方はバスで海扇閣まで戻ります。昼食は各人で自由におとり願います。 

     

  

三内丸山遺跡のシンボル「大型堀立柱建物跡と大型竪穴建物」 
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さて、久しぶりに開催の運びとなります『第 51 回 JSPA 総会』ですが、COVID-19 蔓延による予定変更の可

能性も含んでおります。参加を予定されているみなさまには、大変お手数をおかけいたしますが、下記、参加申

し込みの手順についてよく御確認のうえ、お申込みをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6月 6日～ 12日 の間にお願いします

参加費用の振込（同封の払込取扱票を使用する）

6月 4日 以降に ご確認お願いします

催否確認 JSPAホームページ（QRコード）

5月 31日 までにお願いします

申し込みハガキの投函（欠席時の委任状記入を含む）

COVID－19 蔓延の状況を踏まえ、総会の催否を 6 月４日以降に

決定し、JSPA ホームページに掲載します。 

（QRコードを読み込むと確認ができます。） 

開催が決まりましたら、参加費をお振込みください。 

（中止の際は振り込まないでください。） 

総会参加の申し込み方法について 
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新終身会員の紹介 
2021 年 11 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までに 

登録された方です。（敬称略、順不同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄付金受領名簿 

日付 県連・期 氏名 

2021/11/25 青森 34 期 新田 賢三 

2021/12/23 青森 23 期 吹田 健一 

2021/12/23 宮城 12 期 奥田 惇二 

2021/12/24 東京 24 期 保坂 淳司 

2021/12/24 東京 11 期 平田 春雄 

日付 県連・期 氏名 

2022/1/4 栃木 Dr. 村木マリ子 

2022/1/5 愛知 32 期 成田 和親 

2022/1/6 福島 13 期 鈴木 隆司 

2022/1/17 福井 23 期 扇浦 行弘 

2022/1/21 愛知 12 期 井戸田 仁 

2021 年 11 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までに寄付金をお納めくださった方々です。 
今後の JSPA 活動に有効活用させていただきます。ありがとうございました。(敬称略) 

 

 

訃 報 
 

服部   界さん（福島県４４期） 202２年  ３月 11日 逝去 

謹んで御冥福をお祈り申しあげます。 

事務局より（終身会員・寄付金名簿・ほか） 
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 JSPA オンラインショップでは、JSPA 会員の皆さまへオリジナルの商品をお届けしております。インター

ネットからの御注文以外にも、総会会場内でも受け付けます。 

ぜひ、この機会にオリジナルグッズを手に入れてみませんか？ 

オリジナル缶バッチ（2個セット） JSPA オリジナルシール（5枚組） 

価格 500 円 

オリジナル缶バッチで発売します。同色 2 個セットとな

ります。タイプを選んで備考欄に県名を追記してくださ

い。（１：ブルー、２：グリーン、３：レッド） 

 

 価格 500 円 

サイズ：横 65mm×縦 55mm （送料無料）5 枚組 

冷蔵・冷凍環境下でも剥がれにくいよう、特殊粘着処理

を施したシールです。氷点下 20 度まで対応。 

 

 

JSPA ネームプレート【会員限定】 JSPA オリジナル名刺【会員限定】 

会員限定 1,500 円 
終身会員限定 3,000 円 

80mm×30mm（送料無料） 隊名・肩書等指定できま

す。安全ピンとクリップ両用クリップ または，安全ピン

のみから選択できます。 

 

 

 

価格 1,500~2,000 円 
91mm×55mm（100 枚～200 枚） 

マットコート紙にラミネート加工処理をした、耐久性や

耐水性を強化した仕上がり。フルカラー仕上げ。 

 

 

  

 

JSPAオンラインショップの御案内 


