
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」

　今回のコラムは、私が実際に経験した指導の在り方
について触れたいと思います。
　昨今、スポーツ界の指導の在り方が問われています。
スポーツ界を巡るパワーハラスメント、体罰や指導者の
暴力の問題です。
　私を含め、昭和の時代に育った選手達の大半は、と
きには指導者や先輩から鉄拳や体罰的なことも受けな
がら、ひたすら「勝利」という目標に向かう、という指導を

受けていたのではないでしょうか。耐えきれず途中でやめていく選手もいました。当時
は、パワーハラスメントという言葉もなく、そのような指導が強くなるためには当たり前
だと思い、指導者に対して、まったく不信感など抱かずに、ほとんどの選手が練習に
励んでいました。私も、このような指導を高校までの選手時代に経験し、20歳の頃ス
キーがもっと上手くなりたい、という単純な動機で、当時SIA公認校だった故黒岩
達介校長（オーストリー国家検定スキー教師）率いる万座スキー学校の門を叩き
ました。これが、スキー指導者の道へ進む始まりでした。万座スキー学校での指導
とは、アルペン競技の指導とは、指導の在り方が全く違う世界でした。生徒さんに
対する指導は「おもてなし」に近く、サービスを優先した、優しい指導の仕方でした。
しかし、スキー教師の育成となると、体罰こそありませんでしたが、スタッフとしての生
活態度も含め万座スキー学校はスパルタ式のとても厳しい学校でした。指導とは
少しかけ離れますが、その万座スキー学校で特に記憶に残っているのがスキーの
撮影です。万座から志賀高原の横手山に向かう山田峠で撮影することになり撮
影の補佐役として私が行くことになりました。新米の私は、カメラ機材を背負い新雪
の積もった道をラッセルしながら進みます。カメラマンは巨匠 水谷章人氏。山と渓
谷社出版「新雪のスキー術」という単行本の撮影でした。初めて見る撮影は全て
が興味津々。新雪を滑る黒岩校長を一目見ようと覗くと「コラーッ！頭が写るから
立ち上がるなー！」と怒られ、しゃがんでいると「何やってるんだー！早く下に降りて
こーい！」と声がかかり、やっと滑れると喜んで滑りだした途端「馬鹿野郎！滑る

なー！」と怒られ、階段登行と下行（?）を撮影が終わるまで繰り返していました。そ
の際も突いたストックから、小さい雪玉が転がり落ちると、また「何やってるんだ！」と
怒られました。とにかく、撮影の「さ」の字もわからない当時の私にとっては、訳も分か
らず怒られっぱなしで、パワハラ状態だったことを今でも鮮明に覚えています。それで
も出版された本を開いて見た時には、どのページにもダイナミックな滑りと綺麗な
シーンが撮り収められていて感動したものです。いま思えば、あの撮影の場に居合
わせ貴重な体験ができたことを幸せに思えます。その後、オーストリー国家検定ス
キー教師を目指してオーストリーに渡り帰国した前田正信氏（元SIA理事）が小
樽の朝里川温泉にスキー学校を開校するということで誘われ、北海道へ行くことに
なりました。意気盛んな20歳代半ばで主任という立場になり、スタッフ教育を任され
ました。とにかくスタッフを上手くさせる為にパワハラに近い手厳しい指導をした記憶
があります。30歳で大鰐にスキースクールを開校した当初も同様でした。どちらのス
キー場にもナイター営業があったので、レッスンが終了した夕方から時間を惜しん
で指導し練習した成果で、スタッフのスキー技術は向上し、その結果、朝里スキー
学校と大鰐からSIAデモが多数育ちました。でも、今は、時代が変化しています。パ
ワハラめいた指導は通用しないと考えます。育った環境が違うことで考え方や感じ
方も違ってきています。指導する側は、そのことを念頭に置いて指導しなければなら
ない時代なのです。以前、あるスクールで、スタッフ教育でのトラブルがあり新人ス
タッフの両親からSIAに対して苦情を訴えるケースがありました。すでに解決しました
が、言葉の暴力特に暴力的な指導は絶対にしてはならないことなのです。SIA公
認校ではレーサーを育成しているスクールも多くあります。勝つために、強くするため
に、指導に熱が入ったとしても体罰的な指導は絶対してはいけません。すぐ訴えら
れる時代だと認識して下さい。我々SIAの指導は、スノースポーツのたのしさを基
盤に、ひとりひとりに合わせたわかりやすい説明を根気よくして、納得してもらって身
につけてもらうことなのではないでしょうか。難しいと思う時もあると思いますが、今一
度、指導に携わる集団の一員として指導の在り方を考えてみるべき時なのかもしれ
ません。

