
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」

　三笠宮妃殿下にお話を伺うの
が大好きだ。時折御本邸に伺って、
いろいろなお話を聞かせていただく
のが私にとっては至福のときである。
戦争というつらい過去がありながら
も、妃殿下が紡がれるお話は、いつ
もご家族や周りの方々への慈愛に

満ちていて、暗さを感じさせることがない。少女時代のこと、ご結婚さ
れた当初の失敗談、殿下とお出かけになられた国内外の旅の逸
話など、ご記憶は今でも色鮮やかで、私も同じ場にいてそれを拝見
させて頂いているような気分になる。
　父に初めてスキーをおさせになったのは三笠宮妃殿下である。
子どもたちの体力強化のためにスキーがよろしかろうということになり、
上二人だけを連れて行こうとしていたら、お小さい桂宮殿下が「ぼう
もいく」と涙ながらに言われたので、かわいそうになってお三方お連
れになったそうだ。

　子どもたちのためにと始められたスキーだったが、妃殿下も一緒に   
なさっているうちに、すっかりスキーがおもしろくなられたという。父がお誘
いになって、立山、定山渓、八甲田など様 な々山に登られてもいる。
　私がとても好きなのが、八甲田に行かれたときのお話である。折し
もその日は猛吹雪。なかなか進めないし、とにかく寒い。同じ班の人
が、「妃殿下、大丈夫でいらっしゃいますか？」と声をかけると、妃殿
下が口に出されたのは衝撃の一言。「そうね、タクシーを呼んでくだ
さる？」この山奥にどうやってタクシーを呼んだらいいというのか。みん
などうしたらいいのかわからず、完全に下を向いて固まったそうだ。
　別に妃殿下は皆を困らせようとか、おもしろいことを言おうとされた
のではない。「だって、本当に進退窮まったという感じでね、あのとき
ほどタクシーが呼べたらと思ったことはなかったわ」ということらしい。
　昔はとてもお体が弱かったという妃殿下。ご家族一緒にスキーが
出来るというのは、大きな喜びでいらしたに違いない。親子三代の 
スキー旅行をしてみたかったなと今になって思うのである。

総裁  彬子女王
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会長　中島 英臣シーズンを振り返って
　雪を心配したシーズンも、おおむね雪不足
に悩むことなく、良い状況でシーズンを終了で
きたのではないでしょうか。インバウンドの影響
も、今まで外国人を見かけることのなかったス
キー場にまで出てきているようです。低迷して
いるスキー場にとっては良いことなのでしょう

が、反面、様々な問題があるという報告も多くなってきています。この問
題については、我々SIAだけではなく、SAJを含む関係者、関係省庁と
共に問題の解決に向け、現在取り組んでいます。SIA独自でも、我々の
公認校があるスキー場で外国の方々がスクールを開校していることへ
の対処や、外国の方々がSIAの資格を取得できるようにするなど、早期
の対処が必要になってきています。この件に関しては、6月中旬にISIA
の総会があるので、日本のスキー場でスクールを開校している各国の
関係者と話し合いを行う予定です。
　さて、今年のフェスティバルでは残念ながら、デモンストレーター選考
会は天候に恵まれませんでした。それでも、安比高原スキー場の協力
と、我々協会の役員含め関係者皆さんの協力で、選考会参加者の実
力が発揮できるようなバーン作りを行い、無事終了することができました。
デモンストレーターに認定された方々はSIAの顔として恥じない行動と、
会員や賛助会員にとって、魅力あるデモンストレーターになっていただき
たいと思います。そして、イグザミナーとして認定された方々は、SIAの会

員を導く役目を担っていくことになります。つまり、技術はもちろんのこと
SIA会員ひとりひとりを「スノースポーツの楽しさを広める伝道者」にする
ということです。雪のあるシーズン中はもちろん、オフシーズンにおいても、
日 そ々のことを心に刻み頑張っていただきたいと思います。
　フェスティバル期間中は、理事全員も毎朝6時30分頃から理事ミー
ティングをしています。各部が実施している行事についての報告をし、問
題点があれば解消しながら毎日をスタートしていました。理事全員が共通
する認識の元、フェスティバルの参加者が怪我無く、安全に各行事へ参
加することを願っていたわけです。それでも、残念なことに今回、怪我人が
出てしまいました。怪我をなさった会員の早期快復を願っております。
　フェスティバルでは、うれしいこともありました。今年はイタリアからロベル
ト・デメッツ氏とダニエル・ドリゴ氏の2名の方を招聘しました。お二人の
雪上での講習会と屋内での講義は大変好評だったこと、そして、ジュニ
アスキー技術コンテストの参加者が増えたということです。
　また、課題もあります。資格取得希望者の減少です。今後の協会の運
営にも響いていく大きな問題です。我々執行部だけでなく、全会員一丸と
なり取り組んでいくべき大きな課題です。ぜひ、協力をお願いいたします。
　最後になりましたが、今回も御公務でお忙しい中、SIA総裁であられ
る彬子女王殿下にお成りいただいたことを心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。
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任意団体として発足した

昭和43年（1968年）11月から半世紀

公益社団法人 日本プロスキー教師協会は

みなさまのご理解とご支援のおかげで

50周年の節目を迎えることになりました。

1968年3月「第1回プロスキーフェスティバル」の模様。
組織作りの機運が高まり、1968年11月30日の設立へと向かいました。

【日　　時】2018年11月16日（金）
　　　　　13:30～15:00記念式典、 15:30～17:30祝賀会
【会　　場】ホテルインターコンチネンタル東京ベイ

〈祝賀会へのご参加について〉
【申込締切】10月16日（火）
【参 加 費】10,000円　当日、受付にてお支払いください。
【受　　付】15:00～15:20
【申込方法】賛助会員（法人・個人）・関係団体・学校長・表彰される方
　　　　　等には、直接ご連絡いたします。
　　　　　会員・準会員（および同伴者）の方は、SIAホームページ
　　　　　（www.sia-japan.or.jp）よりお申し込み下さい。

【日　　時】2018年11月16日（金）

創立５０周年記念式典・祝賀会  開催



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

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

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　・消防署上級救命講習　・日本赤十字社救急法一般講習
・消防署応急手当普及員養成講習　・日本赤十字社救急法救急員養成講習
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【会場】岩手県・安比高原スキー場　　【主催】公益社団法人 日本プロスキー教師協会
【後援】外務省・スポーツ庁・イタリア大使館・イタリア政府観光局・岩手県教育委員会・八幡平市・八幡平市教育委員会・八幡平市観光協会
【協賛】ＳＩＡ賛助会員・株式会社岩手ホテルアンドリゾート　　【協力】ＳＩＡ北東北支部

