
1

シニアの悩みには
スキーが効く！

サルコペニア 骨粗しょう症 ロコモティブシンドローム

2019-20
シーズン
スケジュール

M a t u r e  &  S e n i o r  S k i

Ski-est

志賀
熟年
シニアスキー

＆

準備段階から全身を温め、スキーカラダに近づける
進化したアクティブウォームアップを今期から導入！

スキーエストは、国
内３スキー場で開校

している、

SIA公認のスキー学
校です。
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運動不足は怖い！

筋力が衰えていく仕組み関節が痛みを生む仕組み

筋肉は体内で日々、「分解」と「合成」を繰り返しています。
そして「分解」が「合成」を上回ってしまうと、筋力が衰えて
しまいます。

関節の間には軟骨があります。これが長年の負担によって
すり減ってしまうと、骨と骨が直接あたるようになり、痛み
が生じてしまいます。

・筋力が弱くな
り関節への負
荷が高くなる

・長年の使用に
より軟骨が擦
り減る

加
齢

大腿骨

脛骨

腓骨

軟骨

軟骨の磨耗

骨が変形して
痛い

・運動量の減少に
よる刺激の低下

・食事量の減少に
よる栄養素摂取
量の低下

・刺激に対する感
度の低下

筋肉の合成筋肉の分解

筋肉の合成筋肉の分解

分解が合成を上回り
筋肉が

どんどん衰える

加
齢

＞

＜

カルシウムや
ビタミンDなど
の栄養素

運動による
筋 肉 へ の
刺激

骨と筋力の低下で起こる生活リスク

最近聞く言葉に「サルコペニア」
があります。これは、加齢とと
もに筋肉量が低下し、筋力や身
体機能の低下が起こる症候群
です。筋肉量が低下する年齢に
なったのにもかかわらず、適切
な栄養摂取や運動をせずにいる
と、年齢を重ねるごとにその速
度は加速してしまいます。

骨折が原因で
歩けない・動けない

寝たきりのまま
要介護に

高齢者に多いのが大腿骨頚部の
骨折。この骨折は歩くことが困難
になり、ほとんどのケースで入院
となります。

筋肉が衰えると、つまづきや
すくなり、バランスを保つの
も難しくなるため、転倒しや
すくなります。

筋肉は「運動をする」などの
工夫をしないと、加齢ととも
に確実に衰えていきます。

動けないと、さらに筋肉や骨が衰
え、そのまま寝たきりになること
も。要介護となるケースも多く、医
療費などの問題も生じます。

骨が弱くなると、ちょっとした
衝撃でも骨が折れやすくなっ
てしまいます。

骨も筋肉と同様に加齢ととも
に衰えます。「運動をする」な
どの対策をしないと、その衰
えは顕著です。

転倒リスクの
増加 筋肉の衰え

骨折
しやすくなる 骨の衰え

骨と筋肉の衰えは、日常生活に支障をきたす
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世間を賑わせている
ロコモティブシンドローム

骨力の衰えチェック関節力の衰えチェック

骨力の衰えを日常的に実感する場面はあまりありませ
ん。代表的な疾患である骨粗しょう症では次のようなケー
スで要注意とされています。

□�身長が縮んだ
□背中や腰が曲がっている
□背中や腰に痛みがあり、そのせいで動きがぎこちない
□�腰に痛みがあるが、椎間板や脊柱管には異常はない

関節力が衰えると変形性関節症などになる。変形性関節
症のおもな症状には次のようなものがあります。

□�関節が痛む
□�痛みなどによって自由に関節を動かせない
□�関節を曲げきれない（伸ばしきれいない）
□�関節が腫れている
□�関節が熱をもっている

筋力の衰えチェック

筋力が衰えると、日常生活のさまざま動きがつらくなり、以前はできていた運動もできなくなります。次のような項目にあてはまる
と要注意。筋力が衰えている証拠です。

ロコモティブシンドロームとは、和名で運動器症候群と言い、「運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態」
と意味しています。つまり、立ったり、歩いたりする機能が落ちていること。ここで紹介するテストでは、現在のロコモ度
をチェックできます。

骨と筋肉の衰えは、日常生活に支障をきたす

あなたは
大丈夫？

□�イスから立ち上がるときにつらい
□�手をヒザにあてて腕の力を利用しないとイスから立ち上
がれない

□�イスから立ち上がるときや腰をおろすときに思わず声が
出てしまう

□�大股で歩けない
□�歩くスピードが遅くて、周りにどんどん抜かれてしまう
□�歩いているときによくつまづくようになった
□��転ぶことが多くなった
□�階段ののぼりおりがつらい

