
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」

　いま、執行部は新たな改革の取り組みに奮闘中
です。メリットとデメリットを精査しながら話し合いを進
めています。新しい取り組みには方向性を見出す意
図が必要です。その為に会議を開くわけですが、参
加する各自が持論を述べ活発に議論を交すことが
大切になります。
　以前、ポーランドと今年５月スイスのサムナウンで行
われたISIAの総会に出席した時、各国の代表者達

が怖いくらいハッキリと意見を述べることに少々びっくりしました。その場の雰囲気
は一瞬気まずくなるように感じましたが、会議が終わると、また和気あいあいとな
る。諸外国の会議は日本とは随分違うと感じました。
日本には「沈黙は金」「能ある鷹は爪を隠す」という諺があります。日本人はだ
んまりが美徳とされるというのも否めません。SIAの会議ではそうあってほしくない
ので、まず話しやすい状況を作ることを心がけて進行しています。議題に沿って
会議は進められるわけですが、会議に参加する会員の代表である執行部の
面々が各自の経験に基づく持論を展開してこそ会員にとって意義のある改革
になり、ひいては協会の発展にも繋がるのです。
　SIAは1968年「日本職業スキー教師連盟」として設立し、1975年「日本ス
キー教師連盟」1981年に任意団体から「社団法人日本職業スキー教師協
会」となりました。
　任意団体というのは同じ目的を持つ人々で作り、法人格を持たない、いわゆ
る権利なき団体です。それが、諸先輩方の努力で1981年法的権利を持ち社

会に認められる社団法人として成熟しました。そして更なる発展に繋げるため
2011年「公益社団法人 日本職業スキー教師協会」となり、さらに時代背景
に相応しい名称ということで2016年3月「公益社団法人 日本プロスキー教師
協会」へ変更しました。
　このようにSIAの将来を見据え、明るい兆しが見えるようにするのが執行部の
役目なのです。それには、社会情勢を常に敏感に捉え、情勢に応じて仕組みを
変化させていくことが必要不可欠となります。現在、日本は少子高齢化社会で
人口減となり、経済の先行きも不安定な状況です。スノースポーツ界においても
それが顕著に表れています。スノースポーツをする人が激減し、スキー場も苦戦
しています。インストラクターを目指す人も少なくなっているのが現状です。国はこ
のような悪状況の改善をするために、外国人の誘客に力を入れてきています。
日本政府観光局のデーターによると2017年1月～8月までの訪日外客数は、前
年同月比17.8%増の1,891万6,200人になっています。スキー場もニセコを筆頭
に北海道のスキー場・白馬山麓・野沢温泉・妙高高原・蔵王・安比などインバ
ウンドの影響で外国の誘客が増えているのを皆さんもご存じのことと思います。こ
のことにより、日本国内でも外国のスキー学校とスキー教師が増えてきています。
また、昨今の世界情勢や旅行先の多様化などを背景に、インバウンド市場を
取り巻く環境は日々変化しています。つまり、今賑わっていても、状況によっては
変わるということです。この現状も捉えながら改革を進め、新たな仕組みづくりを
していく必要に協会もせまられているということを会員の皆様にもご理解願いた
いと思います。

会長  中島 英臣「改革」



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

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。
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。

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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　活動状況によって「活動会員」と「維持会員」に明確に分け、4年毎の
更新制となっています。
1．更新年度は各会員の入会年度により異なり、入会した年度より起算して
4年毎に更新年度が決定されます。
2．活動会員になろうとする場合、4年間(ＳＩＡ会計年度4期)に8単位取得と
救急法の受講修了が必要条件となります。
3．更新年度に研修会の参加義務を果たしている場合、活動会員として更
新され翌年度より4年間（ＳＩA会計年度4期）有効となり、公認スキー学
校規程設置基準6項に定める構成メンバーとなれます。但し、この期間
中救急法の受講を有効期限内に修了し、更新しなければいけません。
もし、更新 しない場合は維持会員となります。
4．更新年度に研修会の参加義務を果たしていない場合は維持会員とな
ります。

5．維持会員が活動会員になろうとする場合は、研修会の参加義務を果た
し届け出ると、届け出日より活動会員となります。（下記の更新日に変更
はありません。入会年月日に応じたものとなります。）

現在の有効単位と更新日は宛名ラベルでご確認いただけます。

○ ○
○

○
○
○

○
○
○
○

～
～
～
～

2014/10/1
2015/10/1
2016/10/1
2017/10/1

2018/9/30
2019/9/30
2020/9/30
2021/9/30

2018/9/30
2019/9/30
2020/9/30
2021/9/30

期間

有効単位について
現在の有効単位に反映される会期更新日
36期 37期 38期 39期

会員研修会規程運用に関する説明（平成24年10月1日より施行）

維持会員から活動会員への復帰について

《活動会員の必要条件》
・ 研修会参加（4年間に8単位取得）　　・ 救急法講習会修了　　・ 公認スキー学校に所属

維持会員が活動会員になろうとする場合は、これらを果たし、届けでていただく必要があります。

●研修会参加義務（4年間に8単位取得）を果たしていない場合●

●救急法講習会を修了していない場合●

前回の更新時の不足していた単位（※）を取得した後に、「活動会員復帰申請書」を申請料（1,000円）とともに提出してください。
※ご不明な場合は、SIA事務局までお問合せください。

「救急法講習会　受講の手引き」をご覧いただき、修了証等のコピーを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



SIA NEWS VOL.1763

　会員の皆様が安心してスキー活動に専念できるように、また公認校
の皆様が健全な運営をされる上でも、万一の事故に備えた保険補償
制度は必要不可欠なものであると思われます。その一環としてSIAで
は会員及び公認校の皆様のために毎年、「正会員スキー総合補償制
度」及び「公認スキースクール賠償責任補償制度」を設けています。

１. SIA正会員総合補償制度
SIA会員で９月末日迄に会費を納入した方に適用される制度です。
◇補償内容
 死亡 入院日額 手術費用 個人賠償責任
 300万円  2,500円/日 2.5万円 5,000万円
①死亡および入院日額、手術費用
正会員（プロ教師、アルバイト・インストラクター、その他）の日本国内で、公
認スクールでの業務中のご自身の傷害、それ以外の仕事中でも、雇用者
としての業務中の怪我全般で、死亡および入院した場合、事故日から
180日以内を対象に補償する制度です。
②個人賠償責任
日常生活に起因する（＝業務中以外の）個人賠償責任を補償する制度です。

２. SIA公認スクール賠償責任補償制度
〈SIAと各スクールで加入〉
◇スキースクールが誤って生徒または他のスキーヤーの方などにケガをさ
せてしまった場合などに、その結果としてスキースクールが法律上の賠
償責任を負うことによる損害を補償する制度です。
◇次のような内容が支払いの対象となります。
損害賠償金（示談や判決等により決定されたもの）
事故発生時、損害防止、軽減のために必要な費用（応急手当、緊急措
置費用等）
弁護士報酬等の訴訟費用
◇補償内容

賠償限度額：5億円／１事故（対人・対物共通）
     （事故負担額：５万円）

☆ 賠償責任保険対応の裁判案件 ☆
◆平成13年2月発生事故　【裁判】
◯事故内容：某公認スクールの高校スキー修学旅行講習中の受講生が、
　　　　　チケット売場でチケット購入中の第三者に衝突。相手が脊椎
　　　　　骨折の重傷を負った事故。
◯原告損害賠償請求総額：約4200万円
◯平成16年11月4日　裁判所和解案
・損害賠償総額：2136万6213円

◆平成13年2月発生事故　【裁判】（平成15年に相手が裁判所へ訴えを起こす）
◯事故内容：某公認スクールの中学スキー修学旅行講習中の受講生が、  
　　　　　 一般スノーボーダーと衝突。相手が左足骨折の重傷（全治2年）
　　　　　 を負った事故。

◯原告損害賠償請求総額：約300万円
◯平成18年11月　裁判所和解案
・損害賠償総額：１７４万円

◆平成16年3月発生事故　【裁判】
○事故内容：当該公認スクールの高校スキー修学旅行の受講生が、           
　　　　　　トレーン講習中にトレーンからはずれ、立木に衝突。左足骨
　　　　　 折の重傷を負った事故。