SIAフェスティバル2018 in 安比高原
開催報告

S I A  F E S T I V A L  2 0 1 8  i n  A P P I  K O G E N  :  R E S U L T

【協賛】ＳＩＡ賛助会員・株式会社岩手ホテルアンドリゾート　　【協力】ＳＩＡ北東北支部【協賛】ＳＩＡ賛助会員・株式会社岩手ホテルアンドリゾート　　【協力】ＳＩＡ北東北支部

※所属は認定時のもの

可児　徹
ISG Ski Academy SUGADAIRA

デモ認定7期

佐々木　常念
戸隠フランススキー学校
デモ認定22期

古谷　正臣
札幌NEスキースクール
デモ認定17期

長谷川　勝彦
高鷲スノーパークスクール

デモ認定4期

藤本　剛士
サニープロスキースクール

デモ認定11期

今　元将
大鰐スキースクール
デモ認定5期

松崎　健克
木島平プロスキースクール

デモ認定2期

髙本　稔
SAPPORO SNOW SCHOOL

デモ認定12期

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6期

的場　佑樹
高鷲スノーパークスクール

デモ認定4期

岡本　大樹
ヨーデルスキー学校
デモ認定2期

井上　強
ハチ高原スキーアカデミー

デモ認定2期

左近　一平
オニコウベスキー＆スノーボードスクール

デモ認定2期

佐伯　知彦
立山アドベンチャープロスキースクール

デモ認定2期

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7期

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4期

小上　理恵
木島平プロスキースクール

デモ認定7期

福田　咲
菅平ハイランドプロスキースノーボードスクール

デモ認定9期

阿部　理沙
スクエアスキーレッスン
デモ認定5期

田中　宏典
苗場スノースクール
デモ認定3期

國井　理裕
ＭＺ白石スノースポーツスクール

デモ認定3期

佐藤  寛
エコーバレースノースポーツスクール

デモ認定3期

塚田　洋平
Wing Pro Ski School

デモ認定3期

アルペンスキー男子

ALPINE SKI
MENS

エコーバレースノースポーツスクール

アルペンスキー女子

スノーボード
※第39期より引き続き認定

エコーバレースノースポーツスクール

テレマークスキー
※第39期より引き続き認定

ALPINE SKI
WOMENS

TELEMARK
SKI

SNOW
BORAD



所　　属　　校順
位 選　手　名 資 格

総合成績

得点

ショート（コブ）フリー滑走 総合滑降

得点 順位 得点 順位順位 得点 順位
 260 1
 256 2
 253 3

 266 1
 259 3
 260 2

 266 1
 258 2
 248 4

 792 1
 773 2
 761 3

 1 仁井田　薫 SBⅡ 太平山スキー場オーパスプロスキースクール
 2 竹田　千恵 SBⅢ SnowLink Academy
 3 金嶋　春奈 SBⅡ ＺＡＯフライツァイト　シーシューレ

参加人数／4名第1回スノーボード技術コンテスト（女子）

所　　属　　校順
位 選　手　名 資 格

総合成績

得点

ショート（コブ）フリー滑走 総合滑降

得点 順位 得点 順位順位 得点 順位
 268 2
 254 13
 255 10

 269 1
 263 3
 261 5

 277 1
 270 2
 267 3

 814 1
 787 2
 783 3

 1 田中　宏典 SBⅢ 苗場スノースクール
 2 國井　理裕 SBⅢ ＭＺ白石スノースポーツスクール
 3 小野寺　琢也 　 　

参加人数／16名第1回スノーボード技術コンテスト（男子）

所　　属　　校順
位 選　手　名 資 格

総合成績

得点

ショート（コブ）フリー滑走 総合滑降

得点 順位 得点 順位順位 得点 順位
 273 1
 268 2
 268 2

 273 1
 271 3
 271 3

 276 1
 271 2
 271 2

 822 1
 810 2
 810 2

 1 入倉　庸仁 　 オーストリアスキー教室　シーサイドバレー
 2 佐藤  寛 TMⅡ エコーバレースノースポーツスクール
 2 伊藤　研吾 　 　

参加人数／19名第1回テレマークスキー技術コンテスト（男子）

所　　属　　校順
位 選　手　名 資 格

総合成績

得点

ショート（コブ）フリー滑走 総合滑降

得点 順位 得点 順位順位 得点 順位
 251 1
 225 2

 258 1
 221 2

 241 1
 229 2

 750 1
 675 2

 1 川辺　貴子 TMⅢ 石打プロスキースクール
 2 Brizon Mathilde 　 　

参加人数／2名第1回テレマークスキー技術コンテスト（女子）

会
員
親
善
G
S
L

所　　属　　校順
位 選　手　名

タイム
資 格

GSL屈身～伸身
得点

シュテム～基礎パラパラレル・ロング ショート（コブ）
得点 順位 得点 順位得点 順位順位

総合成績
得点 順位

267 8
267 8
268 5
263 27
268 5
265 16
267 8
266 14
269 1
266 14
269 1
267 8
265 16
269 1
268 5

272 2
272 2
271 4
268 9
267 11
277 1
264 19
270 5
265 15
269 8
270 5
267 11
262 24
270 5
256 39

270 3
269 5
268 6
266 10
271 1
257 37
270 3
271 1
266 10
267 7
264 13
265 12
261 20
258 33
262 17

271 5
266 16
268 12
275 1
263 19
272 4
269 9
258 30
270 7
262 24
260 28
265 17
275 1
268 12
270 7

1349
1344
1344
1343
1338
1337
1335
1333
1331
1331
1330
1330
1327
1325
1324

1
2
2
4
5
6
7
8
9
9
11
11
13
14
15

269 3
270 2
269 3
271 1
269 3
266 11
265 13
268 6
261 25
267 8
267 8
266 11
264 16
260 31
268 6

得点 順位
0:57.96
1:00.20
0:59.13
0:55.73
1:01.71
0:57.46
0:58.99
1:04.24
0:58.51
1:02.51
1:03.14
1:01.00
0:55.59
0:59.49
0:58.26

 1 可児　徹 APⅢ ISG Ski Academy SUGADAIRA
 2 古谷　正臣 APⅢ 札幌NEスキースクール
 2 佐々木　常念 APⅢ 戸隠フランススキー学校
 4 長谷川　勝彦 APⅢ 高鷲スノーパークスクール
 5 藤本　剛士 APⅢ サニープロスキースクール
 6 今　元将 APⅢ 大鰐スキースクール
 7 松崎　健克 APⅢ 木島平プロスキースクール
 8 髙本　稔 APⅢ SAPPORO SNOW SCHOOL
 9 的場　佑樹 APⅢ 高鷲スノーパークスクール
 9 的場　達也 APⅢ ブロッサムスキースノーボードスクール
 11 井上　強 APⅢ ハチ高原スキーアカデミー
 11 岡本　大樹 APⅢ ヨーデルスキー学校
 13 左近　一平 APⅡ オニコウベスキー＆スノーボードスクール
 14 佐伯　知彦 APⅢ 立山アドベンチャープロスキースクール
 15 湯下　大地 APⅢ エコーバレースノースポーツスクール

