
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」

　亡き父が、人生で一番お楽し
かったとき。それは間違いなく、オック
スフォードのご留学時代だと思う。こ
のころの思い出をいつも本当にお楽
しそうに、キラキラした笑顔で語られ
る姿をよく覚えている。
　オックスフォードにおられた頃、

オーストリア国立スキー学校に当時在籍していた学習院大学ス
キー部の先輩である吉田宗弘さんに誘われて、一冬をブンデスハイ
ムで過ごされた。国家検定教師の研修合宿に、地元のバリバリの
スキーヤーたちと共に参加され、彼らと堂 と々渡り合う姿が、近代
オーストリアスキーの父として名高いクルッケンハウザー教授をうなら
せたという話は耳にタコができるくらい聞かされた。
　そのクルッケンハウザー教授の薫陶を受けたヘルベルト＆カール・
ユーエン兄弟がその後来日した時には、父が八甲田に案内され、
本場の山岳スキーの極意やオーストリアスキーの技法を日本のス

キーヤーたちに丁寧に指導してもらったのだという。夜は、みなで
オーストリア民謡やヨーデルを歌って大騒ぎ。旧交を温め、とても楽し
い時間を過ごされたようだ。
　そして今年。ヘルベルト・ユーエンの息子にあたるハーラット＆アル
フレッド・ユーエン兄弟が来日してくれた。父が遺された基金で、3年
間本場のアルプスの山岳スキーを学ぶため、数名がヨーロッパ研
修に派遣された。その集大成として、彼らを招き、ヨーロッパ研修の
受講生が日本の山を案内するという企画だった。
　あいにく天候があまりよくなかったため、思うようには計画が遂行
できなかったという側面もあったけれど、雲一つない青空の下、ユー
エン兄弟とともに私も八甲田の山を登らせてもらうことができた。日本
の仲間たちと肩を組み、お酒を酌み交わし、わいわいと楽しそうにし
ているユーエン兄弟を見ながら、きっと父が彼らのお父様と叔父様
を案内された数十年前も、同じような光景が広がっていたであろう
ことを確信した。親子二代でスキーを通したお付き合いが続けられ
るという幸せをかみしめた数日間だった。

総裁  彬子女王

SIAFestival2017

SIAFestival2017開催報告
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藤本 剛士
サニープロスキースクール

デモ認定10回

長谷川 勝彦
高鷲スノーパークスクール

デモ認定3回

谷藤 昌司
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌

デモ認定6回

髙本 稔
三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌

デモ認定11回

的場 佑樹
高鷲スノーパークスクール

デモ認定3回

湯下 大地
エコーバレースノースポーツスクール

デモ認定6回

古谷 正臣
札幌NEスキースクール

デモ認定16回

可児 徹
ISG Ski Academy SUGADAIRA

デモ認定6回

井上 強
ハチ高原スキーアカデミー

デモ認定1回

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1回

岡本 大樹
赤倉ヨーデルスキー学校

デモ認定1回

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1回

佐伯 敏
JAPANジュニアスキーアカデミー

デモ認定9回

清水 祥瑞
ウェルネス スノースクール菅平

デモ認定2回

佐々木 常念
戸隠フランススキー学校

デモ認定21回

ALPINE SKI
アルペンスキー
男子

第39期 デモンストレーター紹介 SIA 2017 DEMONSTRATOR

大役を担って
　会長という大役を担って早いもので、もう７ヶ月になり
ます。最初の大仕事は、各執行部の人事任命でした。
様 な々ことを考えて決定するのですが、大変いろいろ悩
みました。各自が希望している部に任命すればよいので
しょうが、そうではない部に任命すると当事者は「何故だ
ろう」と思ってしまいます。実際、私も理事に立候補した
時、思いを持って立候補しましたから、最初に任命され

た部と、私が希望していた部とは全く違い「何故だろう」と考えてしまいました。気持
ちが吹っ切れるまでに時間もかかりましたが、いま思えば、とてもよい経験になった、と
実感しています。
　ところで、私はスキーの仕事だけでなく、スクール開校地である大鰐町の町議
会議員もしております。毎年四月になると役場職員の人事異動があります。誰が、
どの要職に就き、どの課の課長に誰がなるのかが、気になるところとなります。何故
かというと、新しい課に任命された方々が町のおおまかな方針を考えていくので、
町民にとって良い方向にいくか、いかないかが、ある程度決まってしまうからです。こ
れは、SIAの人事でも同じことがいえると思います。
　私がSIAの人事を任命するにあたって根幹として考えた事は三つ。
　①SIAの将来　②現在のスノースポーツ環境の変化
　③SIAの適正な財務状況 
　この３点を念頭に置き、任命した方達に、何故その部に任命したかの説明をし、
理解してもらい協力して良い方向へ導くよう邁進してもらうということが、大役を担っ
てから一番最初の大仕事でした。
　三つの根幹には近 の々問題もあります。現在、SIAで活動している教師は国の
少子高齢化と同じように50歳以上が大半で、20歳代30歳代で活動している教
師が少なくなっているのが現状です。こうなると当然、スキースクールも教師不足に
陥ってきます。
　また、インバウンドで、スキー場に外国人が大勢訪れることはよいことなのでしょう
が、その中には、認可なく開校し教師検定までおこなっている外国人もいるようで
す。ルールを無視し危険な行為も増え、これから様 な々問題が起こってくるでしょう。