会長  中島 英臣「指導の在り方をもう一度考えよう」

※総裁 彬子女王殿下のコラムは、年2回（1月号、6月号）ご寄稿いただくことになっております。今回は掲載はございません。



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

SIA NEWS VOL.1792

　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。

○ ○
○

○
○
○

○
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○
○

～
～
～
～

2015/10/1
2016/10/1
2017/10/1
2018/10/1

2019/9/30
2020/9/30
2021/9/30
2022/9/30

2019/9/30
2020/9/30
2021/9/30
2022/9/30

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
37期 38期 39期 40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



SIA NEWS VOL.1793

　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、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
日本国内での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〉
◇日本国内で、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）

☆ 主な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

☆主な平成29年～30年賠償責任保険対応案件☆
◆平成２７年３月１４日発生事故　【弁護士案件】／平成30年6月保険金支払
　○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：直接の加害者が被害者に520万円を支払い、当該スクールには
　　求償しないことで決着。但し、後遺障害が発生した場合は、別途交渉要。
　○あいおいニッセイ同和損保・保険金支払額
　　：弁護士費用＋調査会社費用＝88万円

◆平成３０年３月１２日事故　【示談交渉中】
　○当該公認スクールインストラクターが、片足斜滑降の指導中にゲレンデ上方
　　より滑走してきた一般スキーヤーと衝突。
　　相手：右膝粉砕骨折。緊急手術の後、２か月半の入院。約半年間の休職。
　　　　　当該スクールに損害賠償請求。
　○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40期行事スケジュール（11月以降開催分）

2019年 2月23日～24日
 4月4日
 4月5日
 4月5日
 4月7日
 4月7日
 4月7日

日程 行事名 会場 単位 主催

【一般対象行事】

2018年 11月15日
日程 行事名 会場 単位 主催

【定時会員総会】

2018年 11月12日
 12月10日～13日
2019年   4月 2日～ 3日
   4月 3日～ 4日
   4月 3日～ 4日
   4月 4日
   4月 4日
   4月 6日
   4月 6日～ 7日
   4月 6日～ 7日
   4月 7日～10日
   4月 8日
   4月 8日～ 9日
   5月
   5月
 未定
 未定
 未定
 未定
 未定
 未定

SIAデモレッスン＆メダルキャンプ
アルペンスキー技術コンテスト
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
ジュニアスキー技術コンテスト
マスターズスキー技術コンテスト
スキーオリエンテーリング

第39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
アルペンスキーデモ選強化セミナー
オーストリア技術講習会
オーストリアレーシング指導者＆技術講習会
スノーボードデモ選強化セミナー
テレマークスキーデモ選強化セミナー
新規及び継承開校セミナー
オーストリア技術講習会
オーストリアレーシング指導者＆技術講習会
障がい者スキー教師認定講習会
スノースポーツ教師のための実践中国語レッスン（雪上含む）
山岳安全講習会（ISIAカード対応）
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
知的障がい者に関する基礎知識講習会
インバウンド対応のための語学研修会①
インバウンド対応のための語学研修会②
インバウンド対応のための語学研修会③
インバウンド対応のための語学研修会④
マテリアルセミナー（スキー工場見学）

菅平高原
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ

代々木・NYC

代々木・NYC
志賀高原
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
未定
未定
横浜ラポール
未定
未定
未定
未定
長野・株式会社小賀坂スキー製作所

SIA
SIA
SIA
SIA
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
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
教育部
教育部
教育部

-
-
-
-
-
-
-

2

4
8
4
4
4
2
2
1
4
4
8
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2

日程 行事名 会場 単位 主催

【会員研修会】

2018年 11月11日
 11月24日
 12月  9日
 12月12日
2019年   3月  4日

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
スキルアップセミナー①
スキルアップセミナー②
デモ選対策セミナー

札幌市北区民センター
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

2
2
2
2
2

日程 行事名 会場 単位 主催

【会員研修会／支部主催】

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

2018年 12月16日
2019年   3月  4日

SIAテクニカルセミナー
SIAテクニカルセミナー

安比高原
大鰐

2
2

北東北支部
北東北支部

2019年  2月18日～19日
   3月12日 会員研修会

SIAテクニカルセミナー 箕輪
猪苗代 2

南東北支部
南東北支部

2019年   1月  8日
   3月11日
   3月中旬
   3月中旬

伝達・インバウンド対策
スキルアップセミナー
救急法講習会
レーシングセミナー

神立高原
赤倉温泉
南魚沼消防本部
石打丸山

2
2
2
2

関越支部
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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南東北
支部