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

順
位 氏　　名 所　　属　　校 タイム

女子の部　参加人数／4名

賛助会員の部　参加人数／5名

６０歳以上の部　参加人数／5名

男子５０歳代の部　参加人数／5名

男子４０歳代の部　参加人数／3名

男子３０歳代の部　参加人数／3名

男子２０歳代の部　参加人数／2名

対抗の部　参加チーム／4チーム

 1 長沼　敬晴 HEAD Japan 株式会社 27.94
 2 井上　裕明 HEAD Japan 株式会社 29.29
 3 円浄　岳 エランジャパン株式会社 29.60

 1 高橋　知那 オニコウベスキー＆スノーボードスクール 31.24
 2 三竹　はるみ 戸隠フランススキー学校 32.35
 3 横尾　恵里 オニコウベスキー＆スノーボードスクール 32.89

 1 藤原　秀昭 高天ヶ原 SKIWI SKI SCHOOL 31.20
 2 等々力　潔 Gスキーアカデミー 33.92
 3 馬淵　雄一 石打プロスキースクール 34.75

 1 佐伯　敏 JAPANジュニアスキーアカデミー 29.92
 2 荒川　和人  31.01
 3 鷲田　重人 ワシダプロスキースクール 31.19

 1 佐々木　常念 戸隠フランススキー学校 29.13
 2 塩野　嘉純 石川プロスキースクール 30.22
 3 古谷　正臣 札幌NEスキースクール 30.44

 1 左近　一平 オニコウベスキー＆スノーボードスクール 28.18
 2 前田　康夫 石川プロスキースクール 30.03
 3 木村　信貴 なかにしスキー塾 31.50

 1 中西　悠太 なかにしスキー塾 29.98
 2 佐藤　大地 石川プロスキースクール 41.41

 1 HEAD Japan 株式会社 井上　裕明、　鍵 　周作、　長沼　敬晴 1:28.33
 2 オニコウベスキー＆スノーボードスクール 横尾　恵里、　高橋　知那、　左近　一平 1:32.31
 3 石川プロスキースクール 塩野　嘉純、　前田　康夫、　佐藤　大地 1:41.66

参加人数／59名

第40期
SIA
アルペンスキー
デモンストレーター
選考会（男子）

所　　属　　校順
位 選　手　名

タイム
資 格

GSL屈身～伸身
得点

シュテム～基礎パラパラレル・ロング ショート（コブ）
得点 順位 得点 順位得点 順位順位

総合成績
得点 順位

275 1
270 2
267 6
269 3

273 2
264 3
276 1
259 8

264 6
265 5
269 1
267 3

271 2
271 2
259 7
270 4

1352
1339
1338
1328

1
2
3
4

269 1
269 1
267 3
263 7

得点 順位
0:58.35
0:58.78
1:04.74
0:59.07

 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 木島平ﾌﾟﾛｽｷｰｽｸｰﾙ
 3 福田　咲 APⅢ 菅平ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾛｽｷｰｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽｸｰﾙ
 4 阿部　理沙 APⅢ ｽｸｴｱｽｷｰﾚｯｽﾝ参加人数／20名

第40期
SIA
アルペンスキー
デモンストレーター
選考会（女子）

【報告】 デモンストレーター選考会・会員親善GSL
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【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
0
3
9
20
14
9
9
8

72

9
2
4
2
1
2
0
3

23

9
5
13
22
15
11
9
11

95

中止

7
4
11
15
14
9
1
9

70

77.8%
80.0%
84.6%
68.2%
93.3%
81.8%
11.1%
81.8%

73.7%

◆アルペンスキー・ステージⅠ検定会

SIAフェスティバル
長野中信支部
南東北支部
西日本支部
北海道支部
関越支部
長野北信支部
志賀高原支部
北東北支部

安比高原
Hakuba47
山形蔵王

スキージャム勝山
テングヤマ
神立高原
菅平高原
志賀高原
大鰐温泉

4月10日
3月14日～16日
3月14日～16日
3月13日～15日
3月  9日～11日
3月  6日～  8日
3月2日、12日～13日
2月27日～3月1日
2月20日～22日
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合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場

合　計

新規
0

4
4
6
4
5
6
29

5

2
3
0
1
3
3
17

5

6
7
6
5
8
9
46

3

4
1
5
2
5
3
23

60.0%

66.7%
14.3%
83.3%
40.0%
62.5%
33.3%
50.0%

◆アルペンスキー・ステージⅡ実技・指導実習検定会

SIAフェスティバル
北東北支部
北海道支部
南東北支部
西日本支部
関越支部
長野北信支部
志賀高原支部

安比高原
安比高原
マウントレースイ
山形蔵王

スキージャム勝山
神立高原
菅平高原
志賀高原

4月10日
3月20日～22日
3月19日～20日、２７日
3月14日～16日
3月13日～15日
3月6日～8日
3月2日、12日～13日
2月27日～3月1日

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場

合　計

新規
0
3
5
1
9

2
2
1
0
5

2
5
6
1
14

2
4
5
0
11

100.0%
80.0%
83.3%
0.0%
78.6%

◆スノーボード・ステージⅠ検定会

SIAフェスティバル
南東北支部
関越支部
志賀高原支部

安比高原
山形蔵王
神立高原
志賀高原

4月10日
3月14日～16日
3月6日～8日
2月27日～3月1日

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場

合　計

新規
0
2
2

1
0
1

1
2
3

1
0
1

100.0%
0.0%
33.3%

◆テレマークスキー・ステージⅠ検定会

SIAフェスティバル
長野北信支部

安比高原
菅平高原

4月10日
3月2日、12日～13日

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場

合　計

新規
0
3
3

1
1
2

1
4
5

0
1
1

0.0%
25.0%
20.0%

◆テレマークスキー・ステージⅡ実技・指導実習検定会

SIAフェスティバル
長野北信支部

安比高原
菅平高原

4月10日
3月2日、12日～13日

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場

合　計

新規
0
0
2
1
3

1
2
3
0
6

1
2
5
1
9

0
1
3
0
4

0.0%
50.0%
60.0%
0.0%
44.4%

SIAフェスティバル
南東北支部
関越支部
志賀高原支部

安比高原
山形蔵王
神立高原
志賀高原

4月10日
3月14日～16日
3月6日～8日
2月27日～3月1日

◆スノーボード・ステージⅡ実技・指導実習検定会

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規
13 11 24 9 37.5%

◆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 安比高原 4月9日～12日

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規
4 0 4 0 0.0%

◆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 安比高原 4月9日～12日

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規
1 0 1 1 100.0%

◆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 安比高原 4月9日～12日

中止
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第39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～洗練課程編～

