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お申込み ： ホームページ、 ＱＲ、 連絡先アドレスへメール
定員に達してもできるだけ参加いただけるよう調整します。
でも、 お申し込みはどうぞお早めにお願いします。 ☆☆☆
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夜発

ブランシュたかやま

メンバー企画
メンバーに依る自主的
な企画です。

20 周年・特別寄稿

「早いですね？

もう 20 周年ですか？」
タントスキークラブ

＜下平 滋 先生＞

Tanto が都連に加盟するために、「保証クラ

初代会長

小川昭彦

次の段階は、
「東京都スキー連盟に正式に加盟の承認を得るこ

ブ」になってくれた日野市の会長。

と」。これは、なかなか難問でした。正式なクラブに「保証人」

＜富井康雄先生＞

になってもらう必要があります。それって、借金の保証人になっ

Tanto の初期から、長らくスキー技術のレ

ベルアップの指導をしてくれた人。

てもらうようなもの。日野市スキー連盟の下平滋会長が、快く
保証人になってくださいました。都連に必要書類を提出。その

626 番

タントスキークラブが、東京都スキー連盟に正式に

次は「都連理事会での演説」が待っていました。推薦保証人の

加盟承認をうけたのは、平成 9 年 10 月 25 日でした。平成 9

下平先生の「推薦の演説」。つぎに「新加盟クラブの会長の演説

年は、1997 年の丑年です。あれから、確かに 20 年で、早いです。

＝どんなクラブをつくりたいか？」です。多くの大物理事の前

前にお世話になっていたクラブは、古い体質でした。民主的

で、緊張しました。

な運営とはいえませんでした。新しい発想で運営するクラブを
作りたいと思い、有志が集まりました。

こうして、
「タント」が都連に正式に加盟を認められ

それからです。独立に向けて、精力的な活動が始まりました。

誕生し

たのです。今では、東京都スキー連盟の中でも有数のクラブに

小川の自宅に近い所にある「つきみ野自治会館」の 2 階会議室

なりました。嬉しいことです。

が定例の場所。7 人の発起人が集まりました。池澤康之、岩崎
拓実、小川昭彦、川崎英輝、川崎みち子、本吉貞彦、吉沢正雄（ア

ここで、スキー活動のもろもろを通じてどんな事がもたらさ

イウエオ順・敬称略）の 7 人です。

れるでしょうか？「スキー運動」
「スキークラブ活動」を通して
得られることをボクの体験をとおして書いてみます。

何回の会議があったでしょうか？

初めて、スキークラブを

立ち上げるのでいろんな準備が必要でした。
「新会員募集のこ

（１）一生を通じて努力する事を得られる。スキーは、死ぬまで

と」「クラブの組織のこと」
「都連への提出書類のこと」など多

通じてできるから。他のスポーツで

くの課題がありました。新メンバーの候補リストには、27 人し

かなか無い。ボクは大学時代にバスケットの大会に出場したが、

か居ません。
「無から有をつくる」のは、たいへんでした。みん

今はできるチャンスが無い。10 人揃わないから。

老年までできるものはな

な献身的でした。仕事や家庭を犠牲にして集まってくれました。 （２）会社員の仕事には限界がある。趣味として活動したクラブ
の幹事の役割などから大きな組織を動かす事などの体験ができ
会議の後に、毎度

会食して熱く語り合いました。会議だけ

る。住む世界が広がる。

では話は終わりません。延長戦が必要でした。新クラブのたち

（３）一生を通じての「親友」
「知人」
ができる。仕事の知り合いは、

上げにみんなが、情熱的で真剣でした。飲みながら食べながら、

定年と同時に終わる。スキー関連の友は、一生の財産です。下

熱く語り合いました。

平滋先生は、若い日の「準指導員の受検仲間」でした。
（了）
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20 周年・特別寄稿