4

関
越
支
部

2018年 11月16日
日程 行事名 会場 単位 主催

【創立５０周年記念式典・祝賀会】

創立５０周年記念式典・祝賀会 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ SIA-



2018年 12月 4日～ 6日
2019年  2月20日～22日
  2月26日～28日
  2月下旬
  3月 4日～ 6日
  3月 6日～ 8日
  3月 6日～ 8日
  3月 8日～10日
  4月8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（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
未定
猪苗代リゾート
菅平高原
神立高原
奥志賀高原
ハチ高原
マウントレースイ
マウントレースイ

教育部
北東北支部
南東北支部

長野東北信支部
関越支部

志賀高原支部
西日本支部
北海道支部
教育部

4
-
-
-
-
-
-
-
-

ア
ル
ペ
ン
ス
キ
ー
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2018年 12月15日
2019年  1月10日
  1月中旬
  2月中旬
  3月 6日
  3月 7日
  4月中旬
 夏期

テクニカルセミナー【岐阜】
レーシングセミナー（初中級者対応）【岐阜】
テクニカルセミナー【滋賀】
バックカントリーセミナー（基本知識編）
テクニカルセミナー【兵庫】
レーシングセミナー（初中級者対応）【兵庫】
バックカントリーセミナー（立山入門編）
ピスラボセミナー

高鷲スノーパーク
高鷲スノーパーク
奥伊吹スキー場
あわすの
ハチ高原
ハチ高原
立山・室堂平周辺
ウイングヒルズ白鳥

2
2
2
2
2
2
2
2

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
西日本支部

2018年 12月下旬
 12月下旬
2019年  1月初旬
  1月中旬
  1月中旬
  2月初旬
  2月
  2月
  2月中旬
  3月初旬
  3月
  3月 6日

スノーボードテクニカルセミナー
救急法講習
アルペンスキーテクニカルセミナー（ナイター）
アルペンスキーテクニカルセミナー（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①
スキー技術論＆指導論（机上）
アルペンスキーデモセミナー
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
ナイターポールセミナー②
スノーボード　セミナー
ナイターポールセミナー③「全山対策」

奥志賀高原
志賀高原
志賀高原
志賀高原
志賀高原
志賀高原
志賀高原
志賀高原
奥志賀高原
志賀高原・一ノ瀬
奥志賀高原
志賀高原

2
2
2
2
2
2
2
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
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

2018年 12月15日、18日
 12月20日
 12月20日
2019年  1月～3月
  1月～3月
  1月～3月
  1月～3月
  1月～3月
  3月
 夏期
 夏期

アルペンスキーテクニカルセミナー
スノーボードテクニカルセミナー
テレマークスキーテクニカルセミナー
アルペンスキーコブセミナー
アルペンスキーデモ選対策セミナー
ポールセミナー
スノーボードスキルアップセミナー
テレマークスキースキルアップセミナー
日本赤十字社　救急法短期講習会
コンディショニング
ピスラボセミナー

菅平高原
菅平高原
菅平高原
菅平高原
菅平高原
菅平高原
菅平高原
菅平高原
菅平高原
未定
野沢温泉

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

長野東北信支部
長野東北信支部
長野東北信支部
長野東北信支部
長野東北信支部
長野東北信支部
長野東北信支部
長野東北信支部
長野東北信支部
長野東北信支部
長野東北信支部

2018年 12月14日
2019年  1月11日
  2月14日
  3月 7日
  5月10日～12日

SIAテクニカルセミナー
テレマークスキーセミナー
会員研修会（不整地）
レーシングセミナー
山岳スキー講習会

Hakuba47
エコーバレー
乗鞍
白樺2in1
北アルプス周辺

2
2
2
2
4

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

2019年  2月 6日～ 8日
  2月18日、27日～28日
  2月26日～28日
  2月26日～28日
  3月 4日～ 6日
  3月 6日～ 8日
  3月 6日～ 8日
  3月 8日～10日
  4月 8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）

大鰐
菅平高原
猪苗代リゾート
爺ヶ岳
神立高原
奥志賀高原
ハチ高原
朝里川
マウントレースイ

北東北支部
長野東北信支部
南東北支部
長野中信支部
関越支部

志賀高原支部
西日本支部
北海道支部
教育部

-
-
-
-
-
-
-
-
-

2019年  2月18日、27日～28日
  2月19日～21日
  3月 4日～ 6日
  4月 8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）