第40期公認スキー学校長研修会

スノースポーツ教師の為の実践英語～基礎課程編～

ステージⅢ基礎理論検定会

【期　日】 平成30年11月15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38期事業報告の件
 ⑵第２号議案…第38期収支決算報告の件
 ⑶報告事項…第39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.179（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】 12月4日（火）～6日（木）     
【会　　場】 国立オリンピック記念青少年総合センター   
【参 加 費】 44,600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】 11月6日（火）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8日（土）     
【会　　場】 東京都中央区・SIA事務局　　【申込締切】8月29日（水）消印有効
【参 加 費】 5,500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

【日　　時】 11月15日（木）9:30～16:30（午後は定時会員総会となります。）　　【会　　場】 国立オリンピック記念青少年総合センター　国際会議室
学校長および代理人（ステージⅡ以上の正会員）の方に必ずご出席いただくようお願いいたします。

【日　　時】 12月4日（火）～6日（木）    
【会　　場】 国立オリンピック記念青少年総合センター   
【参 加 費】 45,500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】 11月6日（火）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

〈長野会場〉 【日時】 7月21日（土）
 　 【会場】 長野市・もんぜんぷら座　【申込締切】7月11日（水）消印有効
〈東京会場〉 【日時】 8月11日（土）
 　 【会場】 東京都中央区・SIA事務局　【申込締切】8月 1日（水）消印有効
〈仙台会場〉 【日時】 8月25日（土）
 　 【会場】 仙台市・原町中央集会所　【申込締切】8月15日（水）消印有効
【参 加 費】 5,500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

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）をご覧ください。（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 ２０18』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（予定）

特例申込（開催日2週間以内の場合）6,000円（予定）

【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2017」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（予定）
・ 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。

8月31日 （金）
9月 3日 （月）
9月 6日 （木）
9月 7日 （金）
9月10日 （月）
9月12日 （水）
9月13日 （木）
9月20日 （木）
9月21日 （金）

仙　台・イベントホール松栄
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　岡・ハイブ長岡
長　野・JA長野県ビル
長　野・JA長野県ビル
名古屋・今池ガスビル
名古屋・今池ガスビル

9月25日（火）
9月26日（水）
9月28日 （金）
10月 1日（月）
10月 2日（火）
10月 3日 （水）
10月 5日（金）

大阪・OMM
大阪・OMM
広島・アステールプラザ
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

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
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」2016年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）

「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】

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）



喜多 学 さん
スノーボード・ステージⅠ

仁井田 薫 さん
アルペンスキー・ステージⅡ
スノーボード・ステージⅡ

NEXT

吉原 雄太郎 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
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　みなさんこんにちは SIAステージⅡ会員の吉原 
ゆうたろうです。所属スクールはShiga Interna-
tional ski schoolです。志賀高原の奥志賀で活
動しており、スキー場のパークをマネージメントして
います。
　みなさんフリースタイルに興味はありませんか？
　フリースタイルとは、モーグルやエアリアルを始めと
した競技としての側面と、フリースキーやフリーライド
あるいはニュースクールと呼ばれるようなエクストリー
ムスポーツとしての側面を持ちます、フリースタイルの
呼称はこれら全般を示す場合と競技としての側面
のみの狭い範囲を示す場合があります。そしてモー
グルやスキークロスでは速度も評価対象になるが、
基本的にはターンやエアなどの技術を競うものであ
り、観客に見せることを意識したスポーツです。
　フリースタイルスキーの世界的な大会は、ワール
ドカップ、世界選手権、オリンピックの3つで、毎年
行われるワールドカップにおいては1980年に開催
され始めた当初はモーグル、エアリアル、アクロの3
種目と3種目の総合成績で順位を決めるコンバイ
ンドが行われていた。
　そんな競技として世界的に認められるフリースタ
イルですが、日本では今もまだフリースタイルスキー
やスノーボードはまだまだ危ない、怪我する、邪道
だと思われております。
　そんなフリースタイルスキー、スノーボードの楽しさ
をどうやって広めて行くかがまだまだ課題となります。
　そんなフリースタイルスキー、スノーボードに興味
ある方は我 の々パークにいらしてください！
　これからもフリースタイルの面白さをいろんな人に
伝える為に活動していきたいと思います。

   会員の皆様こんにちは。
ワイズスノースポーツスクールの喜多と申します。
   私は出身が雪国（石川県金沢市で、今は昔ほ
ど積もらなくなりましたが…）のため、幼少期からス
キーに親しんでました。その当時は、下校時には道
なりにまっすぐ帰れば15分程で自宅に着くはずが、
雪が積もった田畑を友達とスキー板を履いてランド
セルを背負って遊びながら帰ってたので、1時間30
分位かけて帰宅してたことを思い出します。
    社会人になってからは忙しくて、シーズン中に7、
8日ゲレンデに足が運べればいいほうでした。が、し
かし、仕事の関係でヨーロッパ（オーストリア）に4年
程滞在することになり、その時はシーズン中は暇さえ
あればゲレンデに足を運んでました。
    日本に帰国後、また仕事の関係上スキーから
遠ざかってしまったのですが、やはり何かウインター
スポーツに携わる仕事に取り組みたいという気持ち
が沸き上がって、ふと思い出したのが、海外勤務
の時に現地の仕事仲間に言われたのが
「Kita-san! 一度きりの人生、後悔しないようにやり
たいことして人 を々笑顔に!! （ドイツ語で） 」と…。 ス
キーインストラクターの道を選んだ次第です。
　今はオフシーズンはイベント系の設営、そしてオン
シーズンは所属先のスクールにお世話になってお
ります。
　諸先輩からの温かい御指導を頂き、まだAPⅠと
駆け出しではありますが、ウインタースポーツの発展
のため、そしてSIAの理念に添わせて精進努力を
惜しまず一生懸命取り組みたいと思います。
　会員の皆様方来シーズンも何卒宜しくお願い
申し上げます。

　SIA会員の皆様、こんにちは！
　秋田県秋田市にあります、太平山スキー場
オーパスプロスキースクール所属の仁井田薫で
す。
　私はスクールの校長である父の影響を受け
て5歳からスキー、9歳からスノーボードをしていま
す。現在はその両方のステージⅡを取得し、お客
様にレッスンをしています。
　私がここまでウィンタースポーツに取り組めて
いられるのは、全て父のおかげだと思っていま
す。恵まれた環境のもとに生まれてきたことを大
切に思い、これからも沢山の人にスノースポーツ
の楽しさを伝えていきたいと考えています。
　また、オフシーズンの間は地元秋田でテレビ
のリポーターやモデルといったお仕事をしていま
す。両立が難しいと感じることも多々ありますが、
どちらもどうしてもやりたいお仕事なので、やれると
ころまでやってみようと思っています。
　最後に、シーズン中は秋田だけでなく他の県
のスキー場にもお邪魔していたりするので、見か
けた際は気軽に声をかけてください！