○原告損害賠償請求総額：約400万円
○平成19年11月　裁判所和解案
・損害賠償総額：２０７万円

◆平成20年3月12日発生事故　【弁護士案件】
○事故内容：当該スキースクールの中学校修学旅行受講生がトレーン滑
　　　　　走中に、他校引率教頭に追突。

　　　　　　教頭＝右膝靭帯断裂。当該受講生＝ケガ無し。
○原告損害賠償請求額：約770万円
○平成22年7月　示談成立
・損害賠償総額：４９０万円

☆平成28年～29年賠償責任保険対応案件☆
◆平成２６年２月６日発生事故　【裁判】
　○事故内容：当該公認スクールの中学校修学旅行受講生（初心者）が
　　　　　　　トレーン中に受講生同士で衝突。前方の受講生が右上
　　　　　　　腕複雑骨折。入院、手術。後遺障害の可能性。
　○原告損害賠償請求総額：約８５０万円
　○平成２８年６月　裁判所和解案
　　・スクール側が、受講生に対し、２４３万６１２６円を支払う。
　○あいおいニッセイ同和損保・保険金支払総額
　　：３０３万４１２６円（免責５万円差引後）
　○内訳：原告側へ支払＝２４３万６１２６円　弁護士費用＝６４万８０００円

◆平成２７年３月１４日発生事故　【弁護士対応中】
　○事故内容：当該公認スクールの小学校修学旅行受講生が受講中に
　　　　　　　一般スキーヤーと衝突。受講生が左大腿骨骨折の重傷。
　　　　　　　入院。手術。脚長差のため完治まで１０年。
　○賠償額：未定

◆平成２８年２月２２日発生事故　【示談交渉中】
　○事故内容：当該スクールインストラクターが、レッスン中に受講生を指導する
　　　　　　　ため後ろ向きに滑走していたところ、他スキーヤーと接触。
　　　　　　　相手は負傷し、当該スクールに賠償請求。現在、示談交渉中。
　○賠償額：未定

◆平成２９年１月２９日事故【正会員総合補償制度　個人賠償対応】
　○正会員（ステージⅡ）が、フリー滑走中に、他スキーヤーと接触。
　　相手：打撲。年令９０歳、男性。背骨が骨粗しょう症のためプレート挿入中。
　　　　　幸い骨折は免れたものの当たり所によっては重傷となった可能性。
　　　　　経過観察中。
　○賠償額：未定

〈SIA正会員総合補償制度追加加入手続きについて〉
現在未加入の方でも、年会費に２,０００円（学校長は4,000円）
プラスしてご入金頂くと追加で加入出来ます。
※新規入会の準会員についても随時加入が可能です。

〈加入状況の確認について〉
ＳＩＡ正会員総合補償制度加入状況については、宛名ラベルと、P１5
「宛名ラベルの見方」を併せてご確認下さい。

〈年会費〉
ステージⅠ …………………………………………………１０,０００円
ステージⅡ・Ⅲ ………………………………………………１２,０００円
準会員 …………3,000円（年会費）＋2,000円（保険料）＝5,０００円
※準会員は保険加入が義務付けとなりました。

〈納入先〉
●現金書留の場合
　〒１０４－００３2 東京都中央区八丁堀2-2-9コバキンビル3F
　公益社団法人日本プロスキー教師協会
●銀行振込の場合
　三井住友銀行　京橋支店　普通預金　７０９８６３６
　公益社団法人日本プロスキー教師協会

SIA総合補償制度



第39期行事スケジュール（11月以降開催分）

2018年 3月10日～11日
　　　 4月 8日
　　　 4月 8日

日程 行事名 会場 単位 主催

【一般対象行事】

2017年11月16日
日程 行事名 会場 単位 主催

【定時会員総会】

2017年11月21日
　　　12月11日～14日
　　　12月16日～17日
2018年 4月 4日～ 5日
　　　 4月 4日～ 5日
　　　 4月 4日～ 5日
　　　 4月 4日～ 5日
　　　 4月 7日
　　　 4月 7日
　　　 4月 8日
　　　 4月 9日～10日
　　　 4月 9日～10日
　　　 4月 9日～10日
　　　 4月 9日～10日
　　　 4月 9日～12日
　　　 5月
　　　 5月

SIAデモレッスン＆メダルキャンプ
スキーオリエンテーリング
ジュニア・スキー技術コンテスト

第38期定時会員総会

プロスポーツティーチングセミナー
障がい者スキー教師認定講習会
アルペンスキー強化セミナー
アルペンスキーデモ選強化セミナー
マスターズスキー教師選手権強化セミナー
イタリア技術講習会（予定）
イタリアレーシング指導者＆技術講習会（予定）
スノーボード技術コンテスト強化セミナー（予定）
テレマークスキー技術コンテスト強化セミナー（予定）
新規及び継承開校セミナー
山岳安全講習会（ISIAカード対応）
スノースポーツ教師のための実践英語レッスン（雪上含む）
イタリア技術講習会（予定）
イタリアレーシング指導者＆技術講習会（予定）
障がい者スキー教師認定講習会
山岳スキー・オフピステ　入門クラス
山岳スキー・オフピステ　入門クラス

志賀高原
安比高原
安比高原

代々木・NYC

代々木・NYC
志賀高原
高鷲スノーパーク
安比高原
安比高原
安比高原
安比高原
安比高原
安比高原
安比高原
安比高原
安比高原
安比高原
安比高原
安比高原
月山
乗鞍

SIA
SIA
SIA

総務部

プロスポーツ指導者連絡協議会
教育部
教育部
教育部
教育部
教育部
教育部
教育部
教育部
学校部
教育部
教育部
教育部
教育部
教育部
教育部
教育部

-
-

2

4
8
4
4
4
4
4
4
4
-
4
4
4
4
8
2
2

日程 行事名 会場 単位 主催

【会員研修会】

2017年11月12日
　　　11月26日
　　　12月10日
　　　12月13日
2018年 2月26日
　　　 2月26日
　　　 3月12日
　　　 7月
　　　 7月

初心者指導の英語セミナー
白水直樹トレーニングセミナー
テーマ伝達セミナー①
テーマ伝達セミナー②
イントラミーティング
アルペン強化セミナー
アルペン強化セミナー
コンデショニングセミナー
救急法

札幌市北区民センター（予定）
北海道日本ハムファイターズ屋内練習場
中山峠
テイネハイランド
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
夕張
夕張消防署

2
2
2
2
2
2
2
2
2

日程 行事名 会場 単位 主催

【会員研修会等／支部主催行事】

北海道支部
北海道支部
北海道支部
北海道支部
北海道支部
北海道支部
北海道支部
北海道支部
北海道支部

2017年12月
　　　 3月

会員研修会
会員研修会

安比高原
未定

2
2

北東北支部
北東北支部

2017年12月18日～19日
2018年 2月末～3月初旬
　　　 3月初旬

会員研修会
会員研修会
会員研修会

グランデコ
猪苗代
山形蔵王

4
2
2

南東北支部
南東北支部
南東北支部

2017年12月14日
2018年 3月14日～15日
　　　 3月15日

イグザミナー伝達
ナイターポール
スキルアップ講習会

かぐら
石打丸山
石打丸山

2
2
2

関越支部
関越支部
関越支部

北
海
道
支
部

北
東
北

支
部
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2017年12月21日
　　　12月21日
2018年 1月 5日
　　　 1月 8日
　　　 1月 9日
　　　 2月 4日
　　　 2月

普通救命講習
スノーボードテーマ伝達・AM
アルペンスキーテーマ伝達（ナイター）
アルペンスキーテーマ伝達（ナイター）
志賀高原の自然セミナー
ナイターポールセミナー（第1回）
机上セミナー：講義

志賀高原
志賀高原
志賀高原
志賀高原
志賀高原
志賀高原
志賀高原

2
2
2
2
2
2
2

志賀高原支部
志賀高原支部
志賀高原支部
志賀高原支部
志賀高原支部
志賀高原支部
志賀高原支部

志
賀
高
原
支
部

南
東
北

支
部

関
越
支
部

2018年 2月19日 スノーボードスキルアップ講習会＆スノーボード技術検定・AM 志賀高原 2 志賀高原支部
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2017年12月10日
2018年 1月 8日
　　　 1月14日
　　　 2月中旬
　　　 3月14日～15日
　　　 3月中旬
　　　 4月下旬