我 S々IAを含め、日本のスノースポーツ業界全体で「安心・安全」にスノースポー
ツを楽しむためには、どのようにすればよいかについて早急に対策を考えることが必
要になってきています。
　そして、スノースポーツが多様化しているにも関わらず、社会状況の変化から、ス
ノースポーツ離れが起きていることも現状です。これらの問題を、少しでも解消解決
するという課題も考慮して人選し配置をした訳ですが、その結果、数名には、二つ
の部を兼務してもらうことになってしまいました。今期に限っては前回の執行部が
作った方針に沿って事業を展開していますので次期事業計画では、さらに新しい
執行部の本領が発揮されるものと期待しています。
　さて、4月初旬恒例のフェスティバルは雪に恵まれ、成功の内に終了することが
できました。総裁 彬子女王殿下におかれましては、ご公務で大変お忙しい中、御
成り頂き、心より感謝申し上げます。
　真冬並みの雪質の中、ゲレンデを横切る猿達に、とても驚いていたアメリカス
キー教師連盟のマット・ボイド氏、マイケル・ローガン氏、両名の講習会も、大変好
評でした。これもひとえに開催地 志賀高原の皆様、賛助会員の皆様、フェスティ
バル運営に携わってくださった全てのSIA会員の皆さんの協力があってこその成
功でした。心から御礼申し上げます。ありがとうございました。
　最後にISIAに関するお知らせがあります。
　4月下旬スイスに於いてISIA総会が開催され役員改選が行われました。その結
果ISIAの役員が大幅に変わりました。前会長Riet Campell氏（スイス）が退任さ
れ、新会長にはCaffi Vittorio氏（アイルランド）が選任され、 環太平洋の副会長
には退任された馬淵雄一顧問に代わり、杉山公信常務理事が立候補し、当選し
ました。これには、14年間という長きに渡り、ISIA副会長を就任されていた馬淵雄一
顧問の実績と人脈が考慮されたことと、ISIAに所属している各国のスキー教師の
方達をSIAフェスティバルへ招聘し続けたという結果であると感じました。
　SIAを取り巻くスノースポーツ業界、そしてSIA自体も怒涛の時を迎えています。
このような厳しい時期だからこそ、一丸となって会員ひとりひとりが、オフシーズンもプ
ロスキー教師としての自覚と意義を持てるような協会であるよう、執行部一同これ
からも頑張っていく所存です。どうぞよろしくお願いいたします！

SIA
フェスティバル
2017

SIA
フェスティバル
2017

日 程 平成29年4月1日（土）～9日（日） 会 場 長野県・志賀高原スキー場

【後援】外務省、スポーツ庁、長野県教育委員会、山ノ内町、山ノ内町教育委員会、志賀高原観光協会
【協賛】志賀高原リゾート開発株式会社、ホテル一乃瀬、SIA賛助会員
【協力】志賀高原スキークラブ、一の瀬旅館組合、SIA志賀高原支部

in 志賀高原・一の瀬スキー場in 志賀高原・一の瀬スキー場

The 43th
SIA Festival
2017in SHIGAKOGEN

The 43th
SIA Festival
2017in SHIGAKOGEN

会長  中島 英臣

第43回
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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3回

田中 宏典
苗場スノースクール

デモ認定2回

國井 理裕
MZ白石スノースポーツスクール

デモ認定2回

佐藤  寛
エコーバレースノースポーツスクール

デモ認定2回

塚田 洋平
Wing Pro Ski School

デモ認定2回

小上 理恵
木島平プロスキースクール

デモ認定6回

福田 咲
TSO SKI ACADEMY

デモ認定8回

川辺 貴子
石打プロスキースクール

デモ認定10回

The 43th SIA Festival 2017 in SHIGAKOGEN : RESULT

第39期 デモンストレーター紹介
SIA 2017 DEMONSTRATOR

所　属　校順
位 選 手 名

得点
資格

総合成績

得点

ショートターン総合滑降 ロングターン

得点 順位 順位 得点 順位
 269 3 270 3 273 1 812
 274 1 271 2 267 2 812

 1 田中　宏典 SBⅢ 苗場スノースクール
 1 國井　理裕 SBⅡ MZ白石スノースポーツスクール

参加人数／10名 参加人数／10名

所　属　校順
位 選 手 名

得点
資格

総合成績

得点

テレマークターン・ショート総合滑降 テレマークターン・ロング

得点 順位 順位 得点 順位
 273 1 274 1 276 1 823
 270 2 271 2 269 3 810

 1 佐藤　寛 TMⅡ エコーバレースノースポーツスクール
 2 塚田　洋平 TMⅢ Wing Pro Ski School

第39期SIAデモンストレーター選考会（スノーボード） 第39期SIAデモンストレーター選考会（テレマークスキー）

SIAメダルペースメーカー認定について

会
員
親
善
G
S
L

所　　属　　校順
位 選　手　名

タイム
資 格

基礎パラ＆シュテム

得点

パラレル・ショート総合滑降 パラレル・ロング

得点 順位 得点 順位 得点 順位順位 得点

総合成績

得点 順位
 278 1 276 1 273 1 48.52 275 1 265 5 1367
 274 2 269 3 272 2 49.09 274 2 268 2 1357
 274 2 273 2 271 3 52.51 266 5 266 4 1350
 270 4 269 3 270 4 54.69 261 7 267 3 1337

 1 湯下　万里 APⅢ エコーバレースノースポーツスクール
 2 小上　理恵 APⅢ 木島平プロスキースクール
 3 福田　咲 APⅢ TSO SKI ACADEMY
 4 川辺　貴子 APⅢ 石打プロスキースクール

GSL

所　　属　　校順
位 選　手　名

タイム
資 格

GSL 基礎パラ＆シュテム
得点

総合滑降 パラレル・ロング
得点 順位 得点 順位 得点 順位順位 得点

総合成績
得点 順位

 262 1 262 1 260 2 55.00 271 2 261 4 1316
 261 2 259 4 266 1 57.62 266 5 262 3 1314
 258 4 260 3 260 2 53.05 275 1 261 4 1314

 1 笹岡　祐二 APⅢ Hakuba 47 ｽｷｰｱｶﾃﾞﾐｰ
 2 柴崎　正弘 APⅢ ｵｰｽﾄﾘｱｽｷｰ教室　山形赤倉
 2 藤原　秀昭 APⅢ 高天ヶ原 SKIWI SKI SCHOOL

パラレル・ショート

所　　属　　校順
位 選　手　名

タイム
資 格

GSL 基礎パラ＆シュテム
得点

パラレル・ショート総合滑降 パラレル・ロング
得点 順位 得点 順位 得点 順位順位 得点

総合成績
得点 順位

 275 3 271 8 274 5 48.86 271 6 277 1 1368
 276 1 272 5 275 2 51.20 266 14 274 2 1363
 274 5 272 5 275 2 46.99 275 1 265 21 1361
 274 5 274 2 276 1 48.34 272 3 264 26 1360
 274 5 273 3 274 5 51.12 266 14 273 3 1360
 276 1 272 5 270 12 49.75 269 8 268 12 1355
 273 8 273 3 270 12 48.32 272 3 263 30 1351
 271 11 269 11 270 12 50.42 267 12 272 4 1349
 268 16 270 10 274 5 50.05 268 10 269 9 1349
 275 3 271 8 271 8 53.15 261 29 270 8 1348
 268 16 277 1 275 2 50.64 267 12 258 53 1345
 273 8 269 11 269 16 49.66 269 8 264 26 1344
 273 8 268 19 269 16 48.38 272 3 261 36 1343
 266 21 269 11 266 22 51.97 264 19 272 4 1337
 271 11 267 20 270 12 52.61 262 23 265 21 1335