□�ゆっくりとでも階段の一段とばしができない
□�スムーズに腰をおろすことができなくなった
□�重たいものを持ちあげられなくなった
□�電車のなかなどで、ずっと立っているのがつらい
□�手を使わないと寝ている状態から体を起こせない
□�すぐに息が切れて長い距離をジョギングできなくなった
□�キャッチボールで遠くにボールを投げられなくなった
□腕立てや腹筋運動、背筋運動をほとんどできなくなった
□�懸垂を１回もできなくなった

立ち上がりテスト２ステップテスト

4�両足をそろえてスタートライ
ンから2歩幅のつま先の距
離を測ります。

3�そのままもう一方の足を大
きく踏み出します。

1�スタートラインを決めて両足
をのつま先を合わせます。

2�片足を大きく踏み出します。

40
㎝
の
台70°

教室参加時に
まずはテスト！

１つでも
あてはまれば
要注意！！

１つでも
あてはまれば
要注意！！

１つでも
あてはまれば
要注意！！
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運動＝スキー

運動は筋力の低下を防ぎ、骨の代謝をよくします。そ
してスキーは、重力による落下運動。楽しく滑ること自
体が、重力を支える運動になります。そのため自重で
行うトレーニングよりも効果的で、重りを使ったトレー
ニングよりも複雑な動きになり、なによりも飽きずに
笑顔でできる運動です。

食事＝シャレー志賀の◎

骨や筋肉を作り出す栄養を摂るためには、食事が重要
です。

日光＝ゲレンデにあふれている

骨の元になるカルシウムは、ほかの栄養素と比べて体に
吸収されにくい栄養素です。骨への吸収率を高めるため
には、ビタミンＤが必要になり、これは食事だけでなく、
日光を浴びることで皮膚下でも作られます。つまり日光
を浴びることで、骨の代謝が活発になるのです。

スキーで脱！
ロコモ＆サルコペニア
加齢による骨力や筋力の低下や関節の痛みは、仕方のないことです。けれども、①運動、②食事、③日光を浴びるという
３要素を含んだ生活を送ることで、低下の度合いを抑えることができます。

スキーでは当たり前の、３つの改善要素。

1

3

2

アスリートフードマイ
スターの資格を取得。
その内容を活かした
ポイントをお伝えした
いと思っています。
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私たち（Ski-est）のプログラムは
体に効く！
効果

1

効果

2

効果

3

効果

4 スキーは意外と負荷の高い運動です。リフトに乗る休憩時間
があるものの、運動自体の負荷は、マラソンや水泳に次ぐ高
さと言われています。そのため、滑った後には十分に疲労を
回復させることが必要不可欠。夕方のストレッチ＆ロコモ解
消プログラムをし、疲労回復のための入浴法も紹介します。

心身ともに十分にリラックス

よい動きを覚えるためには、「バリエーション」と呼ばれる練
習ドリルで感覚をつかんでもらいます。この「バリエーショ
ン」は、片足を上げたり、ジャンプをしたり、ストックを使わず
にバランスを取ったりします。それによって感覚をつかむと
同時に、ただ滑っているだけでは得られない、さまざまな運
動負荷や刺激をもたらしてくれます。

体への刺激を考えたプログラム

ゲレンデには、空気の美味しさや純白の美しさなど、いろい
ろなことを与えてくれます。そして斜度や雪質による負荷
は、体によい刺激をくれます。もちろん気まぐれな面もあり
ますから、ときには極寒を持ってきてしまうことも…

ゲレンデによる最高のおもてなし

スキー教室ですから、上手くなっていただくのは当たり前。
気持ちよくなっていただくのは目指すところ。運動をしてい
る「苦しさ」や「辛さ」を感じずに、運動が持つ本来の「楽し
さ」や「喜び」を味わっていただけるようなレッスンを心がけ
ています。

上手くなる喜び、目標の達成感で得る快感

そして自宅でもずっと続けれらるプログラム

自宅で定期的に
プログラム

シーズン最後に
ロコモ度チェック

最適なプログラムを
ご提案

オフシーズンは
志賀でのイベント

山登り、お花散策、
たけのこ狩りなど

スキーシーズンは
熟年＆シニアスキー

スキー＆
各プログラム

ロコモ度
チェック

このサイクルで
ずっと元気！
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いつ、どんな風にやっているの？
熟年＆シニアスキー