創立 20 周年を迎えて
タントスキークラブ

会長

池澤

康之

1997 年 10 月 25 日、下北沢タウンホールで行われた「クラ

また、クラブ創立当時 20 代だった若いスキーヤーも、20 年

ブ設立総会＆パーティー」は、40 名ほどの参加で行われました。

経過した現在、40 代、50 代の働き盛りの世代になり、家庭の事

参加者は少なかったものの、会場は新クラブ立ち上げの熱気で

情などでスキーに行く機会がめっきり減少しているようです。

満ち溢れていた記憶が、まるで昨日のように思い出されます。

「これからもスキーをやり続けていきたい」と言うのは、共通の

クラブ名の “ タント ” とは、当時クラブ員の新婚家庭にあっ

思いだと思いますが、一旦、スキーを休んでいる方も、どうか

た新型冷蔵庫、「TANTO」に由来します。 イタリア語で「たく

気軽にスキーに戻ってきてください。子供、大人を問わず、ス

さんの〜」と言う意味で、“ たくさん ” 食べる、飲む、笑う、友

キーは冬場のスポーツとして、身体を鍛える恰好の場であるこ

達を作る、スキーをする…と、好きなことを “ たくさん ” する

とは言うまでもありません。スキースポーツに目を向けさせ、

ことで、人生を豊かにできるクラブを目指そうと言う思いが込

体力向上の場として、またレジャーの場として啓蒙し、斜陽化

められています。

しているスキー界を活性化させることが、タントが社会に対し

その後、クラブ員も順調に増え、ここに会員の皆様と共に創

て果たしていく役割だと考えています。

立 20 周年を迎えられる事を心から嬉しく思います。これもひ
とえに歴代の運営委員、スタッフ・幹事の方々のクラブ運営に

最後になりますが、これからの 30 年、40 年、50 年と向けて、

対する熱意、並びに会員の皆様のご協力の賜物と思います。こ

引き続き皆様の絶大なるご支援とご協力をお願い申し上げます。

の場をかりて御礼申し上げます。
2017 年 10 月吉日
最近のクラブの状況です。会員数は 130 名ほどで推移してい

シーハイル

ますが、初中級者の入会が減少傾向にあり、また 20 〜 30 歳代
の入会・参加も少ない状況です。これは、タントスキークラブ
だけの問題ではなく、スキー界全体の課題でもあります。会員
の皆様には、一人でも多くのお子さんやお孫さん、スキーをこ
れから始めようとする方を、是非、雪上に誘ってスキーの魅力
に引き込んでいただきたいと思います。
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雪だ♪スキーだ♪皆さんタントへ集まれ♪♪♪
〜スキーツアーのご案内〜
初めてのご参加大歓迎！