 1 佐々木　常念 APⅢ 戸隠フランススキー学校
 2 藤本　剛士 APⅢ サニープロスキースクール
 3 長谷川　勝彦 APⅢ 高鷲スノーパークスクール
 4 谷藤　昌司 APⅠ 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌
 4 髙本　稔 APⅢ 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール 札幌
 6 的場　佑樹 APⅢ 高鷲スノーパークスクール
 7 湯下　大地 APⅢ エコーバレースノースポーツスクール
 8 古谷　正臣 APⅢ 札幌NEスキースクール
 8 可児　徹 APⅢ ISG Ski Academy SUGADAIRA
 10 井上　強 APⅢ ハチ高原スキーアカデミー
 11 佐伯　知彦 APⅢ 立山アドベンチャープロスキースクール
 12 岡本　大樹 APⅡ 赤倉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　敏 APⅢ JAPANジュニアスキーアカデミー
 15 清水　祥瑞 APⅢ ウェルネス　スノースクール菅平

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／14名

賛助会員の部　参加人数／5名

男子６０歳以上の部　参加人数／7名

男子５０歳代の部　参加人数／7名

男子４０歳代の部　参加人数／13名

男子３０歳代の部　参加人数／12名

男子２０歳代の部　参加人数／9名

学校対抗の部　参加チーム／10チーム

 1 高澤　伸 ヘルト（株） 43.70
 2 後村　茜 YAMAGA BLANKS 43.97
 3 長沼　敬晴 HEAD Japan 株式会社 45.25

 1 湯下　万里 エコーバレースノースポーツスクール 45.45
 2 小上　理恵 木島平プロスキースクール 45.68
 3 西山　曜己 木島平プロスキースクール 47.47

 1 藤原　秀昭 高天ヶ原 SKIWI SKI SCHOOL 52.34
 2 阿久津　博昭 2in1ベーシックレーシングアカデミー 53.00
 3 若林　幸彦 杉山スキー＆スノースポーツスクール 53.68

 1 蔦原　克典 ウェルネス　スノースクール菅平 47.21
 2 池田　進 石打プロスキースクール 47.37
 3 佐伯　敏 JAPANジュニアスキーアカデミー 47.47

 1 佐々木　常念 戸隠フランススキー学校 45.53
 2 古谷　正臣 札幌NEスキースクール 46.64
 3 相馬　勝利 ウェルネス　スノースクール菅平 46.67

 1 長谷川　勝彦 高鷲スノーパークスクール 43.88
 2 湯下　大地 エコーバレースノースポーツスクール 44.99
 3 小林　和幸 戸隠フランススキー学校 46.22

 1 左近　一平 オニコウベスキー＆スノーボードスクール 45.60
 2 中西　悠太 なかにしスキー塾 47.66
 3 的場　佑樹 高鷲スノーパークスクール 47.73

 1 ウェルネス　スノースクール菅平 蔦原　克典、 相馬　勝利、 清水　祥瑞 2:21.24
 2 戸隠フランススキー学校 佐々木　常念、 小林　和幸、 蛭間　龍矢 2:23.04
 3 サニープロスキースクールＢ 松田　裕一、 藤本　剛士、 芳賀　航 2:23.14

参加人数／7名

第15回
マスターズ
スキー教師
選手権大会

参加人数／22名

第39期
SIA
アルペンスキー
デモンストレーター
選考会（女子）

参加人数／71名

第39期
SIA
アルペンスキー
デモンストレーター
選考会（男子）

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

※所属は認定時のもの



【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
8
8
4
10
8
12
2
52

2
1
0
2
2
0
2
9

10
9
4
12
10
12
4
61

6
7
4
9
5
10
1
42

60.0%
77.8%
100.0%
75.0%
50.0%
83.3%
25.0%
68.9%

◆アルペンスキー・ステージⅠ検定会

2
6
3
5
5
7
28

長野北信
関越
北海道
志賀高原
南東北
西日本

SIAフェスティバル

菅平高原
神立高原
テングヤマ
志賀高原
箕輪

スキージャム勝山
志賀高原

3月1日
3月9日
3月12日
3月12日
3月15日
3月16日
4月8日

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場

合　計

新規

◆アルペンスキー・ステージⅡ実技・指導実習検定会

長野北信
関越
北海道
南東北
西日本

SIAフェスティバル

菅平高原
神立高原
テングヤマ
箕輪

スキージャム勝山
志賀高原

3月1日
3月9日
3月12日
3月15日
3月16日
4月8日

18.2%
54.5%
100.0%
55.6%
71.4%
50.0%
50.9%

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規

◆スノーボード・ステージ Ⅰ 検定会

関越
北海道
南東北

神立高原
マウントレースイ

箕輪

2月24日
3月9日
3月15日

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規

◆アルペンスキー・ステージⅢ実技・指導実習検定会

SIAフェスティバル 志賀高原 4月9日

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場

合　計

合　計

合　計

新規

◆スノーボード・ステージⅡ実技・指導実習検定会

関越
南東北

SIAフェスティバル

神立高原
箕輪

志賀高原

2月24日
3月15日
4月8日

2

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規

◆スノーボード・ステージⅢ実技・指導実習検定会

SIAフェスティバル 志賀高原 4月9日 50.0%

3
2
5

2
0
2

5
2
7

4
2
6

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規

◆テレマークスキー・ステージ Ⅰ 検定会

長野北信
北海道

菅平高原
テングヤマ

3月1日
3月10日

80.0%
100.0%
85.7%

3
1
4

0
0
0

3
1
4

3
0
3

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規

◆テレマークスキー・ステージ Ⅱ 実技・指導実習検定会

長野北信
SIAフェスティバル

菅平高原
志賀高原

3月1日
4月8日

100.0%
0.0%
75.0%

2 1 3 2

合 格 率合格者再受 合計
受 検 者

検　定　日会　場 新規

◆テレマークスキー・ステージⅢ 実技・指導実習検定会

SIAフェスティバル 志賀高原 4月9日 66.7%
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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。

