
　今年の私の滑り納めは八甲田

だった。

　「整地されたスキー場のピステでは

なく、ゲレンデで滑れるようになって、本

物のスキーヤーだ」が口癖だった父

が、「中等科に入ったら連れて行って

やる」と私に約束されていた場所が

八甲田だった。初めてのシールをつけての山登りは大変だったけれど、

誰も滑っていない斜面を滑り降りたときの感動は、今でもよく覚えている。

以来、私にとっても特別な場所になった八甲田には、予定が許す限り

足を運んでいる。

　今年の八甲田は2年ぶり。去年の秋から私の担当になった側衛さ

んにとっては初めての八甲田である。今回の担当は、ベテランの53歳。

行く前からちょっぴりおどかしてはいた。「1回登ったら、降りるまで帰って

来れへんよ」とか。「スキー場の雪とは全然違うから、うまい人でも大転

倒したりするよ」とか。山頂までロープウェイで上がり、少し歩いて八甲田

の山 が々見晴らせる位置まで出たとき、後ろから重苦しい声が聞こえて

きた。「とんでもねえところに来ちまった…」と。

　その日は前日に雪が降り、古い雪と新しい雪がまだら状になっていた。古

い雪の上は気持ちよく滑れても、新雪の上を滑ると「妖怪足つかみ」に足

首をぐっとつかまれたかのようにブレーキがかかるのである。側衛さんは文

字通り七転八倒。パラレルでもだめだし、プルークでもどうにもならず、本当

に途中で涙がちょちょ切れたそうだ。

　山を下りたら、肺の病気ではないかと思うくらいずっと咳が止まらなく

なってしまった。さすがに負担をかけすぎたかと反省し、帰ったらちゃんと

病院に行くように言って、私は京都に戻った。翌日調子はどうか聞いた

ら、東京に帰った途端に咳はぴたりと止まったそうだ。八甲田に対する

身体の拒否反応だったらしい。

　側衛さんはさておき、私にとっては、滑った後をフィルムクラストの音が

シャラシャラシャラ～と追いかけてくるという、最高の快感を味わえた、幸

せな滑り納めだった。来年は誰が御供してくれるのだろう。また行こう

ね、執事。

総裁  彬子女王

SIAは日本を代表して
国際スキー教師連盟（ISIA）に
加盟しています。

8月11日は「山の日」

協会名称変更について

３月２４日の臨時会員総会で協会名称変更の件が承認され、３月２９日付けで
協会名称を「公益社団法人日本プロスキー教師協会」に改称致しました。



湯下 万里
エコーバレースノースポーツスクール

デモ認定2回

小上 理恵
木島平プロスキースクール

デモ認定5回

福田 咲
富井スキースクール

デモ認定7回

阿部 理沙
オニコウベスキー＆スノーボードスクール

デモ認定4回

髙本 稔
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌

デモ認定10回

長谷川 勝彦
高鷲スノーパークスクール

デモ認定2回

可児 徹
ISG Ski Academy SUGADAIRA

デモ認定5回

的場 佑樹
高鷲スノーパークスクール

デモ認定2回

今 元将
大鰐スキースクール

デモ認定4回

佐々木 常念
戸隠フランススキー学校

デモ認定20回

古谷 正臣
札幌NEスキースクール

デモ認定15回

藤本 剛士
サニープロスキースクール

デモ認定9回

松崎 健克
木島平プロスキースクール

デモ認定1回

湯下 大地
エコーバレースノースポーツスクール

デモ認定5回

松澤 聖
安比スキー＆スノーボードスクール

デモ認定2回

的場 達也
ブロッサムスキースノーボードスクール

デモ認定5回

藤井 耕司
マイアスキーアカデミー

デモ認定11回

田中 宏典
苗場スノースクール

デモ認定1回

國井 理裕
MZ白石スノースポーツスクール

デモ認定1回

佐藤 寛
エコーバレースノースポーツスクール

デモ認定1回

横田 英二
札幌NEスキースクール

デモ認定2回

佐伯 敏
JAPANジュニアスキーアカデミー

デモ認定8回

井村 正章
Hakuba 47 スキーアカデミー

デモ認定6回

鈴木 允智
天狗山･スノースクール

デモ認定5回
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※所属校は認定時のもの

TELEMARK
SKI

ALPEN
SKI

ALPEN
SKI

SNOW
BORAD

テレマーク
スキー

アルペン スキー
男子

アルペン スキー
女子

スノーボード

所　属　校順
位 選 手 名

得点
資格

総合成績

得点

ショートターン総合滑降 ロングターン

得点 順位 順位 得点 順位
 271 1 274 1 271 1 816
 264 4 265 3 265 2 794
 265 3 269 2 260 4 794

 1 藤井  耕司 SBⅢ マイアミスキーアカデミー
 2 田中  宏典 SBⅢ 苗場スノースクール
 2 國井  理裕 SBⅠ MZ白石スノースポーツスクール

参加人数／8名 参加人数／7名

所　属　校順
位 選 手 名

得点
認定
認定
認定

認定
認定

資格
総合成績

得点

テレマークターン・ショート総合滑降 テレマークターン・ロング

得点 順位 順位 得点 順位
 267 1 275 1 278 1 820
 267 1 269 2 273 2 809

 1 佐藤  寛 TMⅠ エコーバレースノースポーツスクール
 2 横田　英二 TMⅢ 札幌NEスキースクール

第38期SIAデモンストレーター選考会（スノーボード） 第38期SIAデモンストレーター選考会（テレマークスキー）

38th SIA DEMONSTRATORS 第38期 デモンストレーター紹介

会長　馬淵 雄一回　想
　会長に就任してから、始めに取り組んだのが
公益社団法人の申請とそれに伴う新資格制
度の確立でした。それはISIAの最低基準
（320時間）を満たすステージⅡ、さらにはISIA
テストに合格すればISIAカード（450時間）の

称号が得られるものです。これは我が国で、SIAのみで取得できる資格で
す。そして、これは他団体との絶対的な差別化につながるものです。それの
延長線上にある課題として【公益社団法人日本プロスキー教師協会】へ
の名称変更を提案し、先の臨時総会で会員の皆様から承認されました。
　私は、これまでも、またこれからも全会員の皆様がSIAの会員であることに
対し、また自分たちが持つ資格に誇りを持てるようになることが最も大切なこ
とと考えております。これには執行部の理事ならびに各委員会のメンバーだ
けでは到底達成できるものではありません。それには皆様お一人お一人が

直接自分自身に関わる問題であるという認識を持つことが絶対に欠かせま
せん。
　折しも、今年の4月にスイスのレンツァーハイデでISIAの代表者総会が
開催され、フランス、オーストリア（一部）、イタリア（一部）のアルプス大国の
脱退と云う難問解決に向け、現執行部の1年延長案が採択されました。
この問題は対岸の火事というより、私たちの組織と資格に直接影響を与え
るものです。日本も副会長国として、きちんとした対応が迫られております。今
年はSIAでも選挙の年を迎えていますが、先ずはここに向けた対策を如何
様にするかということが最も大切であると考えております。
　ここは全員で心を一つにし、手を携えて、この難問に立ち向かいましょう。
　末筆になりますが、今年の1月下旬にISIAの理事会が日本で開催され
ました。当理事会で総裁であられます彬子女王殿下にISIAの名誉会員
となっていただきました。私共組織におきましても大変喜ばしい事です。



〈認定条件〉　◆アルペンスキー・ステージⅡ以上　◆男子110以内、女子115以内
〈認 定 料〉　（ネームプレート作成代） 2,000円　ご希望の方はSIA事務局まで

SIAメダルペースメーカー認定について

会員親善GSL

所　　属　　校順
位 選　手　名

タイム
認定
認定
認定
認定

資　格
基礎パラ＆シュテム

得点

パラレル・ショート総合滑降 パラレル・ロング

得点 順位 得点 順位 得点 順位順位 得点

総合成績

得点 順位
 275 1 273 1 274 1 43.01 275 1 266 2 1363
 269 5 270 3 272 2 43.75 273 3 265 3 1349
 272 3 269 4 272 2 45.82 268 7 268 1 1349
 271 4 269 4 267 5 44.66 271 5 265 3 1343

 1 湯下　万里 APⅢ エコーバレースノースポーツスクール
 2 小上　理恵 APⅢ 木島平プロスキースクール
 2 福田　咲 APⅢ 富井スキースクール
 4 阿部　理沙 APⅢ オニコウベスキー＆スノーボードスクール

GSL（1走1採用）

参加人数／21名

所　　属　　校順
位 選　手　名

タイム
資　格

GSL 基礎パラ＆シュテム
得点

総合滑降 パラレル・ロング
得点 順位 得点 順位 得点 順位順位 得点

総合成績
得点 順位

 263 1 260 1 261 1 47.77 275 1 257 2 1316
 258 2 260 1 261 1 47.80 275 1 257 2 1311
 258 2 255 5 258 3 53.00 263 3 258 1 1292