Ski-est の熟年＆シニアスキーの特徴

久保�光俊
雪山のゲリラ出身。厳しさの
なかに暖かさあり。79歳の現
役インストラクター

稲見�紫織
スキー歴12年でステージⅢに
合格。教室純粋培養のスキー
技術を笑顔とほがらかさと共
にお届けします。

廻谷�和永
正確無比なスキーテクニック
がウリ。コブの滑りは天下一品！

吉田�光里
夏は山のガイドも務めるアス
リート。女性ならではの鋭い
指摘と的確なアドバイスに定
評がある

特徴

１
特徴

2
特徴

3
特徴

4

1人部屋確保
12月14日までにお申し込みいただける方は、１人１部屋でご参加いただけます。
※期日を過ぎた後は、１部屋2〜3名様でのご利用となりますことを、予めご了承ください。

１班4人までの少人数レッスン
みなさん１人ひとりとじっくり滑りたいから、技術レベルに合わせて１班最大4名様で、レッスンを展開いたします。

ゆったりスケジュール＆ケア
ゆとりのあるタイムスケジュールで行動していただけるよう、時間をゆったりに設定しています。

志賀高原ならではのゲレンデツアー
リフト52基、全19のスキー場という広大なゲレンデが志賀高原の魅力の１つ。奥志賀ゲレンデや焼額山、西舘山
や丸池など、ご要望に合わせてゲレンデツアーを行います。

第1回 �1月21日（火）〜23日（木）　49,300円
※�この期は熊の湯に宿泊します。宿泊先の都合で場所については、お問合せいた
だた方にのみ、お伝えさせていただきます。

第2回 �2月� 4日（火）〜� 6日（木）　49,300円

第3回 �2月18日（火）〜20日（木）　49,300円

第4回 �3月10日（月）〜12日（火）　49,300円

第5回 �3月17日（火）〜19日（木）　49,300円

Ski-est志賀教室
〒381-0401　長野県下高井郡山ノ内町
志賀高原一の瀬�マウント志賀
TEL：0269-34-2728（教室直通/冬季のみ）

開催会期

開催場所

はじめての方は１泊5,400円＋宿泊費でOK

担当スタッフ
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教室のスケジュール

前日の宿泊を承っております。余裕のある方はぜひ、万全の体調でレッスンにご参加ください。
夕食朝食ありプラン：8,800円、夕食なし朝食ありプラン：6,050円　※すべて税込

前日の宿泊で、しっかりとレッスンに備える

8:15−45
9:50

10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00

17:30
18:00

受付　マウント志賀フロント横
集合　ファミリーゲレンデ集合看板前
午前中のレッスン
お昼休憩
午後のレッスン
ストレッチ　３階大広間
夕食　２階レストラン食事をしながら懇談会
食事後解散

初日

7:30
9:30

9:30-11:30
11:30-13:30
13:30-15:30

17:30
18:00

朝食　２階レストラン
集合　集合場所は班別に伝達
午前中のレッスン
お昼休憩
午後のレッスン
ストレッチ　３階大広間
夕食　２階食堂
� �ゲレンデで撮ったビデオを見ながらの
� ミーティング＆懇談会
食事後解散

中日

7:30
9:30

9:30-11:30
11:30-13:30
13:30-15:15

15：30

朝食　２階レストラン
集合　集合場所は班別に伝達
午前中のレッスン
お昼休憩
午後のレッスン
レッスン後に全班が集まって閉校式
解散

最終日
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「初めての参加は不安です。」
を解消するQ&A

もちろんです。ほとんどの方が１人で参
加されています。2014−19シーズンの

統計では、約66％の方がお一人での参加。教室で
出会った方々と仲良くなり、次回の講座に一緒に参
加をしたり、オフシーズンにレジャーを楽しんだりし
ています。

Q1.１人でも参加できますか？

車

電車
バス

長野・上信越道
信州中野IC

志賀中野有料道路＋R292

東京 湯田中

大阪

長野

一
の
瀬
・
マ
ウ
ン
ト
志
賀

32.2km【約1時間】
新幹線あさま

約1時間40分
新幹線・東海道本線

高速
バス

夜行
バス 首都圏や各都市からの直通発着便があります。

約4時間

長野電鉄

約44分
バス

約70分
志賀高原直通バス

約1時間30分

「
一
の
瀬
ス
キ
ー
場
前
」

バス停

下車

◉Ski-est事務局 03-5919-0145／メール：ski@ski-est.com
◉志賀教室 0269-34-2728／メール：shiga@ski-est.com