アルペンスキー　テーマ伝達
アルペンスキー　テーマ伝達
レーシングセミナー（未経験者対応）
バックカントリースキー講習会　「第1回基礎知識講座　BCツアー体験コース」
アルペンスキー　テーマ伝達
バックカントリースキー講習会　「第2回基礎知識講座　BCツアー体験コース」
バックカントリースキー講習会　「本格BCチャレンジin立山!! 入門コース」

高鷲スノーパーク
ハチ高原スキー場
高鷲スノーパーク
立山山麓スキー場
未定
立山山麓スキー場
立山室堂～浄土山周辺BCエリア

2
2
2
4
4
4
4

西日本支部
西日本支部
西日本支部
西日本支部
西日本支部
西日本支部
西日本支部

2018年 3月 4日
　　　 3月 5日
　　　 3月
　　　 3月
　　　 3月

ナイターポールセミナー（第2回）
スノーボード　「あなたの悩み解消セミナー」・AM
デモセミナー
アルペンスキー競技「全山対策セミナー」
スノーボード　セミナー

志賀高原
志賀高原
志賀高原
志賀高原
志賀高原

2
2
2
2
2

日程 行事名 会場 単位 主催

志賀高原支部
志賀高原支部
志賀高原支部
志賀高原支部
志賀高原支部

2017年11月18日
　　　12月
　　　12月
　　　12月
2018年 1月
　　　 1月～3月
　　　 1月～3月
　　　 1月～3月
　　　 1月～3月
　　　　未定
　　　 2月26日
　　　 2月26日
　　　 3月20日
　　　　夏季

スキーインストラクターの為の将来設計セミナー
アルペンスキーテーマ伝達
スノーボードテーマ伝達
テレマークスキーテーマ伝達
アルペンスキーテーマ伝達
ポールセッティングセミナー
ポール体験セミナー
山岳セミナー
アルペンスキースキルアップセミナー
スポーツ傷害対策コンディショニング
テレマークスキー体験+テレマークスキー技術検定
スノーボードセミナー+スノーボード技術検定
日本赤十字社救急法短期講習会
ピスラボセミナー

ソニー生命ビル
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
木島平
木島平
菅平高原
未定

-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

長野北信支部
長野北信支部
長野北信支部
長野北信支部
長野北信支部
長野北信支部
長野北信支部
長野北信支部
長野北信支部
長野北信支部
長野北信支部
長野北信支部
長野北信支部
長野北信支部

2017年12月14日
2018年 1月中旬
　　　 2月中旬
　　　 3月下旬
　　　 3月下旬
　　　 5月下旬

テーマ伝達
レーシングセミナー
テーマ伝達
テーマ伝達
レーシングセミナー
山岳講習会

Hakuba47
エコーバレー
エコーバレー
未定
未定
乗鞍

2
2
2
2
2
2

長野中信支部
長野中信支部
長野中信支部
長野中信支部
長野中信支部
長野中信支部

2018年 2月
　　　 2月27日～3月1日
　　　 3月初旬
　　　 3月2日、12日～13日
　　　 3月6日～8日
　　　 3月9日～11日
　　　 3月13日～15日
　　　 3月中旬
　　　 4月10日

日程 行事名 会場 単位 主催【ステージⅠ検定会】
アルペンスキーステージⅠ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅠ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅠ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅠ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅠ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅠ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅠ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅠ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅠ検定会（検定）

未定
志賀高原
山形蔵王
菅平高原
神立高原
テングヤマ
未定
未定
安比高原

北東北支部
志賀高原支部
南東北支部
長野北信支部
関越支部
北海道支部
西日本支部
長野中信支部
教育部

-
-
-
-
-
-
-
-
-

2018年 2月27日～3月1日
　　　 3月初旬
　　　 3月 6日～8日
　　　 4月10日

スノーボードステージⅠ検定会（講習パート１、２、検定）
スノーボードステージⅠ検定会（講習パート１、２、検定）
スノーボードステージⅠ検定会（講習パート１、２、検定）
スノーボードステージⅠ検定会（検定）

志賀高原
山形蔵王
神立高原
安比高原

志賀高原支部
南東北支部
関越支部
教育部

-
-
-
-
-
-

2018年 3月2日、12日～13日
　　　 4月10日

テレマークスキーステージⅠ検定会（講習パート１、２、検定）
テレマークスキーステージⅠ検定会（検定）

菅平高原
安比高原

長野北信支部
教育部

-
-

2017年12月5日～7日
2018年 2月27日～3月1日
　　　 3月初旬
　　　 3月 2日、12日～13日
　　　 3月 6日～8日
　　　 3月13日～15日
　　　 3月
　　　 4月10日

日程 行事名 会場 単位 主催【ステージⅡ検定会】
ステージ Ⅱ基礎理論検定会
アルペンスキーステージⅡ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅡ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅡ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅡ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅡ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅡ検定会（講習パート１、２、検定）
アルペンスキーステージⅡ検定会（検定）

代々木・NYC
志賀高原
山形蔵王
菅平高原
神立高原
未定
未定
安比高原

教育部
志賀高原支部
南東北支部
長野北信支部
関越支部
西日本支部
北東北支部
教育部

4
-
-
-
-
-
-
-

2017年12月 5日～7日
2018年 2月27日～3月1日

ステージ Ⅱ基礎理論検定会
スノーボードステージⅡ検定会（講習パート１、２、検定）

代々木・NYC
志賀高原

教育部
志賀高原支部

4
-

志
賀
高
原
支
部

長
野
北
信
支
部

長
野
中
信
支
部

西
日
本
支
部

ア
ル
ペ
ン
ス
キ
ー

ス
ノ
ー

ボ
ー
ド

テ
レ

マ
ー
ク

ス
キ
ー

ア
ル
ペ
ン
ス
キ
ー

ス
ノ
ー

ボ
ー
ド



日程 行事名 会場 単位 主催

【ステージⅡ検定会】

2017年12月5日～ 7日
2018年 4月9日～12日

ステージ Ⅲ基礎理論検定会
アルペンスキーステージⅢ検定会（講習パート１、２、検定）

代々木・NYC
安比高原

教育部
教育部

4
-

2017年12月5日～ 7日
2018年 4月9日～12日

ステージ Ⅲ基礎理論検定会
スノーボードステージⅢ検定会（講習パート１、２、検定）

代々木・NYC
安比高原

教育部
教育部

4
-

2017年12月5日～ 7日
2018年 4月9日～12日

ステージ Ⅲ基礎理論検定会
テレマークスキーステージⅢ検定会（講習パート１、２、検定）

代々木・NYC
安比高原

教育部
教育部

4
-

【ステージⅢ検定会】

2017年11月26日～30日
2018年 4月 6日～ 7日
　　　 4月 9日

日程 行事名 会場 単位 主催

【デモンストレーター関連行事】

第39期デモンストレーター合宿
第40期アルペンスキーデモンストレーター選考会
SIAデモンストレーション

札幌国際
安比高原
安比高原

教育部
SIA
SIA

4
-
-

2017年11月28日～11月30日
　　　12月11日～12日
　　　12月13日～14日
2018年 4月10日～11日
　　　 4月10日～11日
　　　 4月10日～11日

日程 行事名 会場 単位 主催

【イグザミナー関連行事】

第39期イグザミナー合宿（第１回）
第39期イグザミナー合宿（第２回）
第39期イグザミナー合宿（第3回）
アルペンスキーイグザミナー認定会
スノーボードイグザミナー認定会
テレマークスキーイグザミナー認定会

札幌国際
志賀高原
山形蔵王
安比高原
安比高原
安比高原

教育部
教育部
教育部
教育部
教育部
教育部

4
4
4
4
4
4

2018年 2月26日
　　　 3月
　　　 3月
　　　 4月 6日～ 7日
　　　 4月 8日
　　　 4月 8日
　　　 4月 8日
　　　 9月

日程 行事名 会場 単位 主催

【会員親善会・その他大会等 】

ＡＰ・ＴＭ・ＳＢ合同ナイタースラローム大会～懇親会
南東北支部技術選
関越テクニカルアルペン選手権
第16回マスターズスキー教師選手権大会
スノーボード技術コンテスト
テレマークスキー技術コンテスト
会員親善GSL
ゴルフコンペ＆親睦会