○ ○
○

○
○
○

○
○
○
○

～
～
～
～

2016/10/1
2013/10/1
2014/10/1
2015/10/1

2020/9/30
2017/9/30
2018/9/30
2019/9/30

2020/9/30
2017/9/30
2018/9/30
2019/9/30

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
35期 36期 37期 38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
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第38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
～スクール業務編～

スノースポーツ教師の為の実践英語
～初心者指導編～

ステージⅢ基礎理論検定会

【期　日】 平成29年11月16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　カルチャー棟小ホール
 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.176（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5日（火）～7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】 43,720円（講習費、単位登録料、2泊5食、テキスト代、税込み。） 　
　　　　 　※参加費は変更になる場合があります。 
【申込締切】 11月7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】 12月5日（火）～7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】 44,520円（講習費、単位登録料、2泊5食、テキスト代、税込み。） 　
　　　　 　※参加費は変更になる場合があります。
【申込締切】 11月7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

〈第1回〉 【日時】 7月29日（土）
 【会場】 東京・豊海区民館　     【申込締切】 7月20日（木）消印有効
〈第2回〉 【日時】 9月  9日（土）
 【会場】 東京都中央区内予定　【申込締切】 8月31日（木）消印有効
【参 加 費】 5,100円（講習費、単位登録料、税込み）
【取得単位】 2単位      
【講　　師】 北神 有理　ＳＩＡステージII・III基礎理論検定会 外国語講師
  インタースキー（2007ピョンチャン、2011サン・アントン、2015ウシュアイア）同時通訳
  ＳＩＡ会員（ステージIII、高天ヶ原 SKIWI SKI SCHOOL所属）
  海外のスキースクールでも外国人講師として活動中。
【内　　容】  スクール業務に関する英語（予約・受付・安全管理に関する英語）

〈第1回〉 【日時】 7月30日（日）
 【会場】 東京・豊海区民館        【申込締切】7月20日（木）消印有効
〈第2回〉 【日時】 9月10日（日）
 【会場】 東京都中央区内予定　【申込締切】8月31日（木）消印有効
【参 加 費】 5,100円（講習費、単位登録料、税込み）
【取得単位】 2単位 
【講　　師】 北神 有理
【内　　容】 初心者指導（大人・子供）に必要な英語
     （集合～レッスン～レッスン終了までの英語） 

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 ２０17』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2016」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 28日 （月）
8月 30日 （水）
8月 31日 （木）
9月 4日 （月）
9月 6日 （水）
9月 8日 （金）
9月 11日 （月）
9月 12日 （火）
9月 14日 （木）
9月 15日 （金）

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
仙台・東京エレクトロホール宮城
長岡・長岡商工会議所
高崎・ビエント高崎
長野・JA長野県ビル
長野・JA長野県ビル
名古屋・名古屋国際センタービル
名古屋・名古屋国際センタービル

 9月 19日 （火）
 9月 21日 （木）
 9月 22日 （金）
 9月 25日 （月）
 9月 27日 （水）
 10月 4日 （水）
 10月 5日 （木）
 10月 6日 （金）

金沢・石川県地場産業振興センター
大阪・グランキューブ大阪
大阪・グランキューブ大阪
広島・RCC文化センター
福岡・福岡朝日ビル
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
　　基礎のパラレルターンへ導く二つの斜面別練習法（Ａ、Ｂパターン）について
３・「ＳＩＡ公式スキー＆スノーボードメソッド」
　　［第1章］テクニック編２ スノーボードについて
４・「ＳＩＡ公式スキー＆スノーボードメソッド」
　　［第1章］テクニック編３ テレマークスキーについて

５・「実践英語DVD」から得た内容を今後どのように活かしていきたいか
　※「実践英語レッスンDVD」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）
６・「インタースキー・ウシュアイア大会DVD」について
　※「インタースキー・ウシュアイア大会DVD」
　　2015年12月下旬に公認校宛に配布した物です。

「有効期間は1年間です。」毎年更新し、認定を受ける必要があります。

【日程・会場】

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）



体力と動作の科学⑩ 筋力（１）
新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター

三浦 哲

　シーズンオフになりました。次のシーズンに向けてフィジカルを鍛える時期と
なりましたので、今回は筋力に焦点を当てて、再確認していきます。

【筋力トレーニング】
（１）頻度
　筋力やパワーを高めためには、一般的に効率的な頻度は週２－３回となりま
す。図1は、トレーニングによる筋力向上の模式図です。トレーニングによって筋
肉は壊され、休息による回復から、さらに超回復によって筋力が向上します。こ
の休息時間は、24から48時間により超回復に至ります。このことが、筋力トレー
ニングが１日おき程度に行うといい理由です。しかし、回復時間は、トレーニング
量（たとえば、１回のトレーニング量が多ければ1日おき、少なければ毎日行っても
いいかもしれません）、年齢、食事、ケア（ストレッチやクーリングダウンなど）や、こ
れまでのトレーニング状況・内容、他のトレーニング状況・内容で変わってくる可
能性があり、さらに、生活習慣の中で可能なトレーニング時間もあると思います
ので、それぞれに適した頻度を見つけて、取り組んでいきましょう。

（２）強度
　図２は重量（強度）による
トレーニング効果の違いで
すが、筋力を高めるために
は、10回前後繰り返しできる
回数の重さであり、最大筋
力の70％程度です。ただし、
この重さは、普段から行って
いれば丁度いいのですが、
普段から行っておらず、慣れていない場合には、軽い負荷から初めて、フォー
ムを作り次第に重くしていく方がいいでしょう。

（３）セット数
　トレーニング時間（セット数）に対して、効率よく筋力を上げるセット数は、３
セットです。ただ、先ほどの頻度に近いのですが、筋肉の回復等を考えて、年
齢、食事、ケアなどの様々な条件やトレーニング時間があれば、３セットよりも５
セットの方が筋力は高くなります。競技を目的とした若い選手には、５セットを行
いたいものです。

（４）まとめ
　これらのことから、試合期と鍛錬期に分けて考えると、鍛錬期に効率のい
いトレーニングは、
　週3回（1日おき）　×　10ＲＭ　×　3セット以上
　　　　　　　　　　（10回できる重さ）
　となります。

　試合期には週2～1回に少なくしたり、パワートレーニング（筋力トレーニング
より重量などは軽いが、スピードや反動などがあり、筋肉への負荷を、それなり
に高くする、例 ： ジャンプトレーニングなど）で補ったりします。特に、アルペンス
キーはパワーが必要であり、筋力は基礎的に必要ですが、パワーは実際のス
キーに近い筋出力となるため、試合期の筋力維持やパワーの向上に用いら
れます。
　ちなみに、ここでいうパワーとは力学的に速度×力で算出されるもの
です（図３）。