菅平高原
ニセコアンヌプリ
神立高原
マウントレースイ

長野東北信支部
北海道支部
関越支部
教育部

-
-
-
-

-
-
-

2019年  3月 6日～ 8日
  3月11日～13日
  4月 8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（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）

奥志賀高原
サッポロテイネ
マウントレースイ

志賀高原支部
北海道支部
教育部

-
-
-

志
賀
高
原
支
部

長
野
東
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



2018年 12月 4日～ 6日
2019年  4月 7日～10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
マウントレースイ

教育部
教育部

4
-

2018年 12月 4日～ 6日
2019年  4月 7日～10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
マウントレースイ

教育部
教育部

4
-

2018年 12月 4日～ 6日
2019年  4月 7日～10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
マウントレースイ

教育部
教育部

4
-

【ステージⅢ検定会】

2018年 11月25日～30日
2019年  4月 4日
  4月 4日～ 6日
  4月 5日
  4月 5日
  4月 7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40期デモンストレーター合宿
アルペンスキー技術コンテスト（第41期アルペンスキーデモンストレーター選考会初日を兼ねる）
第41期アルペンスキーデモンストレーター選考会
スノーボード技術コンテスト 兼 第41期・42期スノーボードデモンストレーター選考会
テレマークスキー技術コンテスト 兼 第41期・42期テレマーク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

韓国・フェニックス
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ

教育部
SIA
SIA
SIA
SIA
SIA

4
-
-
-
-
-

2018年 12月 3日～ 4日
 12月 6日～ 7日
 12月12日～13日
 12月18日
 12月19日
2019年  4月 8日～ 9日
  4月 8日～ 9日
  4月 8日～ 9日

日程 行事名 会場 単位 主催【イグザミナー関連行事】
アルペンスキーイグザミナーセミナー
アルペンスキーイグザミナーセミナー
アルペンスキーイグザミナーセミナー
スノーボードイグザミナーセミナー
テレマークスキーイグザミナーセミナー
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
箕輪
志賀高原
菅平高原
菅平高原
マウントレースイ
マウントレースイ
マウントレースイ

教育部
教育部
教育部
教育部
教育部
教育部
教育部
教育部

4
4
4
2
2
4
4
4

2018年 11月
2019年  2月25日
  3月11日
  3月14日
  3月中旬
  3月中旬
  4月 6日

日程 行事名 会場 単位 主催【会員親善会・その他大会等】
懇親会
ナイタースラローム＆懇親会
南東北支部技術選
関越テクニカル選手権（アルペンスキー・スノーボード）
志賀高原支部技術選
志賀高原全山スラローム大会
会員親善GSL

未定
木島平
猪苗代
神立高原
志賀高原
志賀高原
マウントレースイ

北東北支部
長野東北信支部
南東北支部
関越支部

志賀高原支部
志賀高原支部

SIA

-
-
-
-
-
-
-

2018年 11月15日
2019年  4月 6日～ 7日

日程 行事名 会場 単位 主催【公認学校長関連行事】
公認スキー学校長研修会
公認スキー学校長向けプログラム（オーストリア講習会）

代々木・NYC
マウントレースイ

学校部
教育部

3
4

2018年 11月 8日
 11月
 11月
 12月13日
 12月14日
 12月17日
 12月18日
 12月中旬
2019年  3月 6日
  3月12日
  4月25日

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
支部役員会
支部全体会議
支部全体会議
支部全体会議
支部代表者会議
支部全体会議
支部全体会議
支部全体会議
支部委員会

エルプラザ札幌
未定
未定
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
ホテルプルミエール箕輪
志賀高原
ハチ高原
猪苗代ライジングサンホテル
長野県松本市周辺　

北海道支部
北東北支部
北東北支部
関越支部

長野中信支部
長野東北信支部
南東北支部
志賀高原支部
西日本支部
南東北支部
長野中信支部

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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日程 行事名 会場 単位 主催【ステージⅡ検定会】
2018年 12月 4日～ 6日
2019年  2月19日～21日
   2月19日、27日～28日
  3月 4日～ 6日
  4月 8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）
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）

代々木・NYC
ニセコアンヌプリ
菅平高原
神立高原
マウントレースイ

教育部
北海道支部

長野東北信支部
関越支部
教育部

4
-
-
-
-

ス
ノ
ー
ボ
ー
ド

2018年 12月 4日～ 6日
2019年  3月 6日～ 8日
  4月 8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
奥志賀高原
マウントレースイ