 1 山中　敦 APⅢ マウントレースイスキー＆スノーボードスクール
 2 佐藤　明寿彦 APⅢ スカイバレイスキー・ボードスクール
 3 佐藤　茂則 APⅢ オーストリアスキー教室　蔵王

パラレル・ショート

参加人数／6名

所　　属　　校順
位 選　手　名

タイム

認定
認定
認定
認定
認定
認定
認定
認定
認定
認定
認定
認定

認定
認定
認定

資　格
GSL 基礎パラ＆シュテム

得点
パラレル・ショート総合滑降 パラレル・ロング

得点 順位 得点 順位 得点 順位順位 得点
総合成績

得点 順位
 274 3 273 3 273 5 42.47 273 3 268 5 1361
 275 2 270 9 273 5 43.60 270 9 272 1 1360
 273 4 273 3 275 2 41.40 275 1 263 19 1359
 272 6 273 3 272 8 43.10 271 7 269 3 1357
 270 7 271 7 272 8 42.76 272 4 269 3 1354
 273 4 274 1 272 8 43.05 271 7 263 19 1353
 269 12 273 3 277 1 46.34 262 35 270 2 1351
 270 7 274 1 270 11 44.50 267 15 267 6 1348
 270 7 271 7 275 2 44.04 268 13 264 16 1348
 268 14 269 11 268 18 41.57 275 1 264 16 1344
 269 12 267 18 269 12 42.72 272 4 262 21 1339
 268 14 268 15 269 12 45.16 265 18 265 10 1335
 270 7 270 9 269 12 46.82 261 38 264 16 1334
 268 14 269 11 273 5 46.59 262 35 261 23 1333 
 267 18 268 15 263 29 43.37 270 9 265 10 1333
 267 18 264 25 268 18 45.38 265 18 267 6 1331
 267 18 267 18 267 23 46.22 263 28 267 6 1331

 1 谷藤　昌司 APⅠ 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌
 2 髙本　稔 APⅢ 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌
 3 長谷川　勝彦 APⅡ 高鷲スノーパークスクール
 4 可児　徹 APⅢ ISG Ski Academy SUGADAIRA
 5 的場　佑樹 APⅡ 高鷲スノーパークスクール
 6 今　元将 APⅢ 大鰐スキースクール
 7 佐々木　常念 APⅢ 戸隠フランススキー学校
 8 古谷　正臣 APⅢ 札幌NEスキースクール
 8 藤本　剛士 APⅢ サニープロスキースクール
 10 松崎　健克 APⅠ 木島平プロスキースクール
 11 湯下　大地 APⅢ エコーバレースノースポーツスクール
 12 松澤　聖 APⅢ 安比スキー＆スノーボードスクール
 13 的場　達也 APⅢ ブロッサムスキースノーボードスクール
 14 井上　強 APⅡ ハチ高原スキーアカデミー
 14 佐伯　敏 APⅢ JAPANジュニアスキーアカデミー
 16 井村　正章 APⅢ Hakuba 47 スキーアカデミー
 16 鈴木　允智 APⅢ テングヤマ・スノースクール

参加人数／61名
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順
位 氏　　名 所　　属　　校 タイム

順
位 氏　　名 所　　属　　校 タイム

順
位 氏　　名 所　　属　　校 タイム

順
位 氏　　名 所　　属　　校 タイム 順

位 氏　　名 所　　属　　校 タイム

順
位 氏　　名 所　　属　　校 タイム

順
位 氏　　名所　　属 タイム

第38期SIAアルペンスキーデモンストレーター選考会（女子）

第14回マスターズスキー教師選手権大会

第38期SIAアルペンスキーデモンストレーター選考会（男子）　

順
位 氏　　名 所　　属　　校 タイム

第42回 SIAフェスティバル2016
inマウントレースイ

女子の部　参加人数／12名

賛助会員・プレスの部　参加人数／1名

男子６０歳以上の部　参加人数／2名

男子５０歳代の部　参加人数／4名

男子４０歳代の部　参加人数／11名

男子３０歳代の部　参加人数／10名

男子２０歳代の部　参加人数／6名

学校対抗の部　参加チーム／4チーム

 1 円浄　岳 エランジャパン株式会社 0:41.83

 1 小上　理恵 木島平プロスキースクール 0:40.60
 2 阿部　理沙 オニコウベスキー＆スノーボードスクール 0:41.34
 3 西山　曜己 木島平プロスキースクール 0:42.28

 1 藤原　秀昭 高天ヶ原スキーウィスキースクール 0:46.37
 2 藤村　譲 黒ゆりプロスキースクール 0:53.43

 1 蔦原　克典 ウェルネス スノースクール 0:42.17
 2 池田　進 石打プロスキースクール 0:42.23
 3 東出　耕典 SPORTS-NET PRO SKI SCHOOL 0:42.24

 1 松崎　健克 木島平プロスキースクール 0:39.98
 2 佐々木　常念 戸隠フランススキー学校 0:41.13
 3 古谷　正臣 札幌NEスキースクール 0:41.97

 1 藤本　剛士 サニープロスキースクール 0:41.57
 2 清水　祥瑞 ウェルネス スキースクール 0:41.83
 3 上野山　雄介 Hakuba 47 スキーアカデミー 0:42.96

 1 湯下　大地 エコーバレースノースポーツスクール 0:40.13
 2 左近　一平 オニコウベスキー＆スノーボードスクール 0:40.17
 3 的場　佑樹 高鷲スノーパークスクール 0:41.96

 1 木島平プロスキースクール 小上　理恵、　山口　礼椰、　松崎　健克 2:03.51
 2 オニコウベスキー＆スノーボードスクール 阿部　理沙、　高橋　知那、　左近　一平 2:06.22
 3 ウェルネス スノースクール 蔦原　克典、　清水　祥瑞、　橋本　拓 2:07.38

日 程 平成28年4月2日（土）～10日（日）

会場 北海道・マウントレースイスキー場

【後援】外務省、スポーツ庁、ドイツ連邦共和国大使館、ドイツ観光局、北海道教育委員会、夕張市、夕張市教育委員会、ゆうばり観光協会    

【協賛】夕張リゾート株式会社、SIA賛助会員　【協力】SIA北海道支部    



報　告 今シーズン行われた検定会 検定合格率・開催状況

合 格 率合 格 者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場

合　計

新規
2
8
7
11
15
9
13
3
68

0
0
1
0
1
0
0
7
9

2
8
8
11
16
9
13
10
77

2
6
7
9
12
8
12
7
63

100.0%
75.0%
87.5%
81.8%
75.0%
88.9%
92.3%
70.0%
81.8%

アルペンスキー・ステージⅠ検定会

0
2
3
2
3
2
4
16

北東北支部
南東北支部
長野中信支部
関越支部

長野北信支部
北海道支部
西日本支部
志賀高原支部

大鰐温泉
オニコウベ
Hakuba47
神立高原
菅平高原
テングヤマ

スキージャム勝山
志賀高原

2月24日
2月24日
3月2日
3月3日
3月9日
3月13日
3月17日
4月17日

合 格 率合 格 者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場

合　計

新規

アルペンスキー・ステージⅡ実技・指導実習検定会

南東北支部
北東北支部
関越支部

長野北信支部
西日本支部

SIAフェスティバル
志賀高原支部

オニコウベ
大鰐温泉
神立高原
菅平高原

スキージャム勝山
マウントレースイ
志賀高原

2月24日
3月2日
3月3日
3月9日
3月17日
4月9日
4月17日

0.0%
40.0%
42.9%
25.0%
37.5%
22.2%
40.0%
30.8%

2

合 格 率合 格 者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規

スノーボード・ステージ Ⅰ 検定会

志賀高原支部 志賀高原 4月17日

合 格 率合 格 者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規

アルペンスキー・ステージⅢ実技・指導実習検定会

SIAフェスティバル マウントレースイ 4月10日

合 格 率合 格 者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場

合　計

新規

スノーボード・ステージⅡ実技・指導実習検定会

南東北支部
志賀高原支部

オニコウベ
志賀高原

2月24日
4月17日

1

合 格 率合 格 者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規

スノーボード・ステージⅢ実技・指導実習検定会

SIAフェスティバル マウントレースイ 4月10日 50.0%

1 4 5 3

合 格 率合 格 者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規

テレマークスキー・ステージ Ⅰ 検定会

長野北信支部 菅平高原 3月9日 60.0%

1 0 1 1

合 格 率合 格 者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規

テレマークスキー・ステージ Ⅱ 検定会

長野北信支部 菅平高原 3月9日 100.0%

0 1 1 0

合 格 率合 格 者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規

テレマークスキー・ステージⅢ実技・指導実習検定会

SIAフェスティバル マウントレースイ 4月10日 0.0%
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下記のいずれかに参加し、認定証・受講証・修了認定カードをSIA事務局に提出してください。
　・消防署普通救命講習 ・日本赤十字社救急法一般講習 ・日本赤十字社救急法救急員養成講習
　・消防署上級救命講習 ・消防署応急手当普及員養成講習 ・メディック・ファーストエイドベーシックMFAコース