エンジョイフリースキーコース

タントスキークラブでは

上達を目指すレッスンコース、

今シーズンも

検定チャレンジコース（Jr バッジテスト

楽しいスキーツアーから

級別バッジテスト

日帰り企画までご用意！

なんとプライズテストも実施）
ナイスミドル向けコースなどなど

グループはもちろん、お一人様でも、
小さなお子様がいらっしゃるファミリーも

タントに初めてご参加される方も愉快な仲間

ご年配の方々もご参加大・大・大歓迎です♪

がアテンドしますのでご安心くださいね！

盛り沢山♪

（都心とスキー場宿泊先の往復送迎付き！）

丸沼高原

八方尾根

特別レッスン 募集人数１６名

【日程】2017 年 12 月 8 日（金）夜発 〜 12 月 10 日（日）

募集人数４０名

【日程】2018 年 1 月 5 日（金）夜発 〜 1 月 8 日（月・祝）

毎年恒例の丸沼特別レッスンです。

参加予定講師：川崎、竹島、竹内、井上、
（瀬尾）
※講師のやむを得ない急用や極端にレベル差がある場合は、ご期待に沿えない場合があります。予めご了承ください。

今年も外部講師をお招きして、シーズン初めの基礎固め！上

ついに来ました！白馬八方尾根でのタント初の大型企画です。

達への期待はうらぎりません (*'' ▽ '') とっても大事なレッス

レッスン、検定、フリー、ファミリーさん、初タントの方、

ンがここで受けられます。夜はビデオミーティングあり、宴

まるごと大歓迎！ お宿は、
《ゲレンデ前、食事よし、温泉付き》

会ありで楽しいシーズンインを一緒に迎えましょう！

と３拍子揃ってます♪ 日本屈指のスキーリゾートを思いっき
り楽しみませんか？

参加費

※ファミリー・初心者・初タン対応：プライズ事前講習対象

￥３３，０００

参加区分

会員限定

参加費に含まれるもの

１級程度以上
部屋区分
参加費
会員
ビジター
参加費
会員
ビジター

：宿泊費・講習費・リフト 2 日券

参加費に含まれ無いもの：昼食・交通費・保険料
☆振込期限

2017 年 11 月 20 日（月）

宿泊場所：

シャレー丸沼

〒 378-0497 群馬県利根郡片品村東小川 4658-58
TEL: 0278-58-4300

FAX: 0278-58-3646

新館

本館
レッスン付
￥４２，
０００
￥３９，０００
￥４５，０００
￥４２，０００
レッスン無
￥３０，
０００
￥２７，０００
￥３１，
０００
￥２８，０００

参加費に含まれるもの

幹事（ お申込み・お問合せ）
：伊藤毅之、丸橋英正

：宿泊費・講習費

参加費に含まれ無いもの：昼食・交通費・保険料・リフト券

E-mail：marunuma@tanto-power.com
☆振込期限

2017 年 12 月 18 日（月）

宿泊場所：

ホテルくらや

http://www.hotel-kuraya.com/
〒 399-9301

長野県北安曇郡白馬村和田野

TEL: 0261-72-3433 FAX: 0261-72-5698
幹事（お申込み・お問合せ）
：柏原

俊樹

E-mail：happo@tanto - power.com
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斑尾高原

安比高原

募集人数１８名

ゴールデン安比ツアー（メンバー企画）

ポールレッスン in 斑尾（メンバー企画）
【日程】2018/1/12( 金 ) 夜発〜 1/14( 日 ) 夜着 1.5 泊

【日程】2018 年 1 月 22 日（月）発 〜 1 月 24 日（水）

「ネトロンやレースポールを活用した基礎スキーのレッスン

宿：もっきんばーど（ペンション）

です」お陰さまで今シーズンで 10 回目の開催を迎えること

参加費：￥50,000 程度（交通費、宿代、リフト代）

ができました。引き続き参加者の皆さんと共に育んで行きた

各自支払い

いと思います。ご参加・ご協力、よろしくお願いします！

交通機関：東北新幹線、バス

SAJ2 級程度以上、ヘルメット着用

申し込み締め切り：2017 年 12 月 31 日

参加費：￥２９，０００定員を満たした場合の概算

申し込み先：桑原茂樹

（小学生￥２５，０００）

幹事

参加費に含まれるもの：

鈴木恒三郎、桑原茂樹

E-mail：appi@tanto - power.com

宿泊費（朝２、昼２、夕１）講習費、リフト代
参加費に含まれ無いもの：

ゴールデンの 5 年を振り返って

交通費、旅行保険、上記以外の食事代など

タントスキークラブでは、シニア世代をゴールデンと呼び、

宿泊場所：幹事にお問合せ下さい。
幹事（お申込み・お問合せ）
：丸橋英正

ゴールデン企画を 2005 年 6 月にキックオフし、ゴールデン

E-mail：madarao@tanto - power.com

初代店長（通称）小川昭彦さんのもと、2005 〜 2006 年シー
ズンから動き出したことを 15 周年記念誌で紹介しました。
キックオフシーズンから 12 シーズン経過し、15 周年以降
も以前と同様、活発な活動を概ね国内行事 3 行事、海外行事
1 行事で継続してきました。これからも持続性のある活動を
展開してゆくのが基本の考えです。
クラブ内でゴールデンの域になってゆく後輩の人達を仲間
に、そして、30 年、40 年前にスキーをしていて、時間の余
裕が出来て復活したいなー、と考えている方をホームページ
でお誘いして仲間に入っていただきたいと思っています。そ
してこの企画を引き継いで行きます。
自分たちのための自分たちによる企画で持続性のあるもの
になり続けたいとの思いです。
オフシーズン企画も含めて行ったことのないスキー場、居