木島平ドムハウス
猪苗代
神立高原
安比高原
安比高原
安比高原
安比高原
未定

長野北信支部
南東北支部
関越支部
SIA
SIA
SIA
SIA

-
-
-
-
-
-
-
-

2018年 4月 8日～10日
日程 行事名 会場 単位 主催

【公認学校長研修会】

公認スキー学校長研修会 安比高原 学校部4

2017年11月17日
日程 行事名 会場 単位 主催

【賛助会員・プレス関連行事】

賛助会員・プレス 懇談会・懇親会 インターコンチネンタル東京ベイ SIA－

2017年11月8日
　　　11月
　　　12月14日
　　　12月14日
　　　12月18日
　　　12月19日 予定
2018年 3月13日
　　　 3月

日程 行事名 会場 単位 主催

【支部全体会議・その他会議】

支部全体会議
支部全体会議
支部全体会議
支部全体会議
支部全体会議
支部全体会議
支部全体会議
支部全体会議

札幌エルプラザ
アルプ八幡平
ホテルスポーリア湯沢
白馬五竜・ペンション青い山
長野市もんぜんぷら座
志賀高原98会館
未定
猪苗代

北海道支部
北東北支部
関越支部
長野中信支部
長野北信支部
志賀高原支部
西日本支部
南東北支部

－
－
－
－
－
－
－
－

SIA NEWS VOL.1766

　　　 3月初旬
　　　 3月 6日～8日
　　　 4月10日

スノーボードステージⅡ検定会（講習パート１、２、検定）
スノーボードステージⅡ検定会（講習パート１、２、検定）
スノーボードステージⅡ検定会（検定）

山形蔵王
神立高原
安比高原

南東北支部
関越支部
教育部

-
-
-

2017年12月  5日～7日
2018年 3月2日、12日～13日
　　　 4月10日

ステージ Ⅱ基礎理論検定会
テレマークスキーステージⅡ検定会（講習パート１、２、検定）
テレマークスキーステージⅡ検定会（検定）

代々木・NYC
菅平高原
安比高原

教育部
長野北信支部
教育部

4
-
-

ス
ノ
ー

ボ
ー
ド

テ
レ
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ー
ク

ス
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ー

ア
ル
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ン

ス
キ
ー

ス
ノ
ー

ボ
ー
ド

テ
レ
マ
ー
ク

ス
キ
ー

関越支部・志賀高原支部
長野北信支部・長野中信支部

日程 行事名 会場 単位 主催



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）から出力し、使用してください。出力出来ない方は、SIA事務局に請求してください。

 主催支部 担当・所属校 連絡先 E-Mail／オフシーズン

北海道支部 支部長　佐藤 一臣  TEL 090-9758-2474 hsia@hotmail.co.jp
 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌 FAX 0134-61-3520 （TEL 090-9758-2474）

北東北支部 支部長　菅原 正人 TEL 0195-73-5978 masa.suga@outlook.jp 安比スキー＆スノーボードスクール FAX 0195-68-7062

南東北支部 支部長　田端　敦 TEL 0242-62-2831 bandaisa@nifty.com
 磐梯スキーアカデミー FAX 0242-62-4124 （TEL 090-3055-1046）

関越支部 支部長　井上 美知 TEL 025-787-0302 spooky@juno.ocn.ne.jp INOUE K2 プロスキースクール FAX 025-787-1837

志賀高原支部 支部長　芹川 正弘 TEL 0269-24-2180 seri@muh.biglobe.ne.jp
 ワイズスノースポーツスクール FAX 0269-24-2181 （TEL 047-458-7861）

長野北信支部 支部長　宮澤 具基 TEL 0268-74-2007 miyazawa@sacramento-pss.com
 菅平サクラメント･スキースクール FAX 0268-74-2007 （TEL 026-222-6502）

長野中信支部 支部長　高橋 裕之 TEL 0263-50-5009 sia_tyuusin@yahoo.co.jp
 Ski-est乗鞍 FAX 0263-50-5009 

西日本支部 支部長　宮本 光章 TEL 079-667-7817 hello@sports-net.co.jp
 SPORTS-NET PRO SKI SCHOOL FAX 079-667-7817 （TEL 06-6606-0899）

その他 SIA事務局 TEL 03-5542-5907 info@sia-japan.or.jp  FAX 03-5542-5908

【支部主催行事・問い合わせ先】

●会員研修会単位について
正会員は会員研修会に参加し、4年以内に8単位を取得することが必要です。計画的な単位取得と、資質向上のための会員研修会参加をお願いいたします。
※単位を確認される場合は、協会からの郵便物の宛名シールにてご確認ください。
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AM PM
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AM PM
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４/9
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AM PM

４/10
火

AM PM

４/11
水

AM PM

４/12
木

行 事 名

第40期アルペンスキーデモンストレーター選考会

第16回マスターズスキー教師選手権大会

スノーボード技術コンテスト

テレマークスキー技術コンテスト

会員親善ＧＳＬ

ステージ I 検定会(検定のみ)

ステージ II 検定会(検定のみ)

ステージ III 検定会

イグザミナー認定会(AP･SB･TM)

アルペンスキーデモ選強化セミナー

マスターズスキー教師選強化セミナー

スノーボード技術コンテスト強化セミナー（予定）

テレマークスキー技術コンテスト強化セミナー（予定）

障がい者スキー講習会

ＳＩＡデモンストレーション

イタリア技術講習会（予定）

イタリアレーシング指導者＆技術講習会（予定）

イタリア講演会（予定）

山岳安全講習会(ISIAカード対応)

スノースポーツ教師のための実践英語レッスン（雪上含む）

新規及び継承開校セミナー

公認スキー学校長研修会

賛助会員情報コーナー（ニューモデル試乗会含む）

賛助会員懇談会

クリーンキャンペーン

ウェルカムパーティー

スキーオリエンテーリング

ジュニアスキー技術コンテスト

SIAフェスティバル2018日程 安比高原

〈一般向け〉



石井 洋 さん
アルペンスキー・ステージⅡ

NEXT

石田 優季 さん 
アルペンスキー・ステージⅡ

SIA公認校で日々活動している
会員の方をリレー形式でご紹介

SIA NEWS VOL.1768

　SIA会員のみなさま、こんにちは。初滑りが一体い
つなのかよく分からなくなってしまった、志賀高原の若
き継承者（？）こと杉山スキー＆スノースポーツスクー
ルの石田です。冬は志賀高原、春は月山、夏秋は
乗鞍と年がら年中滑っていますが、年間滑走日数は
たぶん200日くらいしかありません。
　僕は高知生まれの高知育ちで、子供の頃はスキー
とは全く縁のない環境でした。大学3年のとき、趣味と
して登山をしていましたが、冬山で楽がしたいと思って
いきなり近くの雪山に中古で揃えたスキーを持って
行って文字通り「初滑り」しました。冬の登山靴にジル
ブレッタというオールドファッションで挑みましたが、当
然、ブレーキすらかけられず、藪に突っ込むこと数知れ
ず、スキーの魅力にハマったのは言うまでもありません。
思えばこの最初の挫折があったからこそ、ここまでス
キーに情熱を持ち続けられているのでしょう。
　もともと山屋でしたので、2年前にスキー教師となる前
はゲレンデではなく山ばかり滑っていました。11月の立
山、1月の白山、2月の十勝岳、3月の羊蹄山、4月の妙
高、5月の北アなど思い出深いスキー山行がたくさんあ
ります。ゲレンデで滑ることに疲れた方はぜひ自力で登っ
て滑る楽しみを見つけてみてはいかがでしょうか？
　ちなみにスキー以外にはクライミングや沢登りが好
きで、秋の短い間だけですが、バリバリ登っています。
上の写真は小川山という日本で一番有名なフリーク
ライミングの岩場で撮ったものです。
　今は乗鞍岳の肩の小屋という山小屋で仕事をし
ながら、乗鞍大雪渓でコブを滑り、トレーニングしてい
ます。リフトはないのですべて自力で担いで登って滑る
ことになりますが、夏はぜひ涼しい乗鞍へ来てみませ
んか？
　最後に、クライミングや山スキーに興味ある方、ぜ
ひ気軽にお声かけください。みなさまのスキーライフが
ますます充実されますように！！