教育部
志賀高原支部
教育部

4
-
-

テ
レ
マ
ー
ク

ス
キ
ー

2019年 3月17日～22日
日程 行事名 会場 単位 主催【インタースキー】

第21回インタースキー ブルガリア・パンポロボ 教育部-

日程 行事名 会場 単位 主催
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AM PM

４/6

AM PM

４/5

AM PM

４/4

AM PM

４/3

AM PM

４/2

AM PM

４/7
日土金木水 月

AM PM

４/8
火火

AM PM

４/9
水

AM PM

４/10

行 事 名

アルペンスキー技術コンテスト※

第41期アルペンスキーデモンストレーター選考会

マスターズスキー技術コンテスト

スノーボード技術コンテスト 兼 第41期・42期スノーボードデモンストレーター選考会

テレマークスキー技術コンテスト 兼 第41期・42期テレマークスキーデモンストレーター選考会

会員親善ＧＳＬ(ISIAｶｰﾄﾞ対応)

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

スノーボードデモ選強化セミナー

テレマークスキーデモ選強化セミナー

障がい者スキー教師認定会

ＳＩＡデモンストレーション

オーストリア技術講習会

オーストリアレーシング指導者＆技術講習会

オーストリア講演会

山岳安全講習会(ISIAｶｰﾄﾞ対応)

スノースポーツ教師のための実践中国語レッスン

新規及び継承開校セミナー

公認スキー学校長向けプログラム（オーストリア講習会）

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2019日程
マウントレースイ

〈一般向け〉

支部主催行事・問い合わせ先

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

E-Mail／オフシーズン主催支部 担当・所属校 連絡先

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

katsu-ya@poem.ocn.ne.jp南東北支部 支部長 梁取 克昌 ARSたかつえプロスキースクール TEL 0241-78-7080／FAX 0241-78-5010

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

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

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

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

sasaki@okuibuki.co.jp西日本支部 支部長 佐々木 光雄 ブロッサムスキースノーボードスクール TEL 0749-59-0313／FAX 0749-59-0430

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

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。

※アルペンスキー技術コンテストは、第41期アルペンスキーデモンストレーター選考会初日を兼ねる。
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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 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

株式会社エクスメディア
　http://xmedia-inc.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

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

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/





須磨 貴宏 さん
アルペンスキー・ステージⅠ

金嶋 春奈 さん
スノーボード・ステージⅡ

NEXT

関崎 友紀 さん 
アルペンスキー・ステージⅢ

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。玉越プロスキースクールの
関崎友紀です。
　今年で２４年目?!になると思いますが、スキーへの
情熱は未だに冷め止まず、子育ての合間にスキー
教師をするつもりがスキー教師の合間に子育てを
する逆転生活となっています。
　スクールに入った当初、大先輩に山スキーの楽
しさを教わり、深雪を滑る先輩達の華麗な姿にあ
こがれて山スキーに魅了されていきました。ですが
基礎のない私は当然思うようには滑ることができず
…、練習に明け暮れる毎日となり今に至っていま
す。そして、しつこく山スキーも続けています…。
　ニセコという大自然への転居がきっかけで、こん
なに楽しくて奥が深いスキーを、まだまだスキー教
師として伝えたい‼という想いが強くなり（それなら
資格を取りなさい！というアドバイスもあり）２１年目
にしてステージⅡを受け、翌年ステージⅢを受け、そ
の翌年イグザミナーを取得しました。
　これまで私がスキー教師として続けてこられたの
は人柄の良い校長とアットホームなスクールのおか
げで、校長はじめ諸先輩方や応援してくれる後輩
や家族にも本当に感謝しています。
　また、スキーを通じて沢山の方 と々出会い素敵
な仲間が出来たことの喜びを実感しております。
　初心の気持ちを忘れずに努力とチャレンジ精神
でこれからも続けていきたいです！！！