NEXT

NEXT

所属校／Shiga international ski school 所属校／ワイズスノースポーツスクール
所属校／太平山スキー場オーパスプロスキースクール

会員
紹介

仁井田 薫さんよりの次号紹介予定会員

金嶋 春奈さん（ZAOフライツァイトシーシューレ）

吉原 雄太郎さんよりの次号紹介予定会員

関崎 友紀さん（玉越プロスキースクール）

喜多 学さんよりの次号紹介予定会員

須磨 貴宏さん（フジイスポーツサービススキースクール）



　会員の皆様こんにちは。あっという間に迎え
た新緑の季節、皆様はいかがお過ごしでしょう
か？私は、数年前から「ワーキング母ちゃん」とな
り、女子力低下しながらも（笑）日々 走り続けて
います。すべては周囲の頼れる人々の協力を

得ることができて成り立っている状態であり、自
分の生き方を応援してくれるあたたかいチーム
に支えられている状態です。仕事は大好きなス
キー教師活動をするためにと動き始めた時か
ら大きく変わってはおらず一年ごとの契約更新
を重ねてのスポーツ系の非常勤講師。ほとんど
が他県での仕事となるため移動距離も時間も
周囲からは驚かれるような状態ですが自分自
身のライフスタイルの変化に合わせて仕事の量
を調整しここまできました。
　私のスキー教師活動をする地域は福島と
宮城の県境にある地域密着型の小さなス
キー場です。この場所に通い始めてから約20
年が過ぎました。自宅からは約1時間の道のり、
決して環境がいい場所とは言えない部分もあり
ますが、私はこの地域でたくさんの人々の笑顔
に支えられながらスノースポーツ普及活動を継
続しています。 
　活動を続けるヒントと言われると何を伝えたら
いいかと悩みますが、最も重要なことは自分が

何に動機づけられているかだと思います。 自分
自身の技術向上、これはもちろん幸せですが、
小さかったあの子が恥ずかしそうに「お久しぶり
です」と言って顔を出してくれた時、レッスンを担
当した子が「また来たよ～」と手を振って元気
に滑っている姿を見た時、私は大きな喜びを感
じます。このような人々の笑顔が育児と仕事で
へとへとになりながら山に向かおうとする自分自
身を動かす大きなエネルギーになっていること
は間違いありません。「来年の自分は？」もちろん
この環境がいつまでも続くとは限りませんが私の
生き方を理解してくれる家族や産後復帰して
からの活動を温かく見守ってくれているスクー
ルスタッフ、そして母ちゃんになっても頑張ってス
キーを続けようと思わせてくれたＳＩＡ会員の仲
間の存在に感謝しつつ、スキー教師活動を継
続していけるようライフスタイルの構築にチャレン
ジし続けようと思います。

スキー教師を続けていくためのヒント
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NEXT

菱沼 麻衣 さん
アルペンスキー・ステージⅢ
所属校／MZ白石スノースポーツスクール

菱沼 麻衣さんよりの次号紹介予定会員

小林 和幸さん（戸隠フランススキー学校）

◆アルペンスキー・ステージⅠ
藤本　茂樹
宮崎　寿朗
新川　昌男
山岡　梓
清水　公裕
田中　浩次
斉須　廣明
川又　弘典
野地　直史
髙橋　美紀
金岡　孝
梁　　軍
田原　風子
桜井　亮太
長尾　周亮
Chen Tzu Hui
村島　亮介
於保　克
我妻　知里
室谷　有紀
櫻田　輪花
田川　理永
髙谷　敏彦
倉岡　勝年
庵　経弘
北見　優
高田　友
桑島　靖明
小松　大介
中村　美智子

資格認定

番場　めぐみ
樋浦　七奈
吉田　拓也
入江　正
中村　和佳奈
清水　拓野
木村　優介
佐藤　晃治
上田　つばさ
平田　里華
赤堀　功季
石黒　正生
前田　一樹
西谷　実桂
川上　菜採子
朝倉　誠也
森　千尋
横嶋　良
髙橋　佑芽
石川　正寿
髙橋　千帆
渡井　修
佐藤　恵子
植頭　康裕
山本　哲也
土濃塚　隆一郎
伊東　健
外島　涼
遠藤　洋輔
松﨑　晃
小川　純子

住田　雅仁
佐藤　隆春
青砥　成光
赤荻　哲
大塚　美希
長束　晶夫
飛野　徹
餅山　誠
米田　真太朗
王　万永

◆アルペンスキー・ステージⅡ
三竹　はるみ
野田　文哉
岡﨑　純子
奥田　太一
加藤　稔
鈴木　清美
西川　駿
蛭間　龍矢
前田　有史
吉崎　良久
吉田　直矢
上原　純穂
高野　智子
飯田　拓也
山本　加奈子
須永　拓生
髙橋　佐京
中村　哲也
武井　洋之

西田　茉鈴
稲見　紫織
小原　健汰
野村　夏江

◆アルペンスキー・ステージⅢ
中瀬　武
塩田　光
関　広平
堀江　香緒里
堀江　淳
岡本　大樹
関崎　友紀
玉木　聡
野口　隆
藤田　美奈子
宮崎　裕佳
小林　禎方
小原　務
飯田　幸代
神谷　芳明
左近　一平
フィンドレー　陽子
水上　昇

◆スノーボード・ステージⅠ
梶　　雄三
関　　和紀
村山　陽子
武田　優子
髙山　宗規

鈴木　光浩
髙橋　佐京
大竹　清彦
園部　菜月
両角　直樹
遠藤　康輔

◆スノーボード・ステージⅡ
小林　あす香
佐々木　優
堂本　学
滝沢　仁志
金嶋　春奈

◆スノーボード・ステージⅢ
國井　理裕

◆テレマークスキー・ステージⅠ
小出　優希

◆テレマークスキー・ステージⅡ
鬼澤　宏明



体力と動作の科学⑬　ミドルパワー（筋持久力）
新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター

三浦 哲

　アルペンスキーの回転から滑降の各競技では、およそ1分から３分近くまで
の滑走時間で、比較的高いパワーを持続的に発揮する、ミドルパワー（筋持
久力）が必要です。ミドルパワーは、およそ２０秒から３分程度の運動時間で
のパワー発揮を指し、まさにアルペンスキーでの運動時間と重なります。