　会員の皆様こんにちは。
北村スノースポーツスクールの石井です。
皆様、今年の夏は如何お過ごしされましたか？
　私は小布施出身で小さな頃からウィンタースポーツ
は身近ではありましたがスキーのインストラクターを目指
したきっかけは、20数年前に親しくしていただいている
方に手伝いに誘われたのが最初のきっかけでした。 
今まで、スポーツに関わる仕事に就くなんて思いもしな
かったので新鮮であり、同じ職場で熱くなれる仲間や
同僚といるのが楽しくてスキーにハマっていきました。  
そんな中で沢山の人との出会いや別れがあり、スキー
と離れる時期もありました。それでも今お世話になって
いる北村校長と出会いました。そして、優しくも厳しくもご
指導して頂き1人のインストラクターとしても人間としても
成長出来るのではないかと思います。
　インストラクターとして、大自然の中でスキーが出来
る魅力があり幸せを感じつつもお客様始め様 な々人
に支えられているという事を感じながらやっております。
　そして、その出会いや別れだけではなく熱くなれる幸
せや大自然の中で滑れ幸せを感じさせてあげたいと
いう思いを強く持ちながら自分も成長出来るこの仕事
を毎シーズン一生懸命やっていくつもりです。
これからも皆様、宜しくお願い致します。

NEXT

所属校／杉山スキー＆スノースポーツスクール 所属校／北村スノースポーツスクール

会員
紹介

石井 洋さんよりの次号紹介予定会員

田部井 誠さん（若林プロスキースクール）

石田 優季さんよりの次号紹介予定会員

高橋 左京さん
（菅平ハイランドスキースノーボードスクール）

吉津 高弘 さん
アルペンスキー・ステージⅢ／スノーボード・ステージⅡ

　会員の皆さん、初めまして！ ARSたかつえプロ
スキースクール所属の吉津高弘と申します。
　冬の間はスキー教師を、シーズンが終われば、
配管工（水道屋さん）として、水周りの工事をして
います。
　夏の間のトレーニングは、「走ること」をしていま
す。体幹（重心）を動かして走ることをトレーニング
していて、スキー・スノボにはもちろん、夏の趣味の
ゴルフにも効きそうです。ただ走るだけではもったい
ないので、ハーフマラソンやフルマラソンにも挑戦し
ようと思っています。
　昨シーズン、本当に多くの方の助けを借りまし
て、４０歳過ぎて始めたスノーボードで、ようやくス
テージⅡの認定をいただくことができました。本当に
ありがとうございました！！
　不器用で何事もできるようになるまですごく時間
のかかる自分、３０代後半事故で左目を失明して
見えない自分、そんなハンデキャップをプラスに変え
て、お客様にスキー・スノーボードを通じて、技術と
一緒に何か心にプラスになるものを持ち帰ってもら
えるような、スキー・スノーボード教師を目指してい
きたいです。
　もうあと少しで冬の便りが届きますね！皆さんも、
安全で楽しいシーズンをお過ごしください。今シー
ズンもよろしくお願いいたします。

NEXT

所属校／ARSたかつえプロスキースクール

吉津 高弘さんよりの次号紹介予定会員

國井 理裕さん（MZ白石スノースポーツスクール）



　私が提案するスキー教師を続けていくた
めの方法は、安比高原で働くことです。などと
言ったら、やはり怒られるでしょうか。さすがに
それは冗談ですが、自分自身では本気でそう
思っていたりもします。長野出身の私は、よく
お客様から質問を受けます。長野にはスキー

場がたくさんあるのになぜ安比なのか、と。そ
んな時は決まっていつも「環境が良いからで
す。」とお答えしています。しかし、ここで言う環
境という言葉に色 な々意味が込められている
ことまでは説明していません。全て話していた
らレッスン時間が終わってしまいますので(笑)
東北屈指、全国でも指折りの規模を誇る安
比高原リゾートで私は今、夏はゴルフ場に、
冬は本職のスキー教師としてスキースクール
に所属し、四季を通して働いています。ゴルフ
とスキーはちょうどシーズンが真逆ですので、
自社でどちらの施設も所持している安比で
は、このような効率のよい勤務形態が確立さ
れています。しかも安比の場合、ゴルフ場とス
キー場が車で５分ほどで行き来できる距離に
あるので、非常に通いやすいというのも特徴
です。まさにオールシーズンリゾートの理想形
ではないでしょうか。さらに、自社施設の利用

に際しては従業員優待が完備されていたり、
福利厚生もしっかりしているため、会社員とし
て働きながら安心して仕事としてのスキーを
続けることができています。
つまり環境の良さとは、立地によるスキー場の
コースや雪質の良さと、会社組織による働き
やすさと、地域性からくる生活のしやすさなど
を全て含めた言葉なのです。
　地元を離れるにあたり捨ててきたものは数
えきれませんが、それを補って余りあるほどのも
のを得たと思っています。(写真はその最たる
もので、宝物です)環境を変えることは簡単な
ことではありません。しかし、今あるものがずっと
そこにあるとは限りません。思いきった決断も、
時には必要なのです。

スキー教師を続けていくためのヒント
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NEXT

松澤 聖 さん
アルペンスキー・ステージⅢ
所属校／安比スキー&スノーボードスクール

松澤 聖さんよりの次号紹介予定会員

飯沼 勇樹さん（MZ白石スノースポーツスクール）

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 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 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 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 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 池田 祐久
池田 直樹 池田 有輝 王 万永 中釜 恵里 吉田 良作 鷲見 浩平 高田 徹 高田 万友美

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
ＹＡＭＡＧＡ ＢＬＡＮＫＳ
　yamaga-blanks.com/ski/
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/

デサントジャパン株式会社
　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
株式会社クアトロデザイン
　www.quattro.tokyo

株式会社ブルーモリス
　http://www.bluemoris.com/



体力と動作の科学⑪　スキーヤーの左右への動き（５）　大回転競技への挑戦
新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター

三浦 哲

　シーズン目前となりました。夏のトレーニングはいかがでしょうか？夏場は
陸上だけでなく、海外でのスキートレーニングも多くのチームが行っていま
すが、北半球の氷河では雪が解けたり、雪がつかなく、一時的にクローズし
ている話をよく目にしますので、冬の積雪も心配になります。さて、前々回に
急斜面カービングまで対応しましたが、今回は大回転競技に挑戦します。

【大回転への導入：急斜面カービングターンと大回転の比較】
（１）比較条件
　図１に大回転競技インターハイ上位選手とカービングターンのエキス
パートとの動作の分析・比較を示しました。これらを行った斜面は、同じ
斜面のそれぞれ中央と左端でした。滑走コースの振り幅は、大回転の旗
門が側方へ6.2ｍ・縦25.1ｍであり、カービングターンは側方幅4ｍ・縦26
ｍのマーカーを目印に滑走しました。大回転が深回りを要求されます。滑
走速度も大回転がカービングターンより速い結果でした。

（２）切り換え～ターン前半
　左右への運動として，切り換え時の体幹の内傾角は、大回転が19.7度
であり，カービングターンの4.8度より大きく、ターン前半の体幹、ターン外
脚および重心の内傾角も大回転がそれぞれ27.2度、49.9度、50.9度で、
カービングターンのそれぞれ17.3度、35.2度、40.5度よりも大きい結果でし
た。このことは，図2にみられる、大回転競技において，振り幅が広いこと
への対応として，より深い姿勢で切り換えていること、及び速度が速いこ
とへの対応として，ターン後半に体幹の外傾姿勢を維持すると同時に，次
のターン内側方向へと、より広い振り幅や速度に対応して左右の外傾姿
勢を素早く入れ替えていました。

（２）ターン中間～後半
　スキーがフォールラインへ向いたターン中間は、大回転とカービング
ターンで大きな違いは見られませんでした。ターンマキシマムの後半にか
けては、大回転がカービングターンよりも、わずかに、脚の内傾角が大き
く、体幹の内傾角が小さくすることで、雪面反力より素早い切り替えのた
めの重心の左右回りのモーメントを得る姿勢といえます。