　SIA会員の皆様、こんにちは。志賀高原・高天ヶ原
スキー場がホームゲレンデの、フジイスポーツサービス
スキースクールに所属しております須磨と申します。
　16-17シーズンを前にスキーインストラクターを志し、
フジイスポーツサービススキースクールでお世話にな
るようになって、18‐19シーズンで3シーズン目となるま
だまだ新人？です（歳は行ってますが・・・笑）
　栃木県出身でスキー歴は30年以上になり、競
技、基礎、フリーライド、バックカントリーとジャンルを問
わず、面白いと思う事は何でもやってます。
　中でも競技スキーは社会人になってから始めたの
ですが、途中30歳の時に一度辞めて、サーフィンが
面白くなってしまいシーズン中に10日も滑らない年が
あったりしましたが、40歳目前の時に「いま果たしてど
れくらい滑れるのだろうか？」と草大会に出てみると、
全く練習をしていなかったのに優勝してしまい、それか
らまたスキー熱が再燃して、全日本マスターズ大会で
入賞する事を目標にやって来ましたが、県大会では
優勝できても全日本大会では入賞一歩手前止まり
で、空白の10年間が無かったら・・・と後悔したりしま
した。が、復帰してからは若い時と違って考えて滑るよ
うになったと言う事もあり、この歳になって「スキーを教
えてみたい」と言う思いが湧いてきて、フジイスポーツ
サービススキースクールの門を叩き今に至ります。
　1年目はまだ全日本マスターズ大会入賞と言う目
標を捨て切れず、スキー修学旅行の団体レッスンで
忙しい時期に休みを頂き、県予選やB級大会、全日
本大会に行かせて頂きましたが、ステージⅠを取得し
レッスンを受け持たせて頂く毎に、お客様によりもっと
満足して頂くためには、もっと経験を積んでもっと勉強
しなくては！と言う思いが強くなり、2年目の先シーズン
はステージⅡを取得する事を目標に、レッスン最優先
で仕事に専念する事にしたので、選手としては再び
一区切り付けましたが、これからは競技の方は一ノ
瀬・高天ヶ原地区親善大会、志賀高原全山大会
で優勝する事を目標にして行きます！
　そして先シーズン最大の目標であったステージⅡ
取得ですが、学科を1つだけ落としてしまいまし
た・・・。後日行われた実技試験は支部唯一の合格
者だっただけに、残念と言うか情けないと言うか、本
当にそれ以外の言葉が出てきません。今年はオフ
シーズンの仕事の都合で再試験に行けないかもしれ
ませんが、仮免許ではなく早くディプロマを貰えるよう
頑張ります！
　SIA会員の皆様、志賀高原支部の皆様、今シー
ズンも宜しくお願い致します。

皆さんこんにちは。
　山形蔵王温泉スキー場のZAOフライツァイト
シーシューレに所属しております、金嶋春奈と申し
ます。４年の非常勤期間を経て、やはり冬のシーズ
ンを雪山で過ごし、毎日スノーボードがやりたい！と
夢に描いていたのが実現してから３シーズン目に入
ります。
　先シーズンはSBステージⅡを目指し、スノーボー
ドについて考える毎日でしたが、考えれば考える程
悩む一方でした。しかし、色 な々方 の々協力や支え
があり、無事合格する事が出来ました。本当ににあ
りがとうございました！まだまだ学ばなければいけない
事はたくさんあると思っておりますが、今シーズンは
スノーボードへの気持ちを維持しつつ、スキーを主
に頑張って行こうと思っております。
　さて、オフシーズンの過ごし方ですが、冬は雪山
という生活が始まってからまだ歴が浅いので、海外
に住んでみたり、旅行してみたり、普通に働いてみ
たり、SIAニュースで皆さんのオフシーズンの過ごし
方を参考にしながら色 な々事に挑戦中です。
　今後も今いられる環境に感謝しながら、スノース
ポーツをたくさんの方と楽しんで行けるよう日々 努力
して参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

NEXTNEXT

所属校／玉越プロスキースクール

所属校／フジイスポーツサービススキースクール

所属校／ZAOフライツァイトシーシューレ

会員
紹介

金嶋 春奈さんよりの次号紹介予定会員

柳澤 紘美さん（舞子プロスキースクール）

関崎 友紀さんよりの次号紹介予定会員

宮崎 寿朗さん（ニセコアンヌプリスキースクール）

須磨 貴宏さんよりの次号紹介予定会員

宮根 貴彦さん（高天ヶ原 SKIWI SKI SCHOOL）



　会員の皆さんこんにちは。今年は豪雨、酷
暑、台風、地震と大変なオフシーズンとなりまし
た。被災された皆様には心より御見舞いを申し
上げますと共に、一日も早い復興をお祈りいた
します。
　スキー教師になった時はまだ独身だった自