１．ミドルパワーの測定・評価
　アルペンスキーにおけるミドルパワーの評価では、自転車エルゴメーター全
力ペダリングや台跳び等があります。

1-1．自転車エルゴメーター全力ペダリング測定（図１）
　これまで、アルペンスキー選手の競
技力と自転車エルゴメーター全力ペ
ダリング測定の関係が報告され、ミド
ルパワーの重要性が示されています。
　Andersonたち（1990）は、アルペン
スキーの地域・地区選抜選手とクラブ
選手で、60秒平均パワーおよびその
時の血中乳酸濃度に差が示されたと
しています。
　Bacharach と Duvillard（1995）は、
18名の全国ランク男女アルペンスキー
レーサーの回転（SL）と大回転（GS）
のUSSAナショナルポイントリストと30
秒と90秒テストパワーとの相関を示し
ました。男子では30秒で相関が認めら
れませんでしたが、90秒の疲労係数
（最小パワー÷最高パワー）とGSで相
関が認められていました。女子は、30
秒と90秒で最小パワーや疲労係数で
SLとGSの相関が統計的に有意に認
められています。 
　私達（2013 2014）は、成年男女アルペンスキー選手において、体重の7.5％
負荷での40秒平均パワー（P40）と体重（あたりの）比を測定しています。競技
力の指標は、全日本スキー連盟の回転（SL）および大回転（GS）ポイントを用
いて、相関係数の有意性の検定を行いました。図２に相関係数と有意水準
の結果を示しました。相関係数は、±0.7以上（マイナスは以下）が強い相関、
±0.7～0.4が中程度、±0.4未満が弱い相関です。成年男子のP40・P40体重
比とSL・GSの関係は、中程度以上の相関が認められ、P40を高めることで競
技力が高まる関係でした。成年女子のP40とSL・GSの相関は認められません
でしたが、P40体重比とSL・GSの関係には中程度の相関が有意または有意
傾向でした。成年女子のP40と競技力の関係は認められなかったことは、選
手数16名と統計的にはあまり多い人数ではないこともありますが、P40体重比
で相関が認められていることから、体重等の体格の違いによるパワーの違い
の影響も考えられます。このことは、負荷が体重の7.5％で男女同一のため、男

性よりも体脂肪の多い女性には、その分の負荷が大きく、パワーに影響してい
ることも考えられます。
　これらの無酸素性パワーを高めることは、競技力が高まることから、重要性
も高いと考えられ、特に体重比を高めることが必要となります。

1-2．台跳び
　アルペンスキーのための陸上でのミドルパワートレーニングでは、台跳びが
アルペンスキーに比較的近い運動様式としてお勧めです。台跳びは、高さ40
㎝の台による測定でアルペンスキーの評価が多く行われています（図３）。
　BrownとWilkinson（1983）は、アルペンスキー選手における90秒台跳び
測定で、カナダナショナルチーム選手および州代表選手が、地域クラブ選手よ
りも統計的に有意に高いことを報
告しています。Andersonたち
（1990）は、アルペンスキー選手の
台跳び90秒測定結果と大回転競
技タイムとの強い相関（r=0.80）が
認められたことを報告しています。
　これらのことから、台跳びは競
技力に近い評価として用いられ、
さらに夏場のトレーニングにも多く
行われています。

2．ミドルパワートレーニング
　ミドルパワーを向上させるためのトレーニングでは、持続時間（反復回数）を
実際の試合に近い時間、または、それより長い時間で行うことにより、試合で
のパワー持続力を高め、競技力を高めることができます。オフシーズンからのト
レーニングを考えると運動時間が長く、強度が低いトレーニングから、次第に
運動時間が短く、強度を高めて実践に近づけて仕上げていくことになります。
たとえば、有酸素性の強度の高い最大トレーニングやインターバル、レペティ
ションなどの1000～1500ｍの3～5分程度のトレーニングではミドルパワーに近
い運動でもあり、夏場に実施して有酸素性能力と同時にミドルパワーを鍛え
始めます。そこから秋には台跳び1～2分のトレーニングを増やして、ミドルパ
ワーを高めるトレーニングに変えていきます。また、山根たち（1998）は、全日本
アルペンスキーチームに高さ15㎝の台跳びを実施したところ、有酸素性のト
レーニング強度であることを示しています。このことを応用し、台の高さを低く
して長い時間（数分）行うトレーニングを夏場行い、台の高さを高くしてスキー
の滑走時間に近づけてシーズンに備えることもできます。ナショナルチームで
は台跳びでしたが、指導者や一般スキーヤーの冬場に備えた体力づくりとし
ては、台を用いずに1本の線などをまたぐ左右連続ジャンプや、線を2本またい
で、左右と真ん中のニュートラルや切り替え姿勢を意識したラテラルジャンプ
から始め、次第に市販のステップ用の台で5㎝から10㎝などへ上げていくこと
もいいでしょう。連続ジャンプや台跳びにより、アルペンスキーの連続した動作
に近づけ、体力だけでなく技術も向上させる可能性を秘めたトレーニングを工
夫していきましょう。

【文献】　Andersen, R. E., Montgomery, D. L., Turcotte, R.（1990） An on-site test battery to evaluate giant slalom skiing performance. The Journal of sports medicine 
and physical fitness 30（3）:276-282.
Bacharach, D. W., von Duvillard, S. P. （1995） Intermediate and long-term anaerobic performance of elite Alpine skiers. Med Sci Sports Exerc. 1995 Mar;27（3）:305-309.
Brown, S. L., Wilkinson, J. G.（1983） Characteristics of national, divisional and club male alpine ski racers. Medicine and Science in Sports and Exercise 15 （6）: 491-495.
三浦哲（2014）成年女子アルペンスキー選手の無酸素性パワー発揮特性からみた競技力の関係日本体育学会第65回大会予稿集，p265.
三浦哲，大滝文佳，内藤菜摘，橋本拓実，荒川正昭（2013）成年男子アルペンスキー選手の無酸素性パワーと競技力の関係第24回冬季スポーツ科学フォーラム,  p.13．
山根真紀、柳等、田村真一、友末亮三（1998）アルペンスキー選手の台跳びトレーニング－台跳び運動の生理学的特性－．日本スキー学会誌，8（1）,221-228．