フリー企画

心地の良い宿を見つけて楽しみを膨らませて行きます。

全て自己負担で、一緒にスキーに行こうという企画です。

15 周年記念誌に 15 年からの 5 年間への希望は、やり続け

幹事（お申込み・お問合せ）
：企画部

たい、との言葉でした。これから先もこの企画が持続できる

E-mail：free@tanto - power.com

ようにタント基地を足場に活動して行きます。

石打日帰り

ゴールデン 2 代目店長

【日程】2018 年 2 月 4 日（日）
参加費：会員無料、ビジター￥１，
０００
苗場日帰り
【日程】2018 年 3 月 4 日（日）
参加費：会員無料、ビジター￥１，
０００
ロッテアライリゾート 検討中 乞うご期待
【日程】2018 年 4 月 13 日（金）夜発 〜 4 月 15 日（日）
参加費：未定（ＨＰに告知します）
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本間義啓

２０周年記念

ブランシュたかやま

募集人数３０名

募集人数１５名

【日程】2018 年 3 月 16 日（金）夜発 〜 3 月 18 日（日）

新幹線で田沢湖に行こう！ ( 仮 )

参加予定講師：伊藤、恩地、遊佐

【日程】2018 年 2 月 10 日（土）朝発 〜 2 月 12 日（月・祝）

※講師のやむを得ない急用や極端にレベル差がある場合は、ご期待に沿えない場合があります。予めご了承ください。

『希望者による鶴の湯半日オプションあり』

バッジテストは、都連主管、タント主催のプライズテストとラッ

参加費：￥４５，０００程度

プしながら行います。１級から上のレベルはどの程度か、見て

参加費に含まれるもの ：宿泊費・往復交通費・３日間リフト券

判ると思います。同時開催は珍しいと思いますので、ご見学や、

参加費に含まれ無いもの：昼食・保険料

今後の劇的レベルアップのための参考に是非ご参加を！

☆振込期限

※ファミリー・初心者・初タン対応

2018 年 1 月 17 日（水）

宿泊場所：HP でお知らせします。

参加費
レッスン付
レッスン無
会員
￥２７，
０００
￥１８，０００
ビジター
￥３０，０００
￥１９，０００
参加費に含まれるもの ：宿泊費・講習費

住所：HP でお知らせします。
幹事（お申込み・お問合せ）
：有木

誠

E-mail：tazawako@tanto - power.com

参加費に含まれ無いもの：昼食・交通費・保険料・リフト券
☆振込期限

2018 年 3 月 1 日（木）

宿泊場所：

ジョイハウス

〒 386-0601

長野県小県郡長和町大門 3651-8

TEL&FAX:0268-69-2103
幹事（お申込み・お問合せ）
：遊佐

卓大

E-mail：blanche@tanto - power.com

尾瀬岩鞍

募集人数１５名

【日程】2018 年 2 月 23 日（金）夜発 〜 2 月 25 日（日）
通常レッスン＆プライズ対策＆フリー
参加予定講師：小林（広）、川崎、竹内
※講師のやむを得ない急用や極端にレベル差がある場合は、ご期待に沿えない場合があります。予めご了承ください。
※初心者・初タン対応：プライズ事前講習対象
・主管：一般財団法人

参加費
レッスン付
レッスン無
会員
￥２７，０００
￥１８，
０００
ビジター
￥３０，０００
￥１９，
０００
参加費に含まれるもの ：宿泊費・講習費

・主催：タント スキークラブ
・日時：事前講習
検定

参加費に含まれ無いもの：昼食・交通費・保険料・リフト券
☆振込期限

2018 年 2 月 8 日（木）

宿泊場所：

尾瀬岩鞍・片品高原リゾート 温泉旅館

〒 378-0412

東京都スキー連盟
2018 年 3 月 17 日（土）
2018 年 3 月 18 日（日）

・会場：ブランシュたかやま スキーリゾート
・対象：テクニカル、クラウンプライズ

半次郎

・募集：50 名

群馬県利根郡片品村土出 2032

・講師・検定員：全日本スキー連盟技術員

TEL:0278-58-7648

今年も八重樫圭一ナショナルデモンストレーターが前走を予定！

幹事（お申込み・お問合せ）
：企画部、現地幹事：講師

多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

E-mail：oze@tanto - power.com
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20 周年・特別レポート