【指導のための示唆】
　これらを表1にまとめました。大回転競技を行う際には、切り替え時に
体幹を（角度的には先行されていますが、先行するというよりは）深い姿
勢で維持することで、次のターン姿勢を素早く生み出すことができます。
ターン前半には、内傾角を大きくして素早くターン姿勢をつくりますが、
前々回記事と同様に、急斜面カービングターンでのターン前半姿勢を生み
出すために側方からの力を得ることが必要となり、その練習でのギルラン
デや、そうしたポールセットトレーニングも有効でしょう。ターン後半に
は、次のターンのための準備を行うために、体幹を傾けすぎず、維持しつ
つ、脚の内傾はターン速度や回転弧に合わせて深めることで、比較的ス
ムーズにポールセットに入ることができる可能性があります。急斜面で上
級者が大回転競技へ挑戦する際の指導ポイントの一つの素材となりそう
です。

【参考資料】　三浦哲，三浦望慶（2006）北方圏における冬季スポーツに関する研究－スキー運動を中心として－、第2章動作分析によるスキーヤーの動作習熟段階、竹田
唯史編、中西印刷株式会社，pp．31-41．

図１　大回転とカービングターンとの左右への運動の比較

図２　大回転における左右への姿勢の入れ替え

表１　カービングターンと大回転競技の動作の比較

後　半

切り換え

前　半

a．大回転 b．カービング
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　一般のお客様を対象としたメダル検定推進を目的に実施しています。
　今シーズンは、1月14日、2月11日、3月11日を「検定の日」として、公認校にお
いて、各種メダル検定を推進致します。

　毎月１０日と２５日２回公認校で一斉にスキ－場や周辺のゴミ拾いを実施致し
ます。SIAフェスティバル期間中にも実施を予定しています。ご協力よろしくお願
い致します。

　ＳＩＡでは、ＩＳＩＡ加盟国において、各国が実施するスノースポーツ研修へ参
加した会員へ補助金（年間予算枠内で）を支給しています。海外で研修の予
定のある方は是非ご利用下さい。
　補助の内容は以下の通りです。
［目的］

［対象］

［申込］
［補助］

ISIA加盟国（日本を除く）での資格取得や研修会に参加する
SIA会員のために、協会として補助金を出し、会員の資質向上を
図ること。
下記の項目を全て満たしている者。
１．ＳＩＡ正会員で、会費納入・セミナー参加など会員の義務を果た
している者。

２．所属スキー学校長の推薦状を提出できる者。
３．ＩＳＩＡ加盟国（日本を除く）で資格取得や研修会等に参加し、
当該国による参加証明書を提出できる者。

４．参加行事の報告書（リポート）を提出できる者。
所定の用紙に自筆で記入し、総務部宛に申し込む。
旅費規程の第２号表海外派遣の項のＣを適用し、航空運賃の
３０％を補助する。

　レルヒ少佐が日本で始めてスキ－指導した日を記念
して、公認校でミニ式典と初心者を対象とした特別講
習会等の開催をお願い致します。
　来たるシーズンも、全国スキー安全対策協議会、一
般財団法人日本鋼索交通協会、公益財団法人全
日本スキー連盟、公益社団法人日本プロスキー教師
協会、一般社団法人日本スポーツ用品工業協会、日
本スキー産業振興協会の６団体で協力して推進して
参ります。

教育部 障がい者スキー委員会
（「障がい者スキー認定教師」が指導する場合に限定いたします）
　現在、公認スキー学校を対象にモノスキー、バイスキー、アウトリガー貸出しを
行っています。
　利用する障がい者や他の滑走者の安全確保のため、用具の貸出について
は、用具の知識や技術等を有する障がい者スキー認定教師が指導する場合に
限定させていただきます。
　各公認校で認定教師不在の場合は、来期の認定会にご参加いただくか、障
がい者スキー認定教師をお持ちの方に指導をご依頼いただくようにお願いいたし
ます。
〈用具の種類〉
モノスキー、バイスキー、アウトリガー
〈料金〉
１点につき1日3,000円。この他に往復の送料をご負担いただきます。
〈申込方法〉
所定の申込書に必要事項を記入の上、　SIA事務局当てに提出してください。

教育部
　ヨーロッパや北米では、一般スキーヤー/スノーボーダーのヘルメット着用率が
80%を超えています。イタリアでは子どもの着用は法律で義務化されているなど、
ヘルメット着用があたりまえになっております。
　ヘルメットは転倒や衝突の危険から頭部を、そして生命を保護するための必
須アイテムですが、日本では、ヘルメット着用率は未だ10%程度であるとされてい
ます。徐 に々増加傾向にあり､今後、安全意識のさらなる高まりに合わせて、ヘル
メットの普及が進んでいくと思われます。
　「安全なスノースポーツをSIA」をモットーに
掲げて活動しているSIAとしても、ヘルメットの普
及強化を進めており、来期より、全ての雪上行
事参加者（会員は義務化、一般参加者には
推奨）に対して、「ヘルメット着用の義務化」を
推進することといたしました。
　ご理解とご協力をいただきますようお願いいた
します。

　世界に通用するインストラクターを目指すSIAをアピールし、ISIAの傘下である
事のPR & PROFESSIONALだからこその安心をテーマに公募を行った結果、
SIA会員の板谷重宏さんのデザインが採用となりました。

お 知 ら せ
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検定の日について

クリーンキャンペーンについて

制作物デザイン画

海外研修補助金制度について

１/１２ スキーの日について

ＳＩＡ障がい者スキー用具貸出について

「ヘルメット着用の義務化」について



SIA NEWS VOL.17612

メダル検定員資格について
来るシーズンより下記の通り変更となります。
各種目とも、ステージⅢ＝ゴールドまでの全検定、ステージⅡ＝シルバーまで、ステージⅠ＝ブロンズまでと統一されます。
例外として、テレマークは新設して間もないため、現状ではステージⅡ＝ゴールドまで、ステージⅠ＝シルバーまでとなっています。

2017-2018指導実習テーマ

「実技・指導実習検定」参加予定会員の皆様
今回の指導法テーマ発表は検定合格のためだけではなく、今シーズンの実際の活動の中で「指導力向上」を考えてシーズン前に発表させて頂きました。
検定会においては、シーズンを通して研究を積み重ね、SIA教師として公式ブックに沿った指導とオリジナル指導の素晴らしい指導法の発表をお願いいたします。
※ステージⅢについては試験会場での発表となります。
〈アルペンスキー・ステージⅠ〉
　１．プルークファーレンからプルークボーゲンの導入
　２．プルークボーゲンからＡパターンで初歩パラレルへ導入
　３．プルークボーゲンからＢパターンで初歩パラレルへ導入
　４．ストックワークの導入
　５．初歩パラレルから基礎パラレルロングへの導入
　６．基礎パラレルショートの導入

〈アルペンスキー・ステージⅡ〉
　１．基礎パラレルターンロング（ズレ大）から
　　ずれの少ないパラレルターンロングへの導入
　２．基礎パラレルターンショート（ズレ大）から
　　ずれの少ないパラレルターンショートへの導入
　３．上下動を使ったロングターンの導入
　４．ベンディングを使ったロングターンの導入
　５．ジャンプを使ったショートターンの導入
　６．ウェーデルンの導入
　７．外足の捉えが弱いスキーヤーに対しての指導

　　ポール体験中回転シングルポール
　　セッティングの目安⇒ インターバル１４ｍ～２３ｍ程度１５期門程度

〈スノーボードステージⅠ〉
　１．片脚装着での滑走から停止の指導（両サイド）
　２．斜め横滑りへの導入（両サイド）
　３．ギルランデ浅回りから深回りの指導（ヒールサイド）
　４．ギルランデ浅回りから深回りの指導（トウサイド）
　５．ずれの多いターンの導入（両回転）
　６．スライディングターンの導入（連続）