図１　ミドルパワーの測定

図２　P40体重比とSL・GSの関係
        （三浦たち, 2013・2014）

a．成年男子

b．成年女子

図３　台跳び
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行事報告

　上高地を表登山口とする槍ヶ岳は北アルプスのシンボル。全国にあ
る何々槍の総本山でもある。標高本邦第５位の3180m。上部90mは文
字通りの三角錐であるが、肩から下は氷河作用の置きみやげ。残雪期
には格好のスロ－プを広げ、山岳スキ－ヤ－達の聖地になっている。
　2018年５月12日。氷雪の稜上から槍沢カ－ルを見下ろす７つの影が
あった。スキ－の原点を探りつつ『基礎スキ－の応用策とダイナミックス
キ－イング』そんなタイトルに賛同して集結したつわもの達。影はSIA長
野中信支部の会員達７名だった。
　午前９時。頃合い良。先ずは先導役が試し滑りをして、続いてつわも
の達が雪稜を蹴った。が、上部急斜面はド湿雪帯だった。恥も外聞もな
く、横滑りキックタ－ンを繰り返し一段下の尾根状地形の側面に回り込
んだ。風上も風下も、陽当たりスロ－プも陽影スロ－プも、さほど雪質には
大差の無いゲレンデとは違い自然の雪は陽や風に敏感だ。僅か100m
ほどの下降で湿雪の膜が緩み、回転中のひっかかりも気にならなくなっ
た。『押して、戻して、切り換えて』背負うザックは２泊３日の装備だが、
徐々に重さやプレッシャ－にも馴れ、ある者は逆らわずに静かに乗り換
え、またある者は荒っぽく押し込んでと、その場その時に対応してのタ－
ン仕上げ、各人動きは軽快になった。
　習い事には基礎があり７名全員SIAの会員だったけど、槍ヶ岳をバッ
クに湿雪をこなす滑りには、教程とは違った雰囲気が各々あった。それが
ゲレンデとは違う自然な姿、アウトドアスポ－ツの魅力なのかも知れない。

霧雨　視界最大で100メートル以内、周囲の
地形把握が難しい状態
悪天候下での行動上の諸注意をしながら、こ
の状況下で顧客をどう安全に案内し、その上
で最大限の楽しみをどのように提供できるか、
各自で考えながら行動。
大黒岳直下まで登り滑降。

前日夜半から寒冷前線の通過で山は荒天と
なり、行動は難しいかと予想していたが、朝に

 今年度はシーズン中にとの要望もあり天気も雪も落ち着いてくる3月に開
催した。参加者は4名、1名のみ道具のレンタルであとの参加者は道具を
持っていた。1人は白馬でスキーガイドをしており道具はテレマーク、他の
2人は近場で年に数回行く程度で白馬エリアは初めてのこと。今回3月の
開催なのでロープウェイが運行し標高の高いエリアへ行ける栂池高原
スキー場から白馬乗鞍岳を目指した。3月に入り天気が雨と気温が高い
日が続いた為、雪が結構解けている。しかしゴンドラとロープウェイで標
高約1800mまで上がれるので多くの人がBCスキーを楽しみにくる場所
である。この日も土日から続く天気で暑い1日になった。ロープウェイを降り
シールを付けビーコンをオンにし上着も脱いでスタート。慣れていない参
加者もいたのでゆっくりと登り始めるが無風快晴で汗が流れ落ちる陽
気。天狗原へ休憩を取りながら少しずつ高度を上げ祠へ到着。休憩後
白馬乗鞍岳を目指してさらに歩く。天狗原へ上がる手前の急登と同じか
それよりも急だが広いので緩くジグをきって上がる。数日前の大斜面での
雪崩後はだいぶ薄くなっていたが、それより奥の東向き斜面を選んでノ
ートラックへドロップ。雪は安定していたので途中で参加者の滑りを撮影
した。1人づつ大斜面を一気に滑走、上部はいいザラメだったが下の方
へ行くにつれ少しストップスノーも混じっていた。しかし参加者は上手くこ
なして滑り降りた。ここは火山の山のため夏は岩がゴロゴロした所で大き
な木があまりないので雪の時期はオープンで滑り易い斜面になる。雪が
降ったばかりとかでは雪崩がよくあるがタイミングを選ぶとパウダーも楽し
める。登りはそれなりに時間がかかるが滑ると一瞬であっと。天狗原で休
憩し通称ユートピアと言われる登って来た斜面の横の大斜面をさらに滑
って下る。さすがにこちらはたくさんの人が滑った後であったが春のコー
ンスノーを満喫しながら滑る。皆スキー教師なので滑りに不安はなく出来
るだけ長いピッチで滑れた。ロープウェイ降り場下から林道があるがショ

「山岳スキー・オフピステ入門クラス白馬乗鞍」　 2018年3月26日 佐藤玲奈

次田経雄長野中信支部「槍ヶ岳山岳スキ－セミナー」　 2018年5月11日～13日

「山岳スキー・オフピステ入門クラス　乗鞍」　2018年5月19日
はほぼ雨風ともにおさまり、霧のため視界はき
かなかなかったものの行動可能と判断し、出
発した。
ほぼ、周囲の地形が見えない状態の中で、読
図による判断や、風雪時の休憩ポイント、休憩
の方法などを交えて、実践的な内容とした。
参加者からは、いくつかの質問もあり、前向き
に研修に臨んでいるという印象を持った。

　グリ－ンベルトで休憩した。グリ－ンベルトとは夏の登山道のポイント名
称。モレ－ン状斜面に緑のハイ松帯が横たわり、下から見るとグリ－ンの
帯に見えると言う。岩面の一角にあと1500mと山荘までの距離が記さ
れている。と言うことはここまで1500m滑り降りたことになる。空蒼く微
風。稜上の季節外れの地吹雪も、そこはまるで嘘みたいな雰囲気だっ
た。皆が皆こぼれそうな笑顔、会話が弾んでいる。正面が前穂高岳、そ
の奥が乗鞍岳、さらにずうっと遠くは南アルプスと富士山だ。山の説明
から話が教程に移り「改正時には悪雪の滑り方ＡＢＣなんていいな・・・」
滑り始めを手こずっただけにこの話題には熱がこもっていた。
　「さて滑るか!!」雪も
しまり、槍沢スロ－プは
距離的にはこれから
が本番だ。立ち上がっ
て振り返ると槍ヶ岳が
あった。蒼空の中の三
角錐。上部斜面に
我々の描いたシュプ－
ルが見え思わず胸が
熱くなった。さらばだ槍
ヶ岳。ワンダフルスロ－
プを有難う・・・!!