ご不明な場合は
お問合せください

アクセス

徒歩２分で
マウント志賀

66％23％

誰と参加しましたか？

■お一人での参加　■家族と参加　■友人と参加

11％

ホテル近くのレンタルショップをご案内させていただきます。最新レンタルが揃っ
ており、ウェアやヘルメットなどの用具も借りられます。また教室では、超特価でヘルメッ

トやゴーグルを販売しております。

Q2.スキー道具を持っていないのですが
A2

教室の開講場所は、志賀高原・一の瀬スキー場になり、宿泊はマウント志賀になりま
す。マウント志賀につきましたらフロントでチェックインをしてください。お部屋へお入り

いただけるのは15時以降になりますので、更衣室に荷物を置いてお着替えください。また教室
の受付につきましては、フロント横に案内を掲示しておきます。不安な場合には、外線の教室直通
電話：0269-34-2728へお電話ください。

Q3.行き方と着いてからの行動を教えてください
A3

A1
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ファミリーゲレンデのリフト券売り場がおすすめです。ゲレンデのリフト券売り場で日
数分のシニア券をお買い求めください。

Q4.リフト券はどこで購入できますか？

道具 理由

□ スキー
スキーに必要な道具です。お持ちでない方はレンタルを
ご利用ください。また滑走性がよくない場合には、ワッ
クスを塗るサービスを行っています。ご希望の方はイン
ストラクターへお申し付けください。

□ ブーツ

□ ストック

□ スキーウェア
上下

これがなければ、はじまりません。登山用のウェアをお
持ちの方は、インナーウェアの上着を多めにお持ちくだ
さい。

□ インナーウェア
（上着）

フリース地のものと、風を通さないものをセットでお持
ちいただくと完璧です。またヒートテックなどの下着も
おすすめです。

□ インナーウェア
（下着）

気温が低いと足元から冷えてきます。それを防ぐために
は、発熱性のインナーウェアやステテコが効果的です。

□ スキー用靴下
ブーツの中では足が冷えます。できるだけ厚手、かつス
キー用の靴下がおすすめです。何枚も重ねるとスキー技
術に影響が出るため、あまりおすすめできません。

□ グローブ スキー用のグローブをお持ちください。

□ ニット帽や
ヘルメット

近年は防寒と安全性を兼備したヘルメットを使用される
方がほとんどです。お持ちでない方は、教室で販売もし
ています。

□ ゴーグルや
サングラス

雪目を防ぐためにも、必ず目を保護する物をお持ちくだ
さい。

□ インナー
グローブ

グローブの下に布地のグローブをはめるだけで、保温性
が変わります。

□ 着替え 日数分の着替えをお持ちください。

□ 室内着 ジャージを持ってこられる方が多いです。

□ バスタオル 入浴時にご使用いただくタオルです。

□ フェイスタオル 洗顔など洗面所の利用時にご使用いただくタオルです。

□ 洗面用具

□ 保険証かコピー
万が一ケガをされた場合に必要になります。また教室で
は旅行傷害保険も扱っています。旅行傷害保険への加
入は、現地の受付時に承っております。

□ ホッカイロ
特に寒がりな方は必需品です。背中やお腹、首周りに貼
る方が多いようです。また小さいタイプのカイロを、ブー
ツやグローブに入れている方もいらっしゃいます。

□ 日焼け止め スキー中は紫外線にさらされます。それを防ぐため、日
焼け止めをご利用ください。

□ 常備薬 定期的に飲まれている薬がありましたら、忘れずにお持
ちください。

道具 理由

□ 消炎鎮痛剤 筋肉痛に効くシップや塗り薬です。

□ ジップロックや
小袋

ゲレンデでは防水性の高い袋に、現金や携
帯電話、ティッシュなどを入れておくと濡れ
ません。

□ リップクリーム
館内は暖房が効いているため、乾燥しやすい
方や肌・のどが弱い方はお持ちください。□ かゆみ止め

□ マスク

□ 防水スプレー 防水性が減ってきたウェアには必需品です。
ただし必ず外でお使いください。

□ 滑走時に背負う
リュック

着替えや暖かい飲み物が入った水筒などを
持ち歩きたい方は、小さめのリュックをご利
用ください。ただしリフトの乗り降り時に紐
が絡まないようご注意ください。

□ 保温性の高い
水筒

ゲレンデで暖かい飲み物を飲みたい方はお
持ちください。お部屋には電気ポットを備え
ております。

□ 日常的に
使用している物

スキー場では日用品が手に入りません。お気
に入りのお菓子やドリンク、お酒やタバコな
どは、事前にお買い求めいただくほうがよい
でしょう。

□ 大きめの
ビニール袋

スキー後にウェアや濡れた衣類を乾かす時
間があればよいのですが、バスの時間など
が迫っている場合には、緊急処置としてゴミ
袋などに濡れた物を入れる方法もあります。
少し匂うこともありますが･･･