分も現在は一児の父。ライフスタイルも変化し、
それに伴って考え方も変わり、仕事も変わり、雪
上に立つ時間も全盛期の半分ほどになりまし
たが、まだまだしぶとくスキーを続けています。ス
キー教師と言う仕事をするにあたり、オフシーズ
ンの仕事をどうするかと言うのが最初の問題で
したが、自分の場合はスキー学校の先輩の紹
介でゴルフ場で働く事になり、3つのゴルフ場で
計17年コース管理の仕事をしながらスキー教
師を続けてきました。この辺りのゴルフ場は冬に
なると積雪の為クローズになるので、スキーを心
おきなくできると言う最高の環境のお陰でデモ
に4期認定され、世界スキー教師選手権にも1
度出場、全国各地に沢山の仲間ができたり
と、大変充実したスキー教師生活を送る事が
できました。
　3年前に子供が生まれ、収入、家族と過ごす
時間、自分の趣味(ランニング)の時間、地元の
地区の行事への参加、スキー教師の活動な
ど、全てのバランスを考えて今春自宅から近い

職場に転職しました。長い事勤めたゴルフ場と
は全く違う仕事に日々 悪戦苦闘していますが、
新しい事を覚えるのはワクワクします。
　スキー教師を続ける事、オフシーズンの仕
事、プライベートの充実、全てに於いて最も大
切なのは健康である事だと思います。当たり前
の事ですがケガをするとスキーはもちろんオフの
仕事やプライベートも楽しめなくなってしまいま
す。自分も40目前にして更に体調の変化を感
じていて、やはり若い頃のようにはいかなくなっ
てきているので日々身体を動かしいつまでも元
気に、そして全国の仲間達とまたスキーができ
る日を楽しみに1日1日を大切に過ごしていきた
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