数字で見るタントスキークラブ
タントスキークラブは会員数 130 名に迫る、東京都ス
キー連盟でも指折りの大きな団体です（2017 年時点）。
ここでは、タントの 15 周年から 5 年間の推移を数字
で追いかけてみましょう。
【スキーレベル】
34%

行事参加者のスキーレベルは、5 年間であまり変わっ

31%

ていませんが、
「3 級未満、所持級なし」の参加者が増
23%

11%

えています。ファミリーや級に拘らない層の傾向が見

12%

20%

られます。

【年齢構成】
年数が経過した分、年齢構成も高齢化しています。
9%
14%
40%
27%

20 歳代がゼロ、30 歳代が激減しているのは結構ショッ

28%

キング！仕事など忙しい時期なのでしょうか？

37%

一方、10 代以下の会員（家族会員）が増えていますの
で、是非、今後もスキーを続けて欲しいです。

【男女構成】
女性の比率が減っていますが、参加している女性は皆、
43%

アクティブなスキーヤーばかりです。今後も、女性ス

31%

キーヤーが参加しやすい行事、興味を示してくれるよ
うなクラブにしていきたいと思いますが、永遠の課題

57%

ですかね〜。

69%

【県別構成】
上位４県で 90%

10 周年、15 周年の頃と変わらず、首都圏にお住まい
の方が大多数となっており、“ 雪無し県 ” のスキーヤー

4%

の受け皿となっています。

10%
20%

56%
一方で、首都圏にとどまらず長野県、新潟県など様々
なエリアからの参加がある事が分かります。
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クラブからのお知らせ
行事に掛けてる旅行保険について
先シーズンより、行事に掛けていた団体旅行保険の手続きに
於いて、従来以上にプライバシーに属する情報の提供が必要
になり、その情報が集まりにくい為、今シーズンは旅行保険
の取り扱いを行いません。往復時やスキー時の怪我やスキー
事故の賠償について、ご心配な方は幹事に相談下さい。

配車について
今シーズンから、参加費から交通費を除いた「参加費」に変
更になります。
尚、配車は従来通り幹事が行い、3 〜 4 人乗車が基本になり
ます。
交通費は配車者を受けた全員で割り勘とし、行事に参加して
いるスキー有資格者が精算のための作業を行いますので、ご

スキー保険について

協力をお願いします。

スキーは危険なスポーツです。１年に１回程度しかスキーを

尚、家族単位で移動したい場合等は、幹事にご相談ください。

しない方は保険に入る事を考えないと思いますが、通常の生
活保険でまかなえる事があります。スキーシーズンに入る前

参加者数によって、配車の台数が変わりますので、交通費の

に損害保険の特約を確認してみては如何？近年、損害保険会

予想を知りたい方は、幹事までお問合せください。

社は個人のスキー保険を扱っていません。スキー場に依って
は、スキー場入場者保険に入ってるスキー場もあります。行
くスキー場が加入してるか要チェック！基本的に保険は自身
のリスク管理のためにあるものです。まずは自分で加入する
ことがマナーといえます。スキー保険で検索してみましょう。

お問い合わせ・お申込み・手続きの流れ
（１）ＱＲコード、又はＵＲＬからタントのＨＰに行く。
（２）入力フォームに従って入力・送信（メールでの申し込みもＯＫ）
定員に達している場合キャンセル待ちになります。
（３）幹事から連絡があります。
公式行事の場合参加費を期限 ( ３週間前 ) までにお振込みいただき、お申し込みが完了します。
フリー企画の場合、当日現地にて参加費をお支払い下さい。
（４）行事１週間前
公式行事・ゴールデン企画・メンバー企画の場合、幹事より、交通手段や部屋割り等をご連絡します。
フリー企画の場合、幹事より、配車の連絡をします。
（５）公式行事のキャンセルフィー（ゴールデン企画、メンバー企画は幹事にお問い合わせください）
振込期限翌日〜出発の３日前

参加費の１０％

出発の２日前

参加費の５０％

出発の１日前、当日、及び不参加

参加費の１００％

（６）注意事項
健康保険証は必ずご持参ください。
気象条件等、不可抗力により行事が変更・中止になることがあります。
タントホームページには、詳細な情報が掲載されていますのでご覧ください。
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