3. 資格更新
　⑵活動会員は下記に定める救急法講習会のいずれかを受講し修了する。
ただし、それぞれの有効期限内に更新しなければなならない。

　　① 消防署普通救命講習または上級救命講習　②日本赤十字社救急法基礎講習または救急法救急員養成講習
　　③メディック・ファーストエイドベーシックMFAコース

会員
研修規程

【各講習会の概要】

お問い合せ

講習時間

料金

目的

内容

交付

期限

ＵＲＬ

会場

消防署

http://www.fdma.go.jp/ http://www.jrc.or.jp/

普通救命講習 上級救命講習 応急手当普及員講習 救急法 基礎講習 救急法 救急員養成講習

日本赤十字社

各消防署、消防合同庁舎等で随
時行っています。
※団体で申し込む場合、講師を
派遣してもらって講習会を開催
することができます。

比較的大きめの市町村の消防
署や消防合同庁舎等で受講で
きます。　※団体で申し込む場
合、講師を派遣してもらって講習
会を開催することができます。

大きな市町村の消防署や消防合
同庁舎等で受講できます。

日本赤十字社の各都道府県支
部で講習を開催しています。
※団体で申し込む場合、講師を
派遣してもらって講習会を開催
することができます。

日本赤十字社の各都道府県支
部で講習を開催しています。
※団体で申し込む場合、講師を
派遣してもらって講習会を開催
することができます。

万が一のとき、救命の手助けが
できる。講習を受けた内容を行っ
て良い。

救命手当のほか、けがや急病な
どの際に役立つ。講習を受けた
内容を行って良い。

日常生活における事故防止、手当の基本、人工呼吸や心臓マッサー
ジの方法、止血の仕方、包帯の使い方、骨折などの場合の固定、搬
送、災害時の心得などについての知識と技術を習得。救急車が来る
まで、講習した内容を行って良い。

応急手当の指導、救命講習を行
って良い。

人工呼吸や心臓マッサージ法な
ど

赤ちゃんから大人までの人工呼
吸法・心臓マッサージ法・けが、 
出血の際の応急処置など

救急法概論、心肺蘇生法、傷と
止血、包帯、骨折、脱臼、捻挫、急
病、運搬、救護など

詳しくは最寄りの消防署にお問
い合わせください。

詳しくは周辺市町村の消防本部に
お問い合わせください。

詳しくは周辺市町村の消防本部に
お問い合わせください。

詳しくは各都道府県の日本赤十字社
支部へお問い合せください。

詳しくは各都道府県の日本赤十字社
支部へお問い合せください。

応急手当の指導、救命講習を実
施するために必要な技能と知識

救急法概論、心肺蘇生法、止血
法

認定証 認定証 受講証。検定合格者に救急法救
急員認定証

認定証 受講証

3年 3年 5年3年 3年（※SIAとしての有効期限。
受講証の期限はなし。）

3時間程度 8時間程度 24時間程度 5時間程度 18時間程度

教材費1,000円程度 教材費2,200円程度 教材費12,000円程度 教材費1,000円程度 教材費3,000円程度

http://www.mfa-japan.com/

ベーシックMFAコース

メディック・ファーストエイド

メディック・ファーストエイドトレーニン
グ・センター（全国に70カ所程度）で
受講できます。　※団体で申し込
む場合、講師を派遣してもらって講
習会を開催することができます。

市民レベルの救命法から一般的
な病気、ケガの判断方法、対処
や予防などをフルに習得

評価、気道、呼吸、循環、再評価、
病気とケガ、ケガのメカニズム（受
傷機転）の紹介、特定の問題の
応急手当

詳しくは、MFAジャパン株式会社ま
でお問い合わせください。

修了認定カード

2年

8～10時間程度

25,000円程度

※メディック・ファーストエイド：国連の関連組織である世界安全機構（WSO）の公認のもと、世界の信頼を得て幅広い実績をあげている応急救護プログラム
・正会員には、上記のいずれかの講習会に参加することが義務付けられています。
※公認スキー学校に救急法救急員（または同等の資格保持者）を設置することの義務付けは撤廃されます。（活動会員は従来通り上記いずれかの救急法講習受講が義務付けられています。）

活動会員には救急法講習を受講することが義務付けられています。

会員研修会の単位も取得できます。

・SIAまたはSIA各支部主催の講習会等に参加した場合、申請方法・登録料等については、主催者の指示に従ってください。
・個人で受講した場合、認定証・受講証・修了認定カードに単位登録申請用紙と登録料を添えて、SIA事務局に提出してください。
　※単位取得を希望しない場合は、単位登録申請用紙と登録料は不要です。

・消防署普通救命講習
・日本赤十字社救急法基礎講習
　登録料：1,000円　取得単位：2単位

・消防署上級救命講習
・日本赤十字社救急法救急法救急員養成講習
・消防署応急手当普及員養成講習
・メディック・ファーストエイドベーシックMFAコース
　登録料：2,000円　取得単位：4単位

個人で
受講した場合

救急法受講の手引き
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　公益社団法人日本オリエンテーリング協会（JOA・Japan Orienteering 
Association）の前身は1969年9月、社団法人国民健康づくり協会内に設
置された日本オリエンテーリング委員会です。
　JOAは1991年4月に社団法人の認可を受け、2012年6月に公益社団法
人の認定を受けた、国際オリエンテーリング連盟（IOF）に加盟する日本で唯
一の、オリエンテーリングというスポーツを統括する団体です。
　会員数は38（37都道府県協会と日本学生連盟）、競技者登録者数は
2,091名、登録指導者数は362名（平成27年度）で、1994年6月には日本体
育協会に加盟、2013年6月には日本オリンピック委員会に承認団体として加
盟を果たしました。
　主な活動として国際大会への選手派遣、指導者の育成、選手の強化、諸
規則の制定などを行っています。

　オリンピック採用を目指して私共で預からせていただいている競技に、スキー
オリエンテーリングがあります。
　これは競技エリア内に設置されたいくつかの地点を、地図を読み可能な限
り短時間で走破するクロスカントリースキー競技でありますが、この競技を行っ
ている競技者登録選手は2,091名のうちおよそ30名です。
　またスキーを指導できる登録指導者は皆無に近い状況であり、私共のみで
この競技を普及発展させるには限界が感じられていました。
　貴協会のご協力を賜り双方のクロスカントリースキーの技術向上とスキーオ
リエンテーリング及びラングラウフ愛好者の増加を図ることが、コラボレーション
の理由です。
　何卒宜しくお願い申し上げます。

関 連 団 体 便 り

公益社団法人日本オリエンテーリング協会①　「協会の概要、SIAとコラボレーションする理由」

www.orienteering.or.jp　JOA理事　信原 靖
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第37期定時会員総会／〈1/2の出席（委任状含む）が必要です〉

ステージⅡ基礎理論検定会

スノースポーツ教師の為の実践英語レッスン
（語学レベル初級編パートI）

スノースポーツ教師の為の実践英語レッスン
（語学レベル初・中級編パートII）

ステージⅢ基礎理論検定会

【期　日】 平成28年11月10日（木）13：00～16：30　
【受　付】 12：20～12：50　　解散16：30
【場　所】 国立オリンピック記念青少年総合センター　国際会議室
 東京都渋谷区代々木神園町３－１
 TEL.０３－３４６７－７２０１（代）　　
【議　案】 ⑴第１号議案…第37期事業報告の件
 ⑵第２号議案…第37期収支決算報告の件
 ⑶第３号議案…理事・監事任期満了に伴う選任の件
 ⑷報告事項…第38期事業計画案・収支予算案の件

※議案終了後、フリートーキングを行います。

【総会委任状について】
＊総会成立のためには全会員の1／2の出席（委任状含む）が必要です。当日、出席
できない方は、必ず委任状「ハガキ」または「電磁的方法（ＳＩＡホームページ内の出
欠届・委任状フォーム）」にて速やかにご提出ください。

＊電磁的方式で送付された場合、委任状ハガキの提出は必要ありません。 
＊総会全日程に出席し、単位登録料（2単位分1,000円）を納めた方は、会員研修会
の単位（2単位）を取得出来ます。

　（委任状の方は単位の対象になりません。）
【総会資料について】
＊総会に関する詳しい資料（事業報告、決算書、議事録）は、次号ＳＩＡニュース
Vol.173（10月25日発行予定）と共にお届けします。内容をご確認いただいて、委任
を撤回する場合はご連絡ください。撤回のご連絡がない場合は、お送りいただいた
委任状をそのまま採用いたします。

【日　　時】 9月30日（金）～10月2日（日）     
【会　　場】 国立オリンピック記念青少年総合センター   
【参 加 費】 43,720円（講習費、単位登録料、2泊5食、テキスト代、税込み。） 　
　　　　 ※参加費は変更になる場合があります。 
【申込締切】 9月2日（金）消印有効  
【取得単位】 4単位
【科　　目】 外国語、冬山の安全対策論、技術指導法 I、技術指導法 II、力学、
　　　　　 救急法、対象に応じた指導（障がい者への指導）