小林 和幸 さん
アルペンスキー・ステージⅢ
所属校／戸隠フランススキー学校

小林 和幸さんよりの次号紹介予定会員

流石 健一さん（米沢省吾スキースクール）

上達の喜び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。

制作物デザイン画

お 知 ら せ



体力と動作の科学⑭　ハイパワー（瞬発力）
新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター

三浦 哲

　アルペンスキーでは高いパワーを発揮する、ハイパワーが必要です。ハイパ

ワーは、スタートから３０秒程度の運動時間で非乳酸性エネルギーが多く使

われるパワー発揮です。

１．ハイパワーの測定・評価

　アルペンスキーにおけるハイパワーの評価では、階段駆け上がりテスト、垂

直跳び、脚伸展パワーや自転車エルゴメーター全力ペダリング等があります。

（１）階段駆け上がりテスト

　階段駆け上がりテストは、アメリカアルペンナショナルチーム選手において

競技力（国際スキー連盟回転・大回転競技者ポイント）と統計的に有意な相

関が認められています（Haymes と Dickinson ，1980)。

（２）垂直跳び

　垂直跳びは、同じアメリカアルペンナショナルチーム選手において大回転競

技者ポイントと垂直跳び仕事量（エネルギー量）との間に統計的に有意な相

関（r=-0.64）が認められ、カナダナショナルチームの選手が、地区クラブ選手よ

りも有意に高く（BrownとWilkinson,1983）、競技力が高いと垂直跳びも高い

結果でした。ただし、日本のアルペンナショナルチーム選手の垂直跳びとインカ

レ一部大学生では、統計的に差は認められなく（山田たち，1985）、カナダアル

ペンナショナルチーム選手と地区クラブ選手とは差が認められましたが、州代

表選手では差が認められなく、ある程度の競技レベルが高くなると垂直跳び

の差がみられなくなっていました。このことについて、体重差が日本ナショナル

チーム選手72.8㎏に対し、大学生が65.8㎏、カナダナショナルチーム選手77.6

㎏に対し、州代表選手が71.5㎏と6～7㎏の違いがあります。これらのことか

ら、アルペンスキー選手は競技力が高いと、ある程度の体重が増えることがわ

かりますが、体重が重い場合、同じ垂直跳びの高さを出すためには、体重分

の高いパワーが必要で、その絶対的なパワーが変わってきます。アルペンス

キーのある程度高いレベルの選手では、垂直跳びだけでは、十分にパワーの

違いや競技力の違いが示されない可能性があります。垂直跳びのパワーを

測った研究（WhiteとJohnson, 1991)において、パワーを体重で割った値で、

国際レベル（ワールドまたはヨーロッパカップ）選手と全国レベル（全国大会で

10位以内）で差は認められず、国際レベルが地域レベルより統計的に有意に

高い結果でした。体重で割らない絶対値のパワーでは、国際レベルとナショナ

ルレベル、地域レベルで、それぞれ差が認められており、垂直跳びでは、絶対

値というパワーそのものを考える必要があります。垂直跳びを競技レベルとし

て参考にする場合には、体重を考慮する必要があります。

（３）自転車エルゴメーターの全力ペダリング測定

　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の全力ペ

ダリング測定の関係が報告され、ハイパワーの重要性が示されています。測

定方法は、自転車エルゴメーター（PowerMax-VⅢ、コナミ社製）の10秒以内

全力駆動を3回行い、3回の負荷は次第に重い負荷となり、結果から最大無

酸素パワーが算出されます（中村たち，1984）。

　表1に成年男女全国レベル23人の最大無酸素パワー・最大無酸素パワー体

重比と国際スキー連盟回転（SL）・大回転（GS）ポイントとの関係を示しました

（Miura，2013）。それぞれ中程度の負の相関が有意または有意傾向でした。最

大無酸素パワー・最大無酸素パワー体重比が高いと、SL・GSpointが低い（良

い）関係でした。MAnPを高めることは競技力向上に役立つといえます。

 

　自転車エルゴメーターを用いた30秒全力駆動測定（ウィンゲートテスト）は、

体重の7.5%の負荷で行う（DotanとBar-Or，1983)。ハイパワー的な評価で

は、瞬発的な最大パワー、無酸素性エネルギーの総量といえる30秒平均パ

ワーが評価されます。アルペンスキー選手の国際レベル（ワールドまたはヨー

ロッパカップ）選手と全国レベル（全国大会で10位以内）では差が認められま

せんでした（WhiteとJohnson, 1991)。女子では最大パワーで差が認められ

ています。これらの結果から、男性アルペンスキー選手では、垂直跳びや自転

車エルゴメーターの体重の7.5%の負荷では差が示されにくく、最大無酸素パ

ワーはさらに重い負荷でのパワーをみているため、ハイパワーでの競技レベ

ルの差をみるためには、比較的高い負荷で差が示される可能性があります。

女性では、男性より脂肪量が多く、その分の体重に対する負荷割合が相対

的に高くなり、差が示されたといえます。アルペンスキー選手のハイパワーをみ

る際には、体重比や負荷を考える評価する必要があります。

　ハイパワーを高めるトレーニングでは、連続ジャンプを行って（図２）、シーズ

ンに活かせるようにしていきましょう。

【文献】　Haymes, E. M., Dickinson, A. L. （1980）Characteristics of elite male and female ski racers. Medicine and Science in Sports and Exercise, 12，3，pp.153-158.
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.
山田保，大出一水，坂見敏夫，相原博之，斉藤俊浩（1985）男子大学アルペンスキー選手の競技力の検討．日本体育大学紀要，15（1）pp.7-12
White, A. T., Johnson, S. C. (1991) Physiological Comparison of International, National, Regional Alpine Skiers. Int. J. Sports Med., 12 (4), pp. 374-378.
中村好男、武藤芳照、宮下充正（1984）最大無酸素パワーの自転車エルゴメーターによる測定法．Jpn. J. Sports Sci．3 (10) : 834-839．
Miura, T.（2015）Maximum Anaerobic Power in Adult Alpine Ski Racers，International Journal of Sport and Health Science, 13, pp. 96-101．
Dotan, R. and Bar-Or, O. (1983) Load optimization for the Wingate anaerobic test. Eur. J. Appl. Physiol., 51: 409-417.

MAnP MAnP/BW
correlation correlation 

Male SL point -0.44 † -0.62 **
GS point -0.51 * -0.69 **

Female SL point -0.65 * -0.65 *
GS point -0.40 † -0.58 *

p<0.01‥**, p<0.05‥*, p<0.10‥+

表１　最大無酸素パワー・最大無酸素パワー体重比と
　　  全日本スキー連盟SL・GSpointの相関係数

図２　ハイパワートレーニングの例
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　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。

（「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。

　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、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。

お 知 ら せ
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クリーンキャンペーンについて

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
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720円（税込）
無料

【価　格】
【送　料】

SIAステッカー

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】

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！！

【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

◆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 な々工夫を凝らし、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

2020年秋
新教程・発刊予定
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／〒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.180は平成31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／救急法受講の手続き／維持会員から活動会員への復帰について 2
SIA総合補償制度 3
第40期行事スケジュール 4～6
SIAフェスティバル2019日程／支部主催行事・問い合わせ先 7
賛助会員一覧 8
賛助会員便り 9
会員紹介 10
スキー教師を続けていくためのヒント／お知らせ 11
体力と動作の科学⑮ ハイパワー（瞬発力） 12
お知らせ 13
販売物紹介 14
お知らせ 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。
「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：5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／40＝40期の会費が未納です。
　◆会費／40 39＝40期及び39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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