 

（５）補足　ディ・トレーニング
　ディ・トレーニングとは、トレーニングをやめて、トレーニングしていないことを意
味します。トレーニングをやめたり、少なくなると、筋力は低下します。筋力トレー
ニングを始める際に注意したいこととして、昔（またはシーズン前に）、これだけ
の重さが挙がったから、また挙がるわけでないことは、おそらく、皆さんが理解
し、体感していることだと思います。

（６）補足２　心理的限界
　最大筋力を発揮する生理的限界と心理的限界は異なります。機械的に電
気刺激で発揮する筋力は、ヒトが自発的に発揮する筋力よりも高く、自発的に
発揮する筋力も、掛け声や、火事場の馬鹿力によって高くできたりします。この
こととも関わり、ある程度の筋力があるのに、普段は使っていないことから、筋
力が出にくい場合もあります。筋力トレーニングでは、このことも考えて、初めの
数週間は筋力があがらない場合もあります。これは、重さへの感覚的な慣れ
などもあると考えられます。

（７）まとめ２
　心理的限界も含めて、筋力が上がるには、二ヶ月程度のトレーニング期
間が必要とも言われます。次のシーズンに向けて、たとえば、これからの7月
から二ヶ月は、筋力と全身持久力を多めに行い、その後、筋持久力、パ
ワーやスピードを多めにするように切り替えて、実際のスキーに使う筋肉へ
と変えていく計画で、トレーニングよるケガも防ぎ、冬に向けた十分な体力
を高めましょう。

図３　ヒト上腕屈筋における力－速度
　　 および力－パワー関係（金子, 1974）

図２　負荷重量と繰返し回数（三浦&松井, 1970）

図１　トレーニングと筋力
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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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　紫陽花咲きこぼれる候、皆様いかがお過ごしで
しょうか？
　私は、志賀高原で皆様に【ピンクヘルメットの、
ちっちゃなおっちゃん】で親しまれております、京都
生まれの京都育ちモーリーことワイズ  スノース
ポーツスクールの日永で御座います。
　今から40年前、サーフィンとスキーにはチョッピリ
自信があった私に、ある後輩からスキー上手くなり
たいならプロのスキー教師に教わらないと駄目と叱
咤激励されました。
翌シーズン後輩が推奨するスキースクールを受
講、何と受講者の半数以上ゴールド持ち、奧志
賀のコブ斜面を目隠し滑走、片足滑走とレッスン
は超エキスパート。ターンバリエーションはヴェーレ
ンテクニックとウムシュタイクに終始唖然とカル
チャーショック‼新たな目標に目覚めた私は、2
シーズン越しにゴールドの仲間入が出来ました。
　そして社会人そして燃え尽き症候群。
　そして35年のブランクを経てスキー教師をさせ
て頂くようになり早3年が経過した今、スキーの楽
しさを再認識すると共に指導する喜びと感動を満
喫させて頂いております。
　私自身下肢に障害5級を抱えておりますが、弊
社スクールは、障がい者様のスキーにも積極的に
代表自ら取り組まさせて頂いております。2017年
障がい者スキー認定教師に認定して頂き、来
シーズンからは健常者のみならず障がいをお持ち
のお客様に対しての指導も能動的に取組んで参
りたく考えております。
　今年3回目の成人式を迎える私で御座います
が次号では若き志賀高原の継承者を紹介させ
て頂きます。マハロ‼

　会員の皆さんこんにちは、Hakuba47 スキーア
カデミーの杉山です。
　2016-2017シーズンは雪も多くスキー業界全体
ではとても良いシーズンだったのではないでしょか。
　Hakuba47では、年々お客様の人数が増えて
いるように思えます。
　特に海外からのお客様が増え、私も海外のお
客様のレッスンを担当する機会が増えてきました。
　最初は、英語が苦手で担当したくなかったので
すがお客様の一言が変えてくれました。（僕も日本
語が出来ないから気にしないで）の一言でした。
　それからは自分から話しかけたりできるようになり
英語でのレッスンが楽しいと思えるようになりました。
　日頃、海外の人と接する機会が無いのですが
良い経験をすることができました。
　英語が苦手な方も多いと思いますが、一言だけ
でも話しかけてみてください。きっと良い経験になる
と思います。
　海外からのお客様にスキー場が支えられている
部分もある現在、インストラクターのスキルの中に
英語が必要になってきているのではないかと思い
ます。
　これからも、海外のお客様だけではなくすべて
のお客様がスキー楽しいと言っていただけるサー
ビスができるインストラクターを目指していきたいと
思います。

　初めまして、猪苗代の磐梯スキーアカデミーの松
本です。冬はスキーコーチとして、冬が終われば農
家として自然を遊ぶ暮らしをしております。本当は春ス
キーを通してもうちょっとだけ雪と戯れていたいような
気もするのが本音ですが、春になると土を通して自然
を相手に戯れております。
　松本農園では、主にトマトとお米を栽培しており、
特に地元猪苗代でしか買えないオリジナルブランド
「まつもとまと」と、オリジナルではないですが「プチぷよ」
の２つの味は、どこに出しても恥ずかしくない味に仕上
がっている自信作です。他地域に出荷できるだけの
生産量を確保できないのが目下の悩みです。
　トマトの宣伝はこのくらいにしまして、私は誰に対して
も恥ずかしいことが無いよう農業に真剣に取り組んで
おります。東日本大震災当時、私は会社員として群馬
で働いておりました。震災をきっかけに地元猪苗代に
帰ってきて農業を始めてわけですが、そこで間近に感
じたのは安全・安心な野菜・お米であっても、福島産
というだけで見向きもされないということでした。それが
悔しくて、そういうイメージを払拭したくて、同世代の農
家仲間と農業体験ツアーをしたり、農産物のPR、地
元の子供たちへの食育活動に取り組んできました。そ
の成果かどうかは分かりませんが、震災前までの回復
とはまだいきませんが、福島産だからと避けられることが
減りました。また、猪苗代で一緒に農業をしてトマト農
家になりたいという人も少しずつではありますが出てきま
した。それはとてもうれしいことです。
　そういった方々の声を大事にしながら、より一層農
業に取り組んでいきたいと思い、覚悟を新たに農業
で遊ぶシーズンを迎えられたことに感謝しております。
　農家としても、スキーコーチとしてもまだまだ発展途
上ではありますが、毎年何か一つ成長できるよう全力
で取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願い
いたします。
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　SIA会員の皆様、こんにちは。
　緑が深まり、白かった遠くの山 も々だんだ
んと夏へと向かっています。雪不足で始まっ
たシーズンでしたが、シーズン後半は十分な
雪に恵まれ、無事に2016－17シーズンを終え
られたことに感謝しています。
　私はオニコウベスキー＆スノーボードス