ートカットで滑ると雪が悪く楽しくないので疲れた参加者もいたので林道
で下る。かなりのストップスノーで途中ワックスを塗りゲレンデへ戻る。その
ままレストハウスへは寄らずゲレンデを滑り降りてゴンドラ乗り場にて解
散。栂池高原スキー場はゲレンデトップから距離長く滑れるので山で疲
れた脚にさらに追い討ちをかけたようで春のBCスキーを満喫してもらえ
たようだった。
 今回、参加者は4名と少なめで内1人は同じ白馬でガイドをやっている仲
間であったためとても余裕をもてて行動が出来た。連日の日射で雪が解
け朝固くなる状況だったので少しゆっくりスタートをした。体力的に他のル
ートでは厳しいと思われる人もいたので色 と々選べる白馬乗鞍へ行っ
た。結果的に1人は天狗原で待機してもらい他の3人と上がった。この日
は天気も良く風もほとんど無かったのと待機してもらう人を良く知っていた
為この様な行動を選択した。山スキーだと体力レベル、滑走レベルによっ
ても行動する範囲が変わるので参加者に合わせていく必要がある。今
年は3月は気温が一気に上がり山も融雪が進んでいるが、年によっては
パウダーを滑っていた事も
あるのでこればかりはどう
しようもない。しかし晴れる
と素晴らしいロケーションで
ゲレンデとは違う雪質、状
況を体験してもらえたと思
う。そして素晴らしい自然
の魅力をお客様へ伝える
一つの経験になって貰え
れば幸いです。簡単です
が以上を報告致します。

畠山　浩一



2018 SIA

SIA NEWS VOL.17812

RACING BACK PACK

TECHSHIELD HOODY MIDDLER

WARM UP SHIRT & PANTS

プリント

可動式ブーツ室※内側に
　小物などの
　仕分けポケット付き

プリント

可動式中仕切り

※内側にスプレー
　などの仕分けポケット付き

商　品　名 参考上代 会員特別価格

フーデイーテックシールドジャケット

スウェットパーカー

スウェットパンツ

23,760円 19,000円（税込）

12,960円 10,500円（税込）

7,880円 6,700円（税込）

ウオームアップジャケット 9,600円 8,200円（税込）

ウオームアップパンツ 7,780円 6,000円（税込）

ポロシャツ白 4,500円 3,800円（税込）

ポロシャツ黒 4,500円 3,800円（税込）

バックパック 15,500円 12,400円（税込）

価格表（税込）

POLO SHIRTSWET PARKA & PANTS

「ミズノSIAオリジナルグッズ」会員特別販売について

【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。
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MY POLE LAB
sinano.co.jp/mypolelab/

詳細はコチラ
検索検索

（株）シナノが中小企業庁（経済産業省）の「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。

〒385-0022 長野県佐久市岩村田1104-1
TEL :0267-67-3321　FAX:0267-67-3326   URL: http://www.sinano.co.jp/株式会社 シナノ営業部本件に対する

お問い合わせは…

インクジェット印刷システムの開発により
ポール加飾のリードタイム短縮とコスト削減に成功

「スキー・ウォーキングポール」の生産技術で、オリジナルグリップを開発中

市場ニーズの変化をいち早くキャッチし、総合ポールメーカーとして持続可能なビジネスモデルを実現

インクジェット印刷システム

　この度、株式会社シナノが、中小企業庁（経済産業省）の
「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。
　「はばたく中小企業・小規模事業者300社」は、ＩＴサービ
ス導入や経営資源の有効活用等による生産性向上、積極
的な海外展開やインバウンド需要の取込み、多様な人材活
用や円滑な事業承継など、様 な々分野で活躍している中小
企業・小規模事業者を選定するものです。シナノは、「需要獲
得」の分野での取組を評価され選定されました。
　来年2019年には創業100年目を迎えるシナノとしましても、こ
の選定を励みに事業活動に取り組み、今後も新たな需要を
獲得すべく取り組んでまいります。

スポーツ業界から介護福祉業界まで幅広く展開する総合ポールメーカーとして、
主に以下3点が選定のポイントとなりました。

選定理由
ポイント

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 本山 公平 本山 美津子 本田 清人 後藤 響子 林 永信
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 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 大久保 恵美子 本杉 恵子 島﨑 勉 山口 多喜二

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

MDVスポーツジャパン株式会社
　www.mdvsports.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

Canadian Sports Business Academy
　www.canada-sports.net

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

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/
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2018～’19 SIA制作物デザイン画公募のお知らせ 広報部

 ４１期（2019～2020シーズン）「ＳＩＡフェスティバル２０２０」開催地公募

SIA会員限定「ウイングヒルズ白鳥リゾート」夏期リフト券優待のお知らせ

支部名称変更について

【公募内容】
①テーマ「上達の喜び」
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30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／2018～’19シーズンの「SIAポスター」等へ使用い
　たします。

　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2018～’19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。

昨年採用のデザイン

　ウイングヒルズ白鳥リゾート（岐阜県郡上市）は5/26よりサマーゲレンデの営業を開始致します。
『SIAの資格を証明できる物（ISIAカード、会員証、準会員証等）』をリフト券販売所で提示す
ると、1日券通常4,700円が半額の2,350円で購入できます。（預り金500円が別途必要）

　○ご優待は夏期営業期間のみ｠
　○本年度有効な会員証が対象

　ウイングのメインゲレンデに人工スノーマット「PIS*LAB」を敷き詰めたゲレンデで、夏でも雪
に限りなく近い感覚で、スキー・スノーボードをお楽しみ頂けます。
全長1,000m×最大幅30m以上のサマーゲレンデは、世界最大級です。
人工スノーマット人工スノーマット「PIS*LAB」とは、しなやかな滑走感と優れたエッジグリップを
実現した次世代のスノーマット。｠
「PIS ＊ LAB」のグリップ力により、夏でもカービングターンが可能！｠
オフトレやコソ練にはピッタリのゲレンデです。オフシーズンにレベルアップしましょう。
また、フラットバーンの他にウェーブバーンがあり、飽きないゲレンデです。
コブ好きの方々は必見です。

「長野北信支部」が「長野東北信支部」に変更になりました。 支部名称と管轄地域の不一致が解消します。

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。
２０１７～２０１８シーズンは岩手県安比高原スキー場で開催致しました。

〈開催地の募集方法〉
　全国を３つのエリアに分け、３年の輪番にして募集しています。
　４０期（2018～2019シーズン）=北海道地区　北海道・マウントレースイスキー場に決定済み
　４１期（2019～2020シーズン）=関東・信越・中部地区（西日本含む）　開催地募集中　締切：平成３０年７月２０日（金）必着
　４２期（2020～2021シーズン）=東北地区

〈締切〉
　平成３０年７月２０日（金）必着　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。

関東・信越・中部地区（西日本含む）の
皆様のお申し込みをお待ちしております。

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。制作に関する詳
細事項、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。



SIA NEWS VOL.17815

／〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-2-9 コバキンビル3F
　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.179は平成30年10月25日発行予定です。
　　　　　　 協会登録住所にお届けします。
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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。
「自動払込」手続きをされていない会員の皆様へは、郵便払込
取扱票を毎年6月発行のSIAニュースに同封いたしますので
ご利用ください。

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。（締切：7月末日）
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。
　※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。
●「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。
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会員証について

　第40期の会員証を次号SIAニュースVol.１79（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カード保持者へは、従来の会員証は発行いたしておりません。