ステージⅢ
ゴールドまで

ゴールド

国際スキー
技術検定

ジュニア国際
スキー技術検定

シニア国際
スキー技術検定

スノーボード
技術検定

アルペンスキー スノーボード

テレマーク
技術検定

テレマークスキー

ゴールド

シルバー

セミゴールド

ゴールド

シルバー

セミゴールド

シルバー

セミシルバー

ブロンズ ブロンズ

ゴールド

シルバー

ブロンズレッド
イエロー
グリーン

セミブロンズ

ゴールド

セミゴールド

シルバー

セミシルバー

ブロンズ

セミブロンズ

ステージⅡ
シルバーまで

ステージⅡ
ゴールドまで

ステージⅠ
ブロンズまで

ステージⅠ
シルバーまで

〈スノーボードステージⅡ〉
　１．ロングターンからショートターンへの導入（両脚操作）
　２．ロングターンズレからキレへの導入（両脚操作）
　３．後ろ脚操作ターンに必要な運動要領を説明および指導（ターンサイズ自由）
　４．ショートターンへの導入（後ろ脚操作）
　５．前脚操作ターンに必要な運動要領を説明および指導（ターンサイズ自由）
　６．ショートターンへの導入（前脚操作）
　７．スライドスイッチの導入（両サイド）
　８．オーリーとノーリーの習得後の指導

〈テレマークスキーステージⅠ〉
　１．テレマーク基本姿勢の指導
　２．Ａパターンで基礎テレマークターンへ導入
　３．Ｂパターンで基礎テレマークターンへ導入
　４．スムーズなテレマークターンのための練習項目を3つあげて、指導
　５．不安定なテレマークスキー姿勢になる原因を一つ上げ、改善するための指導

〈テレマークスキーステージⅡ〉
　１．フロントステップターンの有効性を説明と導入
　２．バックステップターンの有効性を説明と導入
　３．ターン孤を洗練させる説明と導入
　４．ショートターンへの導入
　５．安定感のあるショートターンへの導入
　６．切り替えで両脚が揃って止まってしまう改善の指導　
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ステージⅡ・Ⅲ選択種目について

実技・指導実習検定会受検時「選択種目認定証の写し」提出について、来るシーズンより下記のようになります。

実技検定種目　変更点について

〈アルペンスキー・ステージⅡ〉「総合滑降」
　教師検定基準「3 つのターン種目を使っている。
　（パラレルターン・ロング／ショート、踏み換えターン）」
　→「ターンリズムを変化させている｡」と変更する。
　　踏み換えターンを含まなくて良い。
※アルペンスキー・ステージⅢの総合滑降は従来通りとする。

〈テレマークスキー・ステージⅢ〉
　　「総合滑降」→「総合滑降（規制）」
　　「不整地フリー」→「フリー滑降（不整地含む）」
　　とする。総合滑降（規制）はリズム変化の規制を行う。

〈スノーボード・ステージⅡ〉
　　「ショートターン」→「ショートターン（両脚操作）」とする。

〈スノーボード・ステージⅢ＞
　　「ショートターン」→「ショートターン（不整地を含む）」とする。

実技検定会時に行う基礎理論科目について

〈ステージⅠ〉
　「教師の心得」（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー３種目共通）
　※FISルール10箇条含む
　「対象に応じた指導法・技術検定」
　（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー種目別）

〈ステージⅡ〉
　「スノースポーツの変遷」
　（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー種目別）、
　「指導者論・技術検定」
　（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー種目別）

〈ステージⅢ〉
　「施設経営論」（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー３種目共通）
　「技術論」（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー種目別）
　※従来の「FISルール」から「技術論」に科目変更となります。

アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキーイグザミナー

複数種目のイグザミナー資格保持者　イグザミナー認定料変更について
•複数種目でも1種目分の料金とする。
　１種目の認定料を8,000円とし、２種目以降は無料となります。
•認定料を納めるタイミングの優先順位は、下記の更新時とします。
　アルペンスキー＞スノーボード＞テレマークスキー

アルペンスキーイグザミナー認定資格

ステージⅢ取得後3年　→　ステージⅢ取得（直後）とします。

〈ステージⅡ〉　※変更なし
• 新規受検
　「選択種目認定証の写し」の提出は不要です。
•再受検（実技・指導実習検定会を受検中）で
　「選択種目認定証の写し」未提出の方
　アルペンスキー＝国際スキー技術検定セミ・シルバー以上
　　　　　　　　または同等の技能検定（SAJ3級以上）
　スノーボード＝スノーボード技術検定セミ・シルバー以上
　　　　　　　または同等の技能検定（SAJ・JSBA3級以上）
　テレマークスキー＝テレマークスキー技術検定シルバー以上
　　　　　　　　　または同等の技能検定（TAJレベルⅠ以上）

各検定会

• 保険料・事務手数料等の必要経費は発生します。
•受験者教育の講習会参加費は他の参加者同様となります。
　例：アルペンスキー・ステージⅢ有資格者が、
　　　スノーボード・ステージⅠを受験する場合
　　　スノーボード・ステージⅠ検定会　受験者教育パート１＝有料
　　　スノーボード・ステージⅠ検定会　受験者教育パート２＝有料
　　　スノーボード・ステージⅠ検定会　検定受験料＝無料
　　　必要経費（保険料・事務手数料等）＝有料

他種目有資格者は検定会実技の検定料を免除します。

第40期アルペンデモンストレーター選考会
第16回マスターズスキー教師選手権大会
スノーボード技術コンテスト
テレマ―スキー技術コンテスト

2017年11月10日頃
　SIAウェブサイトで種目を発表します。

2018年1月25日発行　SIAニュース
　タイムスケジュール、競技種目説明、着眼点、使用コースなどを発表します。

〈ステージⅢ〉　※変更あり（新規受検は不要）
• 新規受検
　「選択種目認定証の写し」の提出は不要です。
•再受検（実技・指導実習検定会を受検中）で
　「選択種目認定証の写し」未提出の方
　アルペンスキー＝国際スキー技術検定シルバー以上
　　　　　　　　または同等の技能検定（SAJ2級以上）
　スノーボード＝スノーボード技術検定シルバー以上
　　　　　　　または同等の技能検定（SAJ・JSBA2級以上）
　テレマークスキー＝テレマークスキー技術検定シルバー以上
　　　　　　　　　または同等の技能検定（TAJレベルⅠ以上）

新規及び継承開校支援 自分のスクールを立ち上げませんか

ＳＩＡは新たにスクールを開校したいと考えている会員の方々を応援し、様々なセミナーや情報の提供を通して「夢の実現」へむけてバックアップいたします。
これまで培ってきた経験を基に自分らしいスクールの創設を考えてみませんか。
新規開校までのプロセス

校長になるための条件
〇ステージⅢ取得後3年以上の実務経験
　（3年未満の場合は新規開校セミナー
　 の受講により条件取得可）

〇技術、知識、品位、人格において
　優れていること
※30歳以上の年齢規約は無くなりました

活動するスキー場との契約
スタッフの確保

必要書類を用意し、
公認申請書を提出
所定金額を預託する

開校するための
準備

新規公認申請 学校部で審査（面接を含む）、
理事会の議決を経て

公認決定

第1回新規及び継承開校セミナー
■日　　時／4月8日　9:00～12:00
■場　　所／ホテル安比グランド　
■参加費用／¥1,000
公認決定までのプロセスや起業計画案（指導メソッド・学校運営／経
営）の作成方法、開設に関係した様々な情報の共有などを予定してい
ます。新たなチャレンジへの最初のステップとして参加してください。
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著者：呉羽 正昭

スキーリゾートの発展プロセス　日本とオーストリアの比較研究

　SIA NEWSの読者は、様々な形でスキーリゾート産業に関わっているだろう。本書は、日本及びオーストリア
について、スキーリゾートの研究成果をまとめたものである。専門書であるが、文体は平易で読みやすい。豊富な
グラフや一覧表が理解を助け、解説にも説得力がある。
　国内では、長野県の菅平、乗鞍、黒姫高原、群馬県の片品村、北海道のニセコについて、詳しく分析している。
日本のバブル期のような急激な発展がなかったオーストリアでは、中長期的な視野で、地域の個性を生かしたリ
ゾート開発が行われてきた。著者は、両国の比較を通して、日本のリゾートが参考にすべきヒントを探っている。そう
いえばSIAも、その黎明期にオーストリアのスキー技術をお手本とした。本書をスクールに1冊置いてみてはどうだろ
う。吹雪でリフトが動かない時に読んでみよう。日本のスキーリゾート再生のヒントが得られるかもしれない。