クールに所属し、活動しています。オニコウベ
は宮城県北部に位置し、秋田県と山形県と
の境にあります。また、オニコウベは漢字で
『鬼首』と表します。かつて、鬼と呼ばれた豪
族がここで首をはねたことに由来し、坂上田
村麻呂が蝦夷征伐の際に蝦夷の首領を
斬った時にその首がこの地に落ちていたとい
う伝説もあります。なんとも怖い土地のように
感じてしまいますが、ここで生活する人々は冬
にしかやってこない私を温かく迎え、いつも応
援してくれます。
　そんな私とオニコウベの出会いは16年前
に遡ります。亡き父の影響で３歳の時にス
キーと出会い、学生時代は競技スキーに夢
中になりました。中学に上がる時にオニコウベ
スキー場へと拠点を移し、オニコウベスキー＆
スノーボードスクールに出会いました。生徒と
して８シーズン、そして教師として８回目のシー
ズンを終えたところです。
　オニコウベで冬を過ごすようになり、変わら
ずにあるのは「スキーが好き、楽しい」という気

持ちです。大自然の中で、自分の思うままにス
ピードを出したり、さまざまなスタイルで表現し
たりすることのできるスポーツは数多くありませ
ん。それがスノースポーツの醍醐味だ、と思い
ます。より多くの方にスノースポーツの魅力を
伝えていくために、私自身がスノースポーツを
好きでありたいと思うと同時に、楽しいレッスン
を提供していくことが大切なのだと思います。
　また、形は変わりながらも長くスキーと関
わってきた中で、時に壁にぶち当たることもあ
ります。そんな時に助けてくれるのは、スキーを
通してできたさまざまな『縁』です。スキー場や
スクールはもちろん、全国各地で活躍する先
輩教師や仲間にアドバイスをもらったり、励ま
してもらったり、そのような縁がスキー教師を
続けていける原動力にもなります。
　またやってくるシーズンに向けて、充実した
オフシーズンを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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ISIA総会・役員改選選挙
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　日本のシーズンが終盤に差し掛かった、４月２６日～５月１日までスイスの
「サムナウン」スキー場で行われた世界スキー教師選手権に派遣され行っ
てきました。
　私自身、サンモリッツ・スロベニアに続いて３回目の参加でした。今回は、
選手兼コーチと言う今までとは若干違った立場での参加になり、今までより
客観的に全体を見ることが出来、各国の滑りの特徴や日本との違いなど勉
強になる部分も多かったと思います。
　さて、メインはGSとフォーメーションで競技が行われたのですが、フォー
メーションに関しては今までより国内での練習時間を多く取ることが出来た
ので、違ったパターンの構成を準備することが出来ました！！
　結果は１８チーム中、９位。順位は勿論納得するものではなかったのです
が、内容と次回へ繋げる意味では手応えは大きく掴めたと思っております。
日本チームの演技は良い点として滑りの柔らかさとシンクロの正確性だと思
います。この良い特徴はこれからも伸ばしつつ、トップチームとの差を埋めるト
レーニングをデモチーム全体で行っていければ、日本チームとしても全体の
底上げに繋がると思います。
目立った国としては、特にスイスチーム。ナショナルチームが２チーム、地区の
スクール等でもエントリーしていて、国全体でフォーメーションに関心が強く力
を入れていると思います。学校対抗のフォーメーション等も以前のようにフェ
スティバルでやってみると、フォーメーションへの関心も高まると思います。
　滑りの質やタイミングが合っていて、ターンスペースの取り方や運動が統
一されているので、スピードの次元が高くなっても合ってくる。運動量も多く、
見ていてもメリハリのあるフォーメーションになっています。このような部分を参
考に合宿などでもトレーニングして行ければと感じました。
　GSでは、コースの難易度の高さに驚きです。単純に斜面が急とか言うの
ではなく、常に斜面が捻じれうねっている。早い選手は、捻じれたコースに全

て上手く体の位置を合わせて、切り替えを合わせてくる。ゴール前の急斜面
は切り替えのタイミングやラインが遅れてターン後半に踏ん張っている自分に
対して、外国選手は板が常に下を向いている。ターン前半での方向付け～
後半での素早い開放。見ていると簡単そうに滑ってくるので出来そうなので
すが、実際滑ると思うように滑れない。力の差を感じました。このように難易度
の高いコースでの練習はなかなかできないのが日本の現状だとは思うので
すが、積極的にゲートトレーニングはしていくべきだと思います。
　滑りの質では、GSとかフリースキーとかは関係なく、腰高のポジションが基
本であると言うこと。これは、高い位置からの荷重をすると強い力を加えること
が出来、板の撓みをしっかり出せる。その反応を利用して次のターンへ切り
替えていくので、エッジング時間が短くなる。荷重の多くは外脚ベースなので
すが、内脚も上手く機能させているのも注目すべき点でした。身体の傾きや
斜面の変化に対し、内脚が邪魔しない股関節の使い方などは本当に柔ら
かく参考になりました。GSのスタート前なども、股関節や骨盤を動かすウォー
ミングアップを多く取り入れていたのも頷けます。
　今回、観て感じたことや体験してきたことをこれからの活動に活かし、より
多くの方に本質を伝えていければと思います。そして、このようなグローバルな
技術をSIAの大きな技術目標として、会員の皆様にも指導や技術課題とし
て取り組んでいただけたらと思います。