【日　　時】 9月30日（金）～10月2日（日）    
【会　　場】 国立オリンピック記念青少年総合センター   
【参 加 費】 44,520円（講習費、単位登録料、2泊5食、テキスト代、税込み。） 　
　　　　 ※参加費は変更になる場合があります。
【申込締切】 9月2日（金）消印有効     
【取得単位】 4単位       
【科　　目】 外国語、技術指導法 I、技術指導法 II、スノースポーツ産業の 現況、
　　　　　  トレーニング論・基礎と専門、コンディショニング、スキーの山岳と気象・雪崩

【第1回 日時】   9月3日（土）　【申込締切】 8月24日（水）消印有効
【第2回 日時】 10月1日（土）　【申込締切】 9月21日（水）消印有効
【会　　場】 東京都中央区内予定    
【参 加 費】 5,000円（講習費、単位登録料、税込み）
【取得単位】 2単位      
【講　　師】 北神 有理 ＳＩＡステージII・III基礎理論検定会 外国語講師
   インタースキー（2007ピョンチャン大会、2011サン・アントン大会）同時通訳  
   　　　　  ＳＩＡ会員（ステージIII、スノークエスト・スキースクール所属）
   海外のスキースクールでも外国人講師として活動中。  
【内　　容】  スキースクールで海外のお客様が来られた時に、最低限の英会話で
　　　　　  レッスン出来る様に、親切で楽しい講習を行います。 

【第1回 日時】   9月4日（日）　【申込締切】 8月24日（水）消印有効
【第2回 日時】 10月2日（日）　【申込締切】 9月21日（水）消印有効
【会　　場】 東京都中央区内予定    
【参 加 費】 5,000円（講習費、単位登録料、税込み）
【取得単位】 2単位      
【講　　師】 北神 有理
【内　　容】 パートIで学んだことを実践に移します。室内ではありますが、雪上の
　　　　　 レッスンを想像しながら、受講生の豊富な経験、それぞれの英語の能力
　　　　　 をもとに、さまざまなケースに英語で対応できるようにしていきます。 

各行事の詳しい要項・申込用紙等は、SIAホームページ（www.sia-japan.or.jp）をご覧下さい。（ご覧頂けない場合は、SIA事務局に請求してください。）行事要項

　「日本スキー産業振興協会」が主催する、スキーヤーの安全を守るため
に正しいビンディングの取付け・調整技術を習得することを目的とした技
術セミナーです。

ISO11088/JISS7028に基づく『S-B-B認定整備技術者セミナー ２０１6』のご案内

「スキーオピニオンリーダー養成講座」のご案内

【申込方法】 WEBからの申込み 
　　　　　 www.iso11088.com 8月1日より受付開始
【参加会費】 正規申込（開催日から2週間前までの受付）5,000円

特例申込（開催日2週間以内の場合）6,000円
【取得単位】 参加者は会員研修会の単位（2単位）が取得できます。
　　　　　  ※別途、単位登録料が必要です。（2単位＝1,000円）

前年度の「S-B-B認定整備技術者セミナー2015」を受講し認定された方は「受講免除」を選択することができます。　 ・ 受講免除の更新料：4,000円
・ 本年度の認定証、認定カード、各社マニュアル等の資料の発送は、10月下旬を予定しています。　 ・ 「受講免除」の場合、会員研修会の単位は取得できません。

OP＝「スキーオピニオンリーダー養成講座」併催

9月  5日
9月  7日
9月  9日
9月13日
9月14日
9月20日
9月21日
9月23日

（月）
（水）
（金）
（火）
（水）
（火）
（水）
（金）

長岡・ハイブ長岡
仙台・仙台市民会館
盛岡・マリオス
札幌・札幌コンベンションセンター
札幌・札幌コンベンションセンター
長野・JA長野県ビル
長野・JA長野県ビル
広島・RCC文化センター

OP
OP
OP
OP

OP

OP

9月26日
9月27日
9月29日
9月30日
10月  3日
10月  4日
10月  5日
10月  7日

（月）
（火）
（木）
（金）
（月）
（火）
（水）
（金）

名古屋・今池ガスビル
名古屋・今池ガスビル
大阪・グランキューブ大阪
大阪・グランキューブ大阪
東京・台東区民会館
東京・台東区民会館
東京・台東区民会館
東京・台東区民会館

OP

OP

OP
OP

提出方法 ： 単位登録料（2単位＝1,000円）を添えて、SIA事務局宛に提出。
　　　　　郵送に加え、E-mail （info@sia-japan.or.jp）可。（FAXは不可）
提出期限 ： 9月30日（消印有効）
取得単位 ： 2単位

注意事項 ： ●出来るだけワープロを使用すること。
　　　　　●用紙サイズはA4で提出すること。A4サイズ以外は認めない。
　　　　　●内容は1600字程度でまとめること。
　　　　　●優秀なリポートについては、SIAニュース等で紹介させて頂く場合があります。

１・「ＳＩＡ公式スキー＆スノーボードメソッド」について（総合的に）
２・「ＳＩＡ公式スキー＆スノーボードメソッド」
　　［第1章］テクニック編１ アルペンスキー
　　基礎のパラレルターンへ導く二つの斜面別練習法（Ａ、Ｂパターン）について
３・「ＳＩＡ公式スキー＆スノーボードメソッド」
　　［第1章］テクニック編２ スノーボードについて
４・「ＳＩＡ公式スキー＆スノーボードメソッド」
　　［第1章］テクニック編３ テレマークスキーについて

５・「実践英語DVD」から得た内容を今後どのように活かしていきたいか
　※「実践英語レッスンDVD」1月下旬に公認校向けに販売した物です。（コピー使用可）
　　新たに購入する場合、SIA事務局までお申し込みください。
　　料金2,500円（税・送料込み）
６・「インタースキー・ウシュアイア大会DVD」について
　※「インタースキー・ウシュアイア大会DVD」
　　12月下旬に公認校宛に配布した物です。

「有効期間は1年間です。」毎年更新し、認定を受ける必要があります。

【日程・会場】

スキー用具の安全性についての講座です。一般の方も参加できる講座で、ＳＩＡ会員はじめ、スクールスタッフ、お客様にも聞いていただきたい内容となっています。
【参加会費】 2,000円
　※「S-B-B認定整備技術者セミナー」とあわせて参加する場合、1,000円
【日程・会場】「S-B-B認定整備技術者セミナー」【日程・会場】欄参照

【取得単位】 1単位　別途、単位登録料が必要です。（1単位＝500円）
　※「S-B-B認定整備技術者セミナー」とあわせて受講すると3単位取得可能です。

研究リポート 下記のいずれかを選択（選択したテーマを明記すること）

日程が変更になる場合があります。詳しくは、NPO法人ウィンターセーフティー協会のHPをご覧下さい。　http://wintersafety.sakura.ne.jp/newpage1.html



体力と動作の科学⑦ ローパワー（全身持久力）とそのトレーニング
新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター

三浦 哲

　今回は、夏場のトレーニングで必要なローパワー（全身持久力）トレーニン
グについて、重要性と方法を科学的に見ていきます。

【重要性】
　ローパワーは、有酸素性エネルギー代謝により発揮されるエネルギー供給
です。エネルギー供給システムには、有酸素性と無酸素性があります（有酸素
性と無酸素性エネルギー供給の詳細は、この連載①のSIA NEWS Vol.166
をご覧ください）。アルペンスキー競技の場合には、所要時間が1分弱から2分
強であり、この運動時間では、一見、無酸素性エネルギーが多く使われるよう
に思われますが、先行研究におけるスキー中のエネルギー供給は、技術系競
技（大回転・回転）で有酸素性エネルギーが46.4％から25％使われています
（参考文献より）。
　さらに、このような滑走中だけでなく、滑走後のエネルギーの回復にも酸素
が使われています。1日何本も滑走することを考えると、有酸素性エネルギー
代謝が重要になります。

【有酸素能力の影響】
　有酸素性能力がアルペンスキー活動へ及ぼす影響を考えてみます。
・疲労回復と滑走本数
　有酸素性能力が低いことで、滑走後のエネルギーの回復が遅く、疲労から
の回復に時間がかかるため、滑走本数が少なくなる可能性があります。滑走本
数が少ないと、これも上達する機会が減り、技術に差がつく可能性があります。
　また、疲労に対して無理をすれば、集中力も続かないことで、同様に上達
へ影響するばかりか、転倒などでケガをする危険性もあります。