（SIAステージⅢ講師　平井史生）

ISIAワッペン
〔横78㎜×縦61㎜〕
SIA正会員のみ販売
       864円（税込）

エンブレムワッペン
（ブレザー用）
〔横68㎜×縦70㎜〕
SIA正会員のみ販売
    5,400円（税込）

エンブレムワッペン
（スキーウエア用）
〔横63㎜×縦58㎜〕
SIA正会員のみ販売
       864円（税込）

会員バッヂ
SIA正会員のみ販売
     1,285円（税込）

【送　料】
1枚＝82円、
2～5枚＝160円

ワッペン／エンブレム／会員バッヂ

「スノーボードティーチングブック」改訂版

平成18年に発刊した指導者向けスノーボードティーチング
ブックの改訂版。今回は、スノーボードのターンの仕組みを2
部構成で分かりやすく解説。指導者としてスノーボードを伝え
て行く上で、横向きである 以上避けられない事実を踏まえ、
初心者からの指導手順を掲載しています。

平成21年11月
1,080円（税込）※SIA会員・準会員のみ販売
1冊＝164円、
2～5冊＝360円
6～19冊＝お問い合わせください
20冊以上＝無料

【発行日】
【価　格】
【送　料】

【発行日】平成29年4月　【定　価】3,456円（税込）（A5判、232ページ）　【発行元】二宮書店
〈会員割引のお知らせ〉　ご購入希望の方は、下記の発行元にご連絡いただきSIA会員である旨をお伝えください。
　　　　　　　　　　 　【会員価格】3,200円（税込、送料込）　【連 絡 先】二宮書店　03-5244-5850　　

720円（税込）
無料

【価　格】
【送　料】

最新のオーストリアスキー教程の日本語版。キッズスキーから
スノーボードまで、スノースポーツ全般の教程。スキーを教える
ためのプロセス満載です。指導者はもちろん、技術志向の方
も必見の内容です。

最新オーストリアスキー教程 SIAテレマークスキー指導体系

実業之日本社www.j-n.co.jp/ski/
平成19年11月15日
1,620円（税込）
1冊＝360円
2～19冊＝お問い合わせください
20冊以上＝無料

【発　行】
【発行日】
【価　格】
【送　料】

準備過程から応用過程まで、連続写真とアドバイスを一連
で解説。

720円（税込）
※SIA会員・準会員のみ販売
1冊＝164円
2～5冊＝360円
6～19冊＝お問い合わせください
20冊以上＝無料

【価　格】

【送　料】

トッププロ・SIAデモが教えるスキーの基本

今から始める、再び始めるスキー。
基本がわかれば確実にうまくなる。現代のスキーを知る！
プルークターンで理解を深める。
本格的なカービングターンを描く。
大人スキーヤー必読の書！

実業之日本社　http://www.j-n.co.jp/ski/
平成21年12月15日
1,404円（税込）
1冊＝164円
2～3冊＝360円
4～19冊＝お問い合わせください
20冊以上＝無料

【発　行】
【発行日】
【価　格】
【送　料】

「SIA公式スキー＆スノーボードメソッド」
DVD付属

角付けと重心移動を基本要素として使っ
た、安全かつ効率良い指導理論を誌面
と映像で展開。アルペンスキー、スノー
ボード、テレマークの3種目に対応する最
新の技術指導書です！！

SIAステッカー

【発行日】平成24年11月
【定　　価】3,456円
【会員価格】2,962円

販売物紹介

書籍紹介

◆現金書留の場合・・・送付先
　〒104-0032東京都中央区八丁堀2-2-9 コバキンビル3F
　公益社団法人日本プロスキー教師協会

◆銀行振り込みの場合・・・振込先
　三井住友銀行京橋支店　普通預金　7098636　公益社団法人日本プロスキー教師協会
　※送付先等を FAX.03-5542-5908、若しくは E-mail: info@sia-japan.or.jp でご連絡ください。

◆郵便局「払込取扱票」の場合・・・振込先
　東京 口座記号 00100‐7 口座番号
　53８041 加入者名 公益社団法人日本プロスキー教師協会

　日頃のレッスンでは様々な工夫を凝らし、個性的なレッスンをされている
と思いますが、そのベースとなっているのは「SIA公式スキー＆スノーボー
ドメソッド」です。最近の用具の変化がその操作や指導課程にも影響を
及ぼし、それらが新教程発行のコンセプトを形成している事はご承知の通
りです。
　公益社団法人となったＳＩＡに今求められるのは、協会の所属会員が
同じ意思を持って、公益の責任を果たすことです。すなわち、“SIAの理
念”の下に「SIA公式スキー＆スノーボードメソッド」に則り、お客さまに喜
ばれる技術指導を行う事です。「SIA公式スキー＆スノーボードメソッド」
は、会員必携の書として、全会員が購入していただきますようお願い申し
上げます。

所定の申込用紙に料金と送料を添えて、現金書留で若しくは銀行振込でSIA事務局へお申し込みください。
申込
方法
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　TEL. 03-5542-5907　FAX. 03-5542-5908
　URL　   http://www.sia-japan.or.jp
　E-mail　info@sia-japan.or.jp

問 合 せ

／公益社団法人 日本プロスキー教師協会（S I A）
／中島英臣
／井上裕明
／奥村治　横元信明　江畑昌英　杉山公信　山口圭　
　宮崎哲　高塚彩　大峡慎吾　里中英二

発 行 元
発 行 人
編 集 人
編集スタッフ

〈次号予告〉 次号SIAニュースVol.177は平成30年1月25日発行予定です。
　　　　　　お届け先については「宛名ラベルの見方」をご覧ください。

会長コラム 1
会員研修会規定運用に関する説明 2
SIA総合補償制度 3
第39期行事スケジュール 4～7
会員紹介 8
スキー教師を続けていくヒント、SIA賛助会員一覧 9
体力と動作の科学⑪ 10
お知らせ 11
メダル検定員資格について、2017-2018指導実習テーマ 12
検定種目変更について、イグザミナー認定資格変更について、
新規及び継承開講支援 13

お知らせ 14・15

　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

宛名ラベルの見方

●「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
修了と公認スキー学校に所属していることが必
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）
　○＝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／39＝39期の会費が未納です。
　◆会費／39 38＝39期及び38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
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̶ 安比高原を満喫するオススメ宿泊プラン ̶

■ 朝食付/滞在中リフト券付★滑り放題プラン ★チェックイン当日の朝からチェックアウト日営業終了
　まで使えるリフト券付き！（ナイター含む）

～思いっきり安比のゲレンデを楽しみたい方にオススメのプランです～

高性能の人工降雪機
新たに14基導入!!

●期間／期間／2017年12月23日（土）～2018年3月24日（土）
　　　　※12/30（土）～1/2（火）を除く
●対象／ホテル安比グランド本館・タワー・セミスイート、安比グランドヴィラ３、
　　　　安比グランドヴィラ１・２、安比グランドアネックス
●内容

★他特典としてレンタル割引付き
※1室大人2名利用の場合の参考料金です。★詳しくは をご確認ください

〈商品コード：G-2128〉

●安比高原スキー場 ☎0195-73-5111 ●安比グランド予約センター（9：00～19：00）☎0195-73-5010

朝食 滞在中有効な
リフト券

温泉温泉
白樺の湯入湯券
（宿泊日当日のみ有効）

● 安比グランドアネックスに1泊２名でお泊りの場合

１泊朝食付き お一人様１泊…15,380円～

2連泊なら…………〈1泊あたり〉¥2,240
3連泊なら…………〈1泊あたり〉¥3,380

ホテル
宿 泊

Android端末や
iPhoneからも簡単に
宿泊予約が可能です!

例 え ば

連泊でよりお得に！

〒028-7395 岩手県八幡平市安比高原 

最新情報掲載
中！ 詳しくはHPをCHECK!

2017-2018 Winter  12/2㈯OPEN！！

お得に！

これまでより大きく性能向上した人口
降雪機の導入で、12月初旬のゲレンデ
オープンが可能となります！

◎人工降雪機での降雪範囲
　白樺ゲレンデ（40,000㎡）
　滑走距離1,000ｍ、コース幅40m

コース総延長距離45.1kmの圧倒的スケールと
多彩なアクティビティ