世界スキー教師選手権　参加
報告書

佐々木　常念

〈ＩＳＩＡ総会〉
■日　程：2017年4月28日（金）
■参加者：中島英臣・馬淵雄一・杉山公信
　2016年４月総会議事録の承認、会長・副会長からの報告があり、日本の馬淵顧問
からは、中国が2022年までにスキー人口3億人を目指していることを受けて、日本ＳＩＡも大
連スキー連盟を中心に良い関係をもっているので、この支援を続けることで、将来のISIA
への正式加盟の支援をしていきたい旨を話しました。
●次期インタースキー／2017年６月８日～6月11日の間で、開催予定地ブルガリア  ポン
パブロで年次総会を実施。
●ISIAデータベース／その活用を促すべく、執行部より説明がありました。
●意見提案／「南チロル加盟について」（昨年より既に正式加盟国として登録済み）、
英国・サンマリノより「正式加盟承認が前回の総会に諮られていないのは規約に反す
るのでは」と意見がありましたが、会長・事務局長より「規約には反していない。南チロル
はすべての要件を満たしている」と説明。その後ドイツより「この場で南チロル加盟の反
対の国はいるのか？」との問いがあり、会場に諮ったところ数国の反対のみでした。
●選挙管理委員会3名の選任が行われました。
●2016年度決算が承認された。／オーストリア・フランスの２大国がいない中で、年間
収支は約６０万円の黒字となりました。事務局経費削減・理事会支出削減等が理
由であるとの説明がありました。
●来期予算案が承認されました。／単年度で約３０万円の赤字となる。現在スイスにあ
る事務局移転と新規準備等の経費が見込まれる為との説明がありました。
●会費／変更なし
　　　　（年間：1カ国1,000スイスフラン・約114,000円　1名２スイスフラン・約228円）

〈役員改選選挙〉
■選　挙：2017年4月29日（土）
■参加者：中島英臣・馬淵雄一・杉山公信・北神有理
　会長×1名　副会長×3名　理事×4名　会計×1名　監査役×2名
を選出するための選挙が行われました。ISIA登録会員数により投票数が各国の持ち
分。日本は3票、最大はスイスの6票。今回の有効投票数は全59票。
　集計においては、棄権もしくは無効もあり、計59票とならないケースもありました。

 ・会　長 Caffi Vittorio（アイルランド）
 ・副会長（ヨーロッパ） Kiedaishi Valentin（ドイツ）
 ・副会長（北米大陸） Jean Martin（カナダ）
 ・副会長（環太平洋） 杉山 公信（日本）
 ・会　計 Egri Dr.Katalin（ハンガリー）
 ・理　事 Kotaska Jiri（チェコ）
  Murovec Sandi（スロベニア）
  Sepic Tomislav（クロアチア）
  Welsby Timo（フィンランド）
 ・監査役 Munera Diego（スペイン）
  Sedelnikova Evgenia（ロシア）

今回は総会の前日までの2日間にて、
ISIA世界選手権が行われ、その後の開催となりました。杉山常務理事が副会長（環太平洋）に就任。

2017年4月28日（日） スイス　Samnaun

「馬淵顧問はじめ皆さんのご支援のおかげで就任することができました。

 これからはISIA加盟国、会員、SIAのために精一杯務めて参ります。」  杉山 公信



『SIAの滑り』の目指すところ　　江畑昌英
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　ＳＩＡは2016年３月に名称の一部を「職業」から「プロ」へと変更し、日本プ
ロスキー教師協会となりました。 そんなSIAの名称変更においてもっとも重要
な意味を持つのが、 やはりスノースポーツ指導法の改新です。教育部では
スノースポーツ指導に携わるＳＩＡ会員が自信をもって安全に技術指導を展
開できる、ＳＩＡの目指す滑りの研究を開始致しました。
　ここ数年、日本のスキー技術や指導要項の大きなテーマとなっていたのが、
「運動効率」や「上達の早さ」です。たしかに、マテリアルの進化により、早い段階
でハイレベルな滑走技術にアクセスすることができるようになり、外力などを活かし
て、マテリアルの性能を最大限に引き出す運動効率が、スキー指導の現場にお
いて話題になっていることです。具体的に言えば大きな重心移動をともなった
カービングターンの習得に意識が向きすぎるばかりに、上達の初期（初歩のシュ
テムターンからパラレルターン）に習得すべき上体の安定を伴った運動やストック
ワーク、スキーコントロールが置き去りなっていることです。これは現場のスキー教
師から一般のスキー愛好者まで共通して見えると言えます。
　現場のスキー教師が、受講者に第一に伝えるべき大切なことは何でしょ
うか。それは、ＳＩＡの理念『安全なスノースポーツを』とあるように、どんな自然
状況や斜面でも安全に転ばずに滑り降りることができる力強いスキー操作
であると教育部では考えました。それが『ＳＩＡの滑り』としてこれからスキー指
導に携わる者すべてがめざすべき指導の考えであるとも思います。この考え
に基づき、国民が愛するスポーツの中で最も安全なスポーツとしてスノース
ポーツが発展普及するようにＳＩＡデモンストレーターを先頭にＳＩＡ会員が
一致団結して『ＳＩＡの滑り』へ取り組んでいきたいと思います。

　長野中信支部は糸魚川から白馬沿線、開田高
原、乗鞍高原、白樺リゾートと広域な支部です。糸
魚川大火では御連絡と励ましのお言葉をいただき
心から感謝申し上げます。また、募金活動と御寄付
もSIA関係各位のご協力を御礼申し上げます。
　さて、中信支部の白馬エリアでは近年、外国人
の受け入れも徐 に々整っており、海外観光客のニー
ズも多く、特にオーストラリアや中国、韓国と色 な々国
のお客様がご来場しております。白馬エリアは北ア
ルプスの広大な自然とスキー場一体となったゲレン
デ内容となっており、シュチュエーションに合わせた
レッスンと山岳ガイドを皆様に提供しております。
　レーシング関連では白樺リゾートエリアで雪質が
とても良いとの事、硬いバーンとゲートトレーニング
バーンが整っており初心者から学生団体、社会人

の競技者の来場が多いと聞きます。
　積雪が少ない為、期間も限られていますが、春に
はサイドカントリーと山岳講習、中信支部のエリアに
はゲレンデスキーシーズンが終了してもまだまだ滑れ
る場所がいくつもあります。その一つ、乗鞍大雪渓で
は、多くの人が海に押し寄せる夏休みの時期にも、
森林限界を越えた絶景の中で滑る事ができます。
　登って滑る繰り返しで体力勝負のスキーですが、
バスで雪渓の近くまで行くことが出来るので、登った
だけ滑れるという、レーシングやコブのキャンプを行う
人達もみかけられますよ。
　夏スキーしませんか！次の冬までが近くなり、ちょっ
とうれしい感じがしませんか？
　中信支部各地では経験を積んだプロフェッショナ
ルが皆様のお越しを心からお待ちしております。