【ローパワートレーニングの実際】
1．筋の酸素消費（有酸素）能力向上（LSDトレーニング）
　ジョギングのような、比較的楽な運動強度でゆっくり・長時間運動をする
LSD（Long Slow Distance）トレーニングを行うことで、筋肉の酸素消費能
力を高めます。ここで重要なのは、速く走ると無酸素性エネルギーを使ってし
まう（乳酸産生が起こり、血中乳酸濃度が上昇することで無酸素性エネル
ギー代謝が始まっているかがわかるので、血中乳酸濃度が上がらないことを
指標にすることも多いです）ことから、ゆっくり走ることです。強度の目安は一
般的に会話ができる程度や心拍数が最大の60％（120～130拍／分）程度で
すが、心拍数は個人差やこれまでのトレーニング状況などによっても変わって
きます。トレーニング時間は、一日１時間など、できれだけ長く行いたいところで
すが、1時間走り続ける時間がない方は、短い時間に分けて、たとえば15分を
4本（朝、昼、夕方、夜など）で1時間にしても近い効果は得られます。成年アル
ペン競技選手では、30分を3～4本で一日1時間半から2時間のトレーニング
を、週5～6日行っています。

２．心肺能力の向上（スピード持久力トレーニング）
　先のLSDトレーニングでは、筋の酸素消費能力向上を目指しました。冬の
運動がスキーばかりになっていた場合、春先にゆっくり走るのは夏場の陸上ト
レーニングを開始するための準備に丁度いいです。その後、何週間か走りこ
んで走り慣れてきたら、強度の高いトレーニングも行っていきます。１０００ｍや１
５００ｍなどの持久走を数本行うようなレペテイションやインターバルといったト

レーニングです。このトレーニングは、心肺系として、肺での酸素取り込むため
の呼吸を高める呼吸する筋肉（呼吸筋）を鍛えたり、肺から血液に取り込ん
だ酸素を心臓により全身に（スキーのための筋肉に）送る能力を、週2回以上
行って高めます。
　ただ、アルペンスキーヤーは走ることが苦手の方も多いと思います。その場
合、心肺能力の向上のためのトレーニングとして、サーキットトレーニングもお
勧めです。様 な々レジスタンストレーニング（いわゆる筋トレ）を交代で休みなく
行います。たとえば、腕立て伏せ→腹筋→背筋→スクワット（もも前の筋群）→
ヒップレイズ（もも裏の筋群）→カーフレイズ（ふくらはぎ）などを休みなく行いま
す。これを数回行うことで、筋力と持久力の両方を養えます。さらに、筋力ト
レーニング時間も短くて済むので、時間がない方や学校の部活動などのト
レーニング現場でも役立ちます。

３．運動様式
　運動様式は、ランニングや自転車漕ぎなどの運動の種類のことです。運動
様式を考えると、一般的な運動としてのローパワートレーニングは、ランニング
によるLSDやスピード持久力トレーニングでも十分です。ただ、少しアルペンス
キーを専門的に考えていくと、大腿や体幹を含んだ股関節まわりの筋群を多
く使います。これらを多く使う比較的手軽な運動では、自転車を漕ぐ（バイク）
運動があります。アルペン競技選手ではバイクトレーニングも多いです。ただ、
バイクトレーニングばかりに偏るのも、様々な問題があります。例えば、アクティ
ブレスト（積極的休養）での疲労回復には、LSDを30分など行いますが（コン
ディショントレーニング：コントレなどと言ってよく行うと思います）、その際に普
段行っていないランニングを行うと、ふくらはぎなどランニングで使う筋群が鍛
えられていなかったり、ランニングフォームも悪いと、疲労回復にならずに、逆に
疲れたりします。アルペン競技では、合宿・大会で様 な々スキー場や宿泊所を
移動しますが、エアロバイクが整っている施設は日本国内では少ないかもし
れません。ランニングを適度に入れることも重要となります。そこで、日本国内で
練習するジュニア選手では、ランニングを基本とし、年齢を経るに従い、バイク
トレーニングの比率を徐々に増やしていくことになるでしょう。このことは、次に
述べる筋の発達も関わります。

４．発育・発達
　ジュニア期のローパワートレーニングは、もちろん重要です。小学期は、ロー
パワーを目的としたトレーニングをするよりは、様々な動きのトレーニングを繰り
返したり、多く行っているうちに付随してローパワーが鍛えられるという考えで
十分でしょう。中学期では、LSDトレーニングはそれほど多く行う必要がないで
しょう。小学から中学期では主に無酸素エネルギーを多く使うような筋が未発
達のため、比較的LSDの能力は備わっていますので、年齢に合った距離や
時間でのスピード持久力や、年齢に合った回数や負荷でのサーキットトレーニ
ングなどをメインで行います。LSDトレーニングは、筋が発達する高校生ごろ
から行います。この時期の急激な（短期間での）筋の発達では、瞬発的な無
酸素性のエネルギー発揮が高まりやすいですが、多くのエネルギーを一気に
使えるようになることで逆に疲労が早くなるともいえます。そこでLEDトレーニ
ング行って酸素を多く使えることで、疲れにくく、回復も早い筋肉にしていきま
す。もちろん、スピード持久力トレーニングも実施し、大人に近いトレーニングを
取り入れていく時期となります。

【参考文献】　Veicsteinas, A., Ferretti. G., Margonato, V., Rosa, G. and Tagliabue, D. (1984) Energy cost of and energy sources for alpine skiing in top 
athletes. J. Appl. Physiol., 56, 1187-1190.
Saibene F, Cortili G, Gavazzi P, Magistri P (1985) Energy sources in alpine skiing (giant slalom). Eur J Appl Physiol 53 : 312-316.
山本周史，松井信夫，北川　薫（1999）アルペンスキーレーサーの大回転および回転競技時のエネルギー代謝． Jpn J Biomech Sports Exerc 3 (2): 95-102.
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木村 信貴 さん
アルペンスキー・ステージⅢ

齋藤 俊蔵 さん
アルペンスキー・ステージⅠ

NEXT

浅田 和仁 さん 
アルペンスキー・ステージⅡ

リレー形式で
ご紹介

全国129校のSIA公認校で
日々活動している会員の方を

SIA NEWS VOL.1728

　会員の皆様こんにちは。若林プロスキースクー
ルの浅田と申します。
　暑い季節いかがお過ごしでしょうか？オフシー
ズンの私は冷凍車のドライバーをしてます。倉庫
はマイナス２０℃くらいなので、夏でもスキーウェア
を着て作業してます。
　先シーズンは雪不足で寂しい思いをされた
方々たくさんいたと思います。来シーズンは雪が
たくさん積もるシーズンであってほしいと願うばかり
です。
　数年前の事をお話したいと思います。町内会
の体育祭で、年齢別４００ｍ走・３０代の部（当
時３９歳・・・）に無理やり参加することになりまし
た。自分自身もまだまだ走れるだろうと思ってたん
ですが、息が上がり足がつり、挙句に転倒・・・結
果もちろんビリです。この時心の底から思いまし
た、「雪の上だったらな・・・」。”スキーは生涯ス
ポーツ”歳を取っても出来るスポーツなんだなとホ
ントに実感しました。
　志賀高原一ノ瀬スキー場で見かけた際は、
気軽に声をかけて下さい。

　みなさんはじめまして。なかにしスキー塾の木
村信貴です。
　私がスキー教師として活動を始めたのは大学
2年生、20歳の時でした。成人式の祝いを全て
スキーにつぎ込み、親戚に呆れられてから11シー
ズンが過ぎ去りました。
　スポーツが全くダメだった私ですが、小さいこ
ろからやっていたスキーだけは自信があり、募集
の掲示にとびつきました。が、やはりスキーもスポー
ツだったようで、何度も挫折を味わうことになりまし
た。それでも、少しずつ上達していくことが何より楽
しくてスキーの虜となっていきました。
　そんなスキーの楽しさを伝えていけるスキー教
師であり続けることが目標であり、そのために自分
自身がスキーを楽しみ続けていきます。
　今後とも、塾長をはじめ、先輩方や仲間たち、
そしてスキーバカを支え続けてくれる嫁さんに感
謝して、七転び八起きのスキー人生を歩んでい
きたいと思います。

　会員の皆さん初めまして、私は猪苗代町のグ
ランドサンピア猪苗代リゾートスキー場にある
FORTUNE Pee-Wee Lessonでコーチをして
いる齋藤俊蔵です。
　労災事故で、体に障害を持ってコーチをして
います。事故前から猪苗代スキー場にある磐梯
ひじかたスキースクールでコーチをしていて、病
院から退院後スキーをもう一度したいとの気持ち
があり、土方あきら校長にお願いし、スクールの
皆さんの協力のお陰で現場に戻る事が出来まし
た。その後はFORTUNE Pee-Wee Lessonに
移り、子供たちのレッスンをしています。
　一昨年まで日本障害者スキー連盟の常任理
事と普及部長を連盟発足から担当していまし
た。在任中スキー連盟にＳＩＡからの派遣理事と
して斑尾スキー場の小滝アメリカンスキースクー
ル校長の（故）小滝頼介さんが派遣されていまし
た。当時小滝さんが中心になり，ＳＩＡ内で障がい
者スキー教師の普及をどの様にしたら良いか等
を相談しました。
　その結果（公益）日本障がい者スポーツ協会
公認「初級障がい者スポーツ指導員」の資格
取得も出来る様になりました。
　障がい者スキー教師で初級障がい者スポー
ツ指導員を持っている方に、是非とも地域の中
で、開催しているスポーツ教室等に参加して頂
き、スポーツの喜びや楽しさ、そしてスノースポーツ
の素晴らしさを教えて頂きたいと思います。
　最後に障がい者スキー教師として、微力であ
りますが頑張って行きます。