志賀高原はシーズン中、−10℃以下になる日もあります。そのため、下の表にぜひ持って
きていただきたいものと、あった方がいいものをまとめました。

Q5.どのような物を持っていけばいいでしょうか？
A5

A4

あると便利なものぜひ持ってきていただきたいもの
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Ski-est志賀教室では、12月中旬からゴールデンウィークまで、教室を開講して
います。熟年＆シニアの専用プログラムではなくなりますが、足前に合わせてクラ
ス分けを行ってからレッスンを実施しますので、ご都合のよい会期でのご参加を
ご検討ください。なお受講料には日数分のレッスン代と宿泊費（１泊につき２食）
が含まれています。
ホームページで全日程を公開しています。
また冊子版のパンフレットをご希望の方は、メールかお電話でお申込みください。

電　話：03-5919-0145（〜11月）／0269-34-2728（12月〜3月）
メール：shiga@ski-est.com
ホームページ：http://www.ski-est.com

いつでもご質問ください

皆様が宿泊するマウント志賀近辺でランチが食べ
られる場所をまとめました。
日替わりでいろいろなランチを楽しめるのも志賀
高原の魅力の１つです。
※�2017-18シーズンの情報を基に作成しています。変
更がありましたら、インストラクター陣がお伝えします。

全日程は
ホームページか
パンフレットで

マウント
志賀
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他のスキー場でもSki-est
志賀高原以外にも２箇所でスキー教室を開講しています。こちらも志賀教室と同様に、合宿制になります。日程などの
詳細については、ホームページ（www.ski-est.com）かパンフレットをご請求ください。

Mt.乗鞍

白馬五竜＆さのさか

場所 長野県松本市�旧乗鞍高原スキー場
宿泊 ユースホステル�乗鞍高原�など
教室連絡先

〒390-1513
長野県松本市安曇�乗鞍高原温泉�ユースホステル内
TEL：0263-50-5009
メール：norikura@ski-est.com
担当：高橋裕之（乗鞍教室校長）

場所 白馬エリア�さのさかスキー場
宿泊 マルナカ旅館
教室連絡先

〒399-9211
長野県北安曇郡白馬村大字神代1668-2
TEL：070-5080-0145�
メール：hakuba@ski-est.com
担当：廻谷�和永（白馬教室校長）

乗鞍のウリ＆特徴
乗鞍は雪質の変化がとても激しいスキー場です。そのた
め、整地されたゲレンデだけでなく、いわゆるオフピステも
積極的に利用したレッスンをします。もちろん技術に合わな
い無謀なことはいたしません。また人気インストラクターた
ちのテーマを絞ったスペシャル講座も開講しています。

白馬のウリ＆特徴
白馬教室はテレマークのスクールでもあります。そのため、
テレマークで普通のスキーのクセを直す講座を開講した
り、白馬の広大なエリアを使ったバックカントリーも実施し
ています。また滑りやすいコブを使った、コブ道場などの講
座も人気です。



計5会期の熟年＆シニアスキー。３回以上ご参加
いただけると、受講料を割引させていただきます。

◉３回のお申込み：10,000円割引
◉５回のお申込み：20,000円割引

熟年＆シニアスキーは連続参加がお得！

Ski-estにはじめてご参加いただく方は、1会期に限り、１日5,400円で、
ご参加いただけます。もちろんお気に召されなかった場合には、全額返金
させていただきます。
宿泊：8,640円（１泊２食、税込）　※会期によって異なる場合があります。

Ski-est事務局
〒160-0022　東京都新宿区新宿1-35-10　カテリーナ新宿御苑505
電話：03-5919-0145／E-Mail：ski@ski-est.com
※電話がつながらない場合には、志賀教室へおかけください。�志賀教室：0269-34-2728

パンフレット請求や
お問合せは

はじめての方は、
１日5,400円＋宿泊費で

2019-20シーズンは
熟年＆シニアスキーへ
2019-20シーズンは
熟年＆シニアスキーへ

Ski-estは、熟年＆シニアスキー以外にも、
数多くのコースを、志賀高原・Mt乗鞍・白馬五竜＆さのさかの３箇所で開講しています。

ご興味がある方には、パンフレットをお送りしております。

Ski-est

志賀