NEXT NEXT

所属校／若林プロスキースクール

所属校／なかにしスキー塾

所属校／FORTUNE Pee-Wee Lesson

齋藤 俊蔵さんよりの次号紹介予定会員

笠井 久さん（スノースクールINAWASHIRO）

浅田 和仁さんよりの次号紹介予定会員

廣井 淳さん（ワイズスノースポーツスクール）

木村 信貴さんよりの次号紹介予定会員

梅村 勇太さん（Ski-est）

ＳＩＡでは毎年４月上旬に「ＳＩＡフェスティバル」を開催しております。１６～１７シーズンは長野県・志賀高原スキー場で開催致します。開催地の募集方法は、「全国を３つのエリ
アに分け、３年の輪番〈３８期（16～17シーズン）=関東・信越・中部地区（西日本含む）、３９期（17～18シーズン）=東北地区、４０期（18～19シーズン）=北海道地区〉にして募集する。」ことになってお
ります。つきましては１７～１８シーズンの開催地の募集として、東北地区の皆様にお申し込みをお待ちしております。詳細につきましては、ＳＩＡ事務局（おおはざま）までご連
絡ください。
尚、本件の〆切は勝手ながら平成２８年７月１４日（木）必着とさせて戴きますので、宜しくお願い申し上げます。

会員紹介

３９期（17～18シーズン）「ＳＩＡフェスティバル２０１８」開催地公募



　会員の皆様、こんにちは。今年は本当に雪
が少ないシーズンでしたが、あっという間に初
夏になり暑い日々が続いています。皆様いか
がお過ごしでしょうか？
　私は長野県の菅平高原にある菅平・サク
ラメントスキースクールに所属して、気づけば
12年の月日が経ちました。スキー教師の道を
志すきっかけは、学生時代のスキー教室でし
た。初心者だった私を丁寧に指導してくれた

スキー教師の方に憧れ、社会人を経てスキー
教師の道を歩み始めました。
　たくさんの会員の皆さんが書いている様
に、私達スキー教師のほとんどの会員が季
節業なので、必ずぶつかる壁がオフシーズン
の仕事です。スキー教師を続けていく為に夏
場の収入確保が最も大切なことですが、現
実は難しいです。特にスクールの常勤スタッ
フともなると、働ける期間が限定されてしまう
為に業種も限られてきます。私自身も若い頃
はいろいろ仕事を掛け持ちして、たくさんの経
験を重ねてきました。すべてはスキーを続けて
いきたい、その気持ちだけで当時はがむしゃら
に働いていました。
　ただそれではずっと続けていくのは難しいと
思います。タイミングもありますが、まずは自分
自身でオフシーズンの環境を作ることが大切
です。春・夏・秋の限られた時間の中で仕
事も信用もまわりに認めてもらうのは並大抵
のことではありませんが、それが出来た時初
めて自分の居場所が作れた気がします。次

にやり遂げるという忍耐力。スキーを続けたい
という気持ちと共に、嫌なことがあっても1つ1
つが勉強だと思い続けること。この2つがス
キー教師続けていく上で私が最も大切にし
ていることです。そして今でもその時の2つの
仕事は続いており、半年という限られた時間
にも関わらず毎年おかえりと迎えてくれて13
年目の春がきました。
　最後に私の仕事はスキー教師です。と胸を
張って言える様にこれからのオフシーズン、ス
ノースポーツを続けていきたいと思う気持ちと、
それを支えてくれるすべての人の出逢いに感
謝して過ごしていきたいと思います。

スキー教師を続けていくためのヒント
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NEXT

高塚 彩 さん
アルペンスキー・ステージⅢ、スノーボード・ステージⅠ
所属校／菅平サクラメント･スキースクール

高塚 彩さんよりの次号紹介予定会員

長谷川 勝彦さん（高鷲スノーパークスクール）

資格認定

◆アルペンスキー・ステージⅠ
浅川　友里
阿部　優子
飯田　拓也
伊澤　英紀
石塚　一康
石田　優季
稲葉　敬一
稲見　紫織
江川　拓也
遠藤　友香
大熊　設夫
奥田　太一
小澤　幸正
折戸　郁男
柏木　未来
桂　侑司
加藤　稔
上遠野　なほ
鎌田　聡太郎
河内　光穂
木村　大志
熊沢　紅羽
桑原　春奈
桑原　竜太
小島　ゆき
小室　美季
桜井　弘美
下村　栄作
杉本　聡子
髙橋　佐京
髙橋　萌
滝沢　祥太

竹嶋　敏秀
田島　祐介
田中　拓斗
津川　祐二
築地　俊秀
寺嶋　あさ美
中西　眞一
長尾　匠
新山　郷平
西　彩花
野村　夏江
林　優
原　健一
菱井　和樹
蛭間　龍矢
星　公仁宏
前田　敦子
前田　有史
松井　紀子
水上　昇
水本　吉治
美濃部　星矢
宮明　正巳
宮根　貴彦
宮本　怜央奈
諸井　英徳
山木　健一
山下　正樹
山本　晃匡
吉田　直矢
吉村　有希菜

◆アルペンスキー・ステージⅡ
　上野　健志
　岡嵜　清弘
　隅原　正年
　田井　健太郎
　中西　悠太
　中野　学
　西山　曜己
　早坂　康太郎
　松崎　健克
　松本　義一
　宮澤　嘉彦
　山村　亜実
　山本　祐子
　若林　幸彦

◆アルペンスキー・ステージⅢ
　井上　強
　梅村　勇太
　木村　信貴
　小出　優希
　榊原　菜穂子
　高塚　彩
　長尾　武彦
　橋本　拓
　長谷川　勝彦
　的場　佑樹
　宮本　めぐみ

◆スノーボード・ステージⅠ
　下田　綾乃
　芹川　正弘
　田部井　誠
　柳澤　紘美

◆スノーボード・ステージⅡ
　金田　善洋

◆スノーボード・ステージⅢ
　佐藤　勝広
　宮澤　具基

◆テレマークスキー・ステージⅠ
　佐藤  寛
　島田　喜一郎
　高橋　正裕
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　長野北信支部は長野県の北信地域と東信地
域を統括しています。
　会員数は約270名在籍しています。
　多くの会員が参加でき、そして今までにない特色
のあるセミナーを企画し開催しています。

最近開催したセミナーの一例
「初心者を効率よく上達させる指導法セミナー」 
「コブが必ずうまくなるセミナー」
「スノーボード　グラトリ入門セミナー」  
「根子岳ハイクアップセミナー」
「股関節、骨盤の正しい角度と使い方セミナー」 
「ポールセットセミナー」
「倉金純也氏によるテレマークセミナー」
など、外部から講師を招聘したりしながら、いろいろな
ジャンルのセミナーを開催しています。８月6日には「野
尻湖ＳＵＰセミナー」を企画中です。新しいジャンルへ
挑戦してみたいという方は是非ご参加ください。体

幹トレーニングにもなります。９月下旬には長野３支部
合同親善ゴルフコンペ、３支部合同懇親会も企画
中です。３支部にとどまらず、日本全国よりご参加をお
待ちしております。
　セミナー企画のご提案や、支部へのご要望は支
部長宛に、Ｅメールでご意見ください。

　ＳＩＡ北東北支部は、北東北の青森、秋田、岩手
の３県で組織され、会員数おおよそ１００名前後で
す。青森は、大鰐スキースクール・モヤヒルズスキー
スクール・十和田湖プロスキースクール・八甲田山
酸ヶ湯ツアーガイドの４校、秋田は大平山スキー場
オーパスプロスキースクールの１校、岩手は安比ス
キー＆スノーボードスクール・八幡平リゾートアカデ
ミーの２校、以上７校の公認校で活動しております。
　各校の活動としては、一般・ジュニア・キャンプの
他に、学校事業や修学旅行などのレッスン展開をし
ております。特に地元の子供達や、コアなリピーター
のレッスンなど、地域に密着した活動をしております。
八甲田や安比などでは、良質な雪を求め海外から
のお客様増えております。英語を話せる教師も必要
とされているようです。
　会員数は少ないですが、各会員、オフの仕事とう
まくやりくりし、熱い情熱をもって活動に取り組んでおり
ます。支部のモットーは会員の意見・要望を尊重し、

　北東北の自慢として、観光についてご案内
したいと思います。なんといっても夏祭りではない
でしょうか。青森はねぶた。秋田は竿灯。岩手
はさんさ。どれも勇壮で迫力のあるお祭りです。
そして、四季のはっきりしている北東北は花見
や新緑、そして紅葉も美しいです。
　青森は弘前の桜、奥入瀬の新緑、八甲田
の紅葉。秋田は角館の桜、森吉山の新緑、抱
返渓谷の紅葉。岩手は展勝地の桜、八幡平
の新緑、松川渓谷の紅葉など、名所がたくさん
あります。オフシーズンの北東北にも是非、足を
お運び下さい。

それに合わせた行事等を企画・開催することです。
各校連携をとり小規模だからこそできる、「小回りのき
く支部」で活動しております。
　全国的に会員数が減る中で北東北支部からここ
２年で１３名の新会員入会致しました。とてもうれしい
ことです。
　他方の支部も同じことだと思いますが新会員を増
やすこと、そして現会員が資格を維持していくための
環境づくりが課題だと思います。各役員・２名のデ
モ・そして会員の皆様と協力し、会員が活動しやす
い場を整備していきたいと思います。

I N F O R M A T I O N

　今話題の長野県での就農支援について。
　長野県には北部から南部までたくさんのワイ
ナリーがあります。ワインの生産量は全国第６
位ですが、ワイン用葡萄の生産量は全国１位
を誇ります。長野県千曲川流域は「日照時間
が長い」「水はけのよい丘陵地」など良い品質
の葡萄を栽培する環境が整っています。
　日本はここ２０年で世界にも負けないワインを
製造できるようになりました。近年の「ボジョ
レー・ヌーボー」にも見られるようにワイン消費量
も年々増加しています。5月に行われましたＧ７
伊勢志摩サミットでも長野県産ワインが多数採
用されており、長野県のワイン産業は大きな可
能性を秘めています。長野県は「信州ワインバ
レー構想」を立ち上げ新規就農者支援をして
います。
　支援制度の一例として、東御市や高山村
ではワイン特区として認可されていて、極小規
模でも酒類製造免許を取得できる。生産地域
でワイン生産アカデミー講座の開講など様 な々
支援策を用意して新規就農者をサポートして
いる。ワイン好きで自分で作ってみたいという方、
一攫千金を夢見る方は、どうぞ調べてチャレン
ジしてみてください。
http://www.n-nouchi.net/news/2013/05
/post-6.php

I N F O R M A T I O N

北東北支部よりの

北東北
支部

支 部 紹 介

長野北信
支部

支 部 紹 介

8つの支部からこんにちは。

長野北信支部よりの



撮影・文と構成：近藤ヒロシ撮影・文と構成：近藤ヒロシ
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SIAの活動と取り組みにご協力頂いてる賛助会員よりインフォメーションSIAの活動と取り組みにご協力頂いてる賛助会員よりインフォメーション
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SIA賛助会員一覧 SIAは下記の法人賛助会員、個人賛助会員の皆様に、多様な形でご支援いただいています。

個人賛助会員一覧 （敬称略）
阪田 幸信 村上 潤 小澤 征爾 佐藤 亮 佐藤 兼子 柴田 恵美子 竹石 惇樹 松沢 正仁 中野 孝 尾本 英臣 西倉 静夫 稲村 圭一
加藤 聡 新井 裕三 佐合 和夫 小堀 博彦 山口 健二 谷畑 隆夫 小林 和子 愛甲 勝久 安部 明人 細貝 正紀 縣 信哉 幸保 浩司
川村 のぶ子 本山 公平 本山 美津子 本田 清人 後藤 響子 林 永信 岩倉 親倶 土岐 絹子 大島 和子 鈴木 智 秀島 一生 瀬口 洽六
八代 益 佐藤 開 伊東 善文 柴崎 秀子 和田 幸子 前河 喜美子 川端 潤一 下山 達也 小松 直喜 廣村 賢治 藤田 冨美子 石原 重厚
荒木 俊樹 後藤 照雄 佐取 広久 山本 みゆき 小室 直子 増山 一 古池 道弘 手取屋 岳夫 吉田 宗弘 黒川 光博 黒川 正博 大島 智朋
藤田 繁 坂村 英之 坂村 美代子 阿部 武彦 安藤 滋敏 山本 良樹 木村 濱雄 梶井 晃 小山 登 杉山 進 本間 正雄 中山 治男 
石山 亜希実 中山 和子 稲田 信一 大森 和子 石川 止善 岩楯 駒子 四方 すすむ 伊東 清光 多田 正樹 森川 哲己 歌田 勝弥 歌田 作子
古藤 黎子 毛塚 明美 下田 裕二 流石 康一 藤木 忠善 長谷 哲生 大平 正春 泉 静香 町田 左喜男 秋吉 保廣 土屋 清三 神蔵 弘昭
小松 孝行 野原 勝敏 並木 すみ 清水 正也 河合 祥 伊藤 哲也 大楠 晴美 大楠 文代 阿部 耕司 阿部 真紀 望月 國平 小林 修一
細川 たかし 野村 浩子 矢沢 日出子 大神田 裕司 戸丸 瑞世 戸丸 隆三 佐藤 節也 清宮 始 関戸 啓子 本杉 佳子 岡崎 正人 細川 真理
豊田 道次 大堀 堯義 下山 修 海宝 雄太 土田 茂 江畑 千恵子 平田 孝夫 小上 忠 髙木 正博 見谷 昌禧 園原 孝子 青木 惠子
石橋 妙子 岡本 初子 檜野 勝衛 福興 孝子 杠 一義 梶原 彬實 加藤 昌利 小野木 淳 高野 勝廣 濱野 優子 嶋谷 博史 藤本 幸二
丸山 正廣 後藤 圭二 佐藤 晴雄

株式会社ICI石井スポーツ
　www.ici-sports.com
株式会社アイ・シー・ジャパン
　www.ic-j.co.jp
株式会社アプルラインド・ジャパン
　www.applerind.jp

株式会社ドリームゲート
　www.aspen-skishop.com

ヘルト株式会社
　www.held.co.jp

マーカーフォルクルジャパン株式会社
　www.marker.co.jp

ミズノ株式会社
　www.mizuno.co.jp
株式会社山五企画
　www.yamagokikaku.jp
山本光学株式会社
　www.yamamoto-kogaku.co.jp
ラフマ・ミレー株式会社
　www.millet.jp

アメアスポーツジャパン株式会社
　www.amerjapan.com／www.salomon.co.jp
株式会社岩手ホテルアンドリゾート
　www.appi.co.jp
エランジャパン株式会社
　www.elanjapan.co.jp
LBC株式会社
　www.lbcweb.jp
株式会社小賀坂スキー製作所
　www.ogasaka-ski.co.jp
オンヨネ株式会社
　www.onyone.co.jp

株式会社レクザム
　www.rexxam.com
株式会社ロータスインターナショナル
　www.lotusint.co.jp

株式会社スワロースキー
　www.swallow-ski.com/

株式会社デサント
　www.descente.co.jp

日本ケーブル株式会社
　www.nipponcable.com

株式会社テクニカグループジャパン
　www.tecnica-group.co.jp

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社
　www.jaguar.co.jp / www.landrover.co.jp

株式会社城山
　www.shiroyama.co.jp

株式会社スコットジャパン
　http://www.scott-sports.jp

カスタムプロデュース株式会社
　www.customproduce.com

グループ・ロシニョール株式会社
　www.grkk.co.jp
株式会社クロスプロジェクトグループ
　www.x-pg.com

株式会社ゴールドウイン
　www.goldwin.co.jp／www.fischer.co.jp

株式会社Ｋ２ジャパン
　www.k２japan.com

株式会社シナノ
　www.sinano.co.jp

バートンジャパン合同会社
　www.burton.co.jp

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
　www.aioinissaydowa.co.jp

有限会社ベイリーフ
　www.yoroi-blp.com

HEAD Japan 株式会社
　www.head.com

株式会社フェニックス
　www.phenix.jp

株式会社ハンクス
　http://www.kei-ski.co.jp

株式会社プレスト
　www.presto-pre.com

株式会社マックアース
　www.macearth-web.com

株式会社東急リゾートサービス
　www.resortservice.co.jp

NORTHRANGE
　www.northrange.jp

ソニー生命保険株式会社
　www.sonylife.co.jp/

株式会社キャラバン
　www.caravan-web.com
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2016～’17 SIA制作物デザイン画公募のお知らせ 広報部

会員証について

「ミズノSIAオリジナルグッズ」会員特別販売について

　第38期の会員証を次号SIAニュースVol.１73（１０月２５日発行）に同封しお届けする予定です。顔写真を送付してくださった方へは、ラミネートした会員証
を作成いたします。ラミネート御希望の方は、顔写真１枚をSIA事務局宛に９月末日までに送付してください。

　◆サイズは免許証の写真と同じ縦３×横２.４です。　◆白黒・カラーどちらでもかまいません。　◆写真裏面に氏名と会員番号を記入してください。

※ISIA会員（ステージⅡ・Ⅲ）の方は、スイス・オーストリア・イタリア等のスキー場で、リフト券購入の際に会員証を呈示すると割引を受けられる場合があります。
　その際、顔写真が必要な場合もあります。　※ISIAカード移行の方へは、従来の会員証は発行いたしておりません。

【公募内容】
①テーマ 「名称変更に伴う新しさとSIAスタイルの表現」
②公募資格／会員に限らず、広く一般公募とします。
③公募数／1名につき何点でも応募可能とします。
④締切り期日／平成28年9月20日消印有効
　※SIA事務局提出、もしくはメールでSIA事務局宛にデータ添付としてお
　　送りください。
⑤版権及び目録について／採用された場合、著作版権は制作者からSIAに
　移ります。目録は金30,000円贈呈とデザイン制作者名を明記します。
⑥採用デザインについて／2016～’17シーズンの「SIAポスター」等へ使用いた
　します。
⑦制作に関する詳細事項はSIAホームページに掲載いたします。

昨年採用の
デザイン

　日本のスキー学校の表紙並びに公認校ポスターデザイン画について今シ
ーズンも一般公募によって決定いたします。当協会のイメージとなる物を皆様
方のより良いアイデアで作り上げていただければと思います。
　来る2016～’17シーズンSIAの顔としてシーズンを迎えるにあたり、一人でも
多くの方から公募いただきたく、お知らせいたします。

ご応募いただく際は、あらかじめSIA事務局宛にご連絡ください。
デザイン画に掲載していただくロゴデータ等をお送りいたします。

【送料について】●宅配便（着払い）に
てお送り致します。●ご注文は、SIAホ
ームページの注文書にご記入の上、
SIA事務局までFAXまたはメールでお
知らせ下さい。●お支払いは、ご購入の
合計金額を現金書留または銀行振込
でお願い致します。

　今年もミズノ株式会社より、来シー
ズン向け、「バイオギア フィギア８ソッ
クス」 「ミドラージャケット」「ポンチョ」
をSIA会員特別販売価格で販売す
ることとなりました。
※締め切り：平成28年7月15日（金）必着   

商　品　名 参考上代 会員特別価格 サ　イ　ズ

バイオギア｠フィギア８ソックス　（本体：ブルー）

ミドラージャケット　（本体：グレーDP）

ポンチョ　（本体：ブラック）

22～24・25～27

2XS・XS・S・M・
L・XL・2XL

XS・S・M・L・XL

3,132円 2,300円
22,680円 17,000円
24,840円 18,600円

価
格
表（
税
込
）
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　URL　   http://www.sia-japan.or.jp
　E-mail　info@sia-japan.or.jp
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　会員の皆様の「会費」は協会財源として運営の要になっております。会費を納めやすいようにＳＩＡ年会費「自動払込」のご登録の推進を図っております。
「会員付帯の補償制度加入」や送金手数料が不要になるなどの特典もございます。会友の皆様も会費の納入を失念されることもなく、送金手数料なしで納め
ていただけます。お手続に際しましては、以下の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
●
●

●
●

●

毎年9月27日（休日の場合は翌営業日）
毎年6月のＳＩＡニュースに引き落としのご案内を同封いたします。
「ＳＭＢＣファイナンス」で表示されます。
正会員・Ⅲ・Ⅱ／12,000円
正 会 員 ・ Ⅰ／10,000円
会　　　友／  4,000円
準　会　員／  5,000円（会費3,000円＋補償制度加入2,000円）
会費の支払は９月３０日迄に納入することになっています。引き落とし完了
と共に正会員（Ⅲ・Ⅱ・Ⅰ）の方は「会員付帯の補償制度」へ自動的に加入手続
がされます。

尚、ご不明な点等ございましたら手数ですがＳＩＡ事務局迄ご一報ください。

引 落 振 替 日
引落 振 替 案内

通帳 への印字
引き落 とし 額

会 費 の 前 納

：
：

：
：
：

：

●
●

●

引き落とし口座の変更がある場合は新たに依頼書の提出が必要です。
退会（会友制度への手続ナシの場合）が決定しますと自動払込の登録を削
除します。
２年続けてお届けの口座から引き落としが出来ない場合（シキンブソク等）は登録
を抹消させていただきます。新ためて「自働払込」を希望される場合は新規の登録
が必要になります。
引き落としが出来なかった場合は事務局より連絡いたします。

口 座 の 変 更
退 会時の手 続

ご 注 意

：
：

：

ＳＩＡ年会費自動払込手続きについて

役員候補者選考委員会
委員長／澤 健治　　　　　委員／田端 敦、梅嵜 憲明、佐々木 常念、大江 良樹

今秋11月10日の定時会員総会において、第38・39期（平成28.10.1～平成30.9.30）の役員候補者の審議を致しますが、5月31日付けで各支部の「支部選出理
事候補者」が決定しましたので報告致します。

　北海道支部：久慈 修（TSO SKI ACADEMY）
　北東北支部：中島 英臣（大鰐スキースクール）
　南東北支部：井上 裕明（FORTUNE Pee-Wee Lesson）
　関 越 支 部：横元 信明（中里スノーウッドスキースクール）
　志賀高原支部：杉山 公信（杉山スキー＆スノースポーツスクール）
　長野北信支部：江畑 昌英（木島平プロスキースクール）
　長野中信支部：阿久津 千恵子（白樺リゾートプロスキースクール）
　西日本支部：奥村 治 （ヘブンスそのはらプロスキースクール 他） 以上８名です。

◆今後のスケジュールについて
　① 8月31日：委員会推薦理事・監事候補者を決定。
　②10月下旬：決定した委員会推薦理事・監事候補者を会員に報告（SIAニュース）。
　③11月10日：定時会員総会において審議。
◆役員の全体人数について
　①理事13名〔支部選出=８名、委員会推薦=３名、会長推薦=２名（外部理事１名含む）〕
　②監事 3名〔委員会推薦=３名（公認会計士１名、他２名）〕

第38・39期役員改選について

宛名ラベルの見方

変更をご希望の方は、SIA事務局まで御連絡ください。
新規入会の方は全員Sとなっております。御注意ください。

●「No.」／会員番号を示しています。

●「種別」／「活動会員」か「維持会員」であるかを示しています。
「活動会員」になろうとする場合、4年間で8単位取得することと救
急法の受講修了が必要条件となります。

●｢所属｣／登録されている所属校を示しています。

●「有効単位」「更新日」／「有効単位」は現在の有効単位を示し
ています。「更新日」までに8単位以上の単位取得が必要です。

●「救急法」「有効期限」／「救急法」救急法講習の受講状況を示
しています。
　◎＝日本赤十字社救急法救急員（または同等の資格、消防署応急
手当普及員等）

　　 ※公認スキー学校に設置することが義務付けられています。
　○＝上記以外（普通救命講習、上級救命講習、救急法基礎講習等）
　すでに受講しているにもかかわらず、「救急法」欄に◎印や○印
が付いていない場合、修了証のコピーをSIA事務局宛にご送付く
ださい。
　「有効期限」は「救急法」の有効期限を示しています。受講証の
有効期限がない場合、SIAとしての有効期限3年としています。 

●「会費」／未納会費は、年会費が未納となっている会期を示して
います。
　◆空欄＝未納会費なし。
　◆会費／37＝37期の会費が未納です。
　◆会費／37 36＝37期及び36期の会費が未納です。

●「保険」／ＳＩＡ正会員総合補償制度の保険番号等を示しています。
　（あいおい損害保険株式会社４０２６６２５０１－●●●●の黒丸
部分を宛名ラベルに記載しています）

　空欄の方は未加入です。※この保険は、９月末日までに年会費を
納入した会員のみ適応されています。（補償期間は、１２月１日～
翌１１月３０日）

　このため10月1日～11月30日発行の宛名ラベルには、保険番号で
はなく対象予定であること等が表示されます。

●「送付」／シーズン中（１２月～３月）の郵便物送付先について
　本人のご希望により、“所属スクール宛”若しくは“協会登録住所
（ご自宅）宛”　“送付不要”を選択できます。
　貴方の送付先については、宛名ラベルの送付欄が次のように登

録されています。
◆送付／Ｓ＝“所属スクール宛”
◆送付／Ｊ＝“協会登録住所（ご自宅）宛”
◆送付／Ｎ＝“送付不要”
　※“送付不要”について
　●御家族に会員がおり、同様の郵便物が重複している方
　●インターネットを活用しているので、郵便物は必要ないという方
等

「住所等変更」の場合、すみやかに届け出を
　転居等により、住所等に変更があった場合、すみやかにSIA事務
局へ届け出てください。（市町村合併等による住所表記変更の場
合も手続きを行ってください。）
　ＳＩＡホームページに「住所等変更」連絡フォームを設置していま
す。
　（トップページ→お問い合わせ→「住所等変更」連絡フォーム）住
所連絡先等の変更をSIA事務局へ連絡することができます。

メールアドレス登録のお願い
メールアドレスを登録すると、ＳＩＡから研修会などの情報が配信され
ます。
登録には、ＳＩＡホームページ内「住所等変更」連絡フォームをご利
用ください。

東京都中央区八丁堀2-2-9
コバキンビル3F

＊次年度会費〈第３８期Ｈ２８．１０－Ｈ２９．９〉の入金について／正会員で自動払込手続きをされていない方に郵便局「払込取扱票」を同封します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ９月末日迄に第３８期年会費をご入金戴きますと「会員総合補償制度」に自動加入されます。（10/1以降加入の場合はプラス2,000円が必要です。）