長野中信
支部

支 部 紹 介

8つの支部から
こんにちは。

ＳＩＡの技術・・・いかなる斜面も自然状況でも安全に滑り降りる操作下肢3関節運動
　　　　　　（外足加重、外傾、重心移動）
ＳＩＡの指導・・・安全優先



SIA NEWS VOL.17512

　私どもＩＳＧ石井スポーツでは、賛助会員としてＳＩＡスキー教師の方 と々共にスキー業界を発展させるべく「ＳＩＡ会員特別プログラム」実施し

ております。このプログラムはＳＩＡ公認校様及びＳＩＡ会員様と共にスノースポーツの楽しさや安全を普及していただくためのプログラムでありま

す。ＳＩＡスキー教師の皆様に雪上スキー講習において最新のスキー用具を使用していただくことで、生徒様へのスノースポーツとＳＩＡスキー

教師様のイメージアップを推進していただければと思います。近年スキー用具の発展はめまぐるしく、用具の変化に伴いスキー技術に関する

変化も見受けられます。是非この機会をご利用いただき皆様のイメージアップが図れますようご期待申し上げます。

ＳＩＡ会員特別プログラム ご優待内容 販売店・担当
①対象商品　　2017/2018モデル対象
　スキー（アルペン・テレマーク）、ブーツ（アルペン・テレマーク）、
　ストック（アルペン・テレマーク）、ウエア（アルペン）、アクセサリー（アルペン）
　※スクールウェア（ユニフォーム）等は別途ご相談ください。
②販売価格　販売期間は2017年12月末日までとなります。
　ステージⅢ・・・早期販売価格（カスタムフェア価格）及び店頭表示価格より更に２０％引き
　ステージⅡ・・・早期販売価格（カスタムフェア価格）及び店頭表示価格より更に１５％引き　
　ステージⅠ・・・早期販売価格（カスタムフェア価格）及び店頭表示価格より更に１０％引き
　★ご精算時に伝票表示価格から上記割引を適応させて頂きます。
　★ご予約・ご精算時には『ISG ＳＩＡ メンバーカード』が必要となりますので必ずご持参ください。

■東　京／カンダコンペカン　TEL.03‐3295‐6060　担当：佐藤孝幸、可児　
　　　　　神 田 本 館　TEL.03‐3295‐3215　担当：大野
　　　　　新宿西口店　TEL.03‐3346‐0301　担当：甘利、藤本
■栃　木／宇 都 宮 店　TEL.028‐639‐9650　担当：斉藤 
■北海道／宮 の 沢 店　TEL.011‐787‐0233　担当：山端
■岩　手／盛　岡　店　TEL.019‐626‐2122　担当：長屋 
■長　野／長　野　店　TEL.０２６‐２２９‐７７３９　担当：久根内
■新　潟／新　潟　店　TEL.０２５‐２４１‐５１３４　担当：大越
■兵　庫／神戸三宮店　TEL.０７８‐２６２‐５３０１　担当：野々村
 　　　 　※上記店舗以外での対応は致しかねますのでご了承ください。

★新規・資格変更の方は、5月中旬にＳＩＡ会員特別プログラムカードを発送致します。
★その他、再発行に関しまして前回発行は4年前となります。カードが見当たらない方はお気軽に再発行をお申し付けください。

連絡先・・・ ICI石井スポーツカンダコンペカン TEL.03-3295-6060 担当 / 佐藤孝幸

◆日　　程／平成29年6月10日（土）～7月30日（日）

◆開催時間／11時30分～19時（開催中期間・水曜定休）

◆会　　場／　

　FUSO SKI&BOOTS TUNE　http://www.fusosports.jp
　PROSKISHOP  ASPEN　http://www.aspen-skishop.com
　SPORTS　CREW　http://www.sports-crew.com
　SKISHOP　VAIL　http://www.shop-vail.com

◆対象商品／2018NEWモデル【スキー・ブーツ・ストック・ウェア・アクセサリー】

◆対象者様／SIA会員様【ステージⅠ・Ⅱ・Ⅲ】及びISIA取得者様

◆販売価格／店頭価格より更に割引致します。

◆ご利用方法／ご予約・ご成約の際、会員証及びISIAカードと身分証を持参して下さい。

＊18NEWモデル限定とさせていただきます。【一部、対象外商品がございますのでご了承下さい。】
＊対象商品【スキー・ブーツ・ストック・ウェア・アクセサリー】をお一人様一点ずつご購入が可能です。
＊ご予約金は5,000円からになります。【キャンセルの場合はご予約金を返金出来ません。】

＊店頭販売のみとさせていただきます。【お電話でのお問い合せはご遠慮下さい。】
＊スクールウェア等は別途相談になります。

注意事項

平素より㈱ドリームゲートグループをご利用頂き

誠にありがとうございます。

以前より大好評でしたSIA会員様価格を、

さらにパワーアップした内容で特別販売会を期間限定で開催致します。

最新のアイテムが格安にGET出来る大チャンスです！

皆様のご来場をスタツフ一同、心よりお待ち申し上げます。

「SIA会員プログラム」のご案内
株式会社ICI石井スポーツ株式会社ICI石井スポーツ「SIA会員プログラム」のご案内

「SIA会員プログラム」のご案内
株式会社ドリームゲート株式会社ドリームゲート 会員様特別販売会実施のお知らせ

４０期（18～19シーズン）「ＳＩＡフェスティバル２０１９」開催地公募

〈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いたします。
３９期（17～18シーズン）=東北地区／岩手県・安比高原スキー場に決定済み
４０期（18～19シーズン）=北海道地区／開催地募集中  〈締切〉 平成２９年７月１３日（木）必着
４１期（19～20シーズン）=関東・信越・中部地区（西日本含む）
　　　　　　　　　　 〈締切〉 平成２９年７月１３日（木）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。

１８～１９シーズンの開催地の募集として、北海道地区の皆様のお申し込みをお待ちしております。
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。１６～１７シーズンは長野県志賀高原スキー場で開催致しました。
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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 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

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/

2017～’18 SIA制作物デザイン画公募のお知らせ 広報部

【公募内容】
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作成
をお願い致します。
公募資格／会員に限らず、広く一般公募とします。
公募数／1名につき何点でも応募可能とします。
締切り期日／平成29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。
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。
採用デザインについて／2017～’18シーズンの「SIAポスター」等へ使用い
たします。

　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2017～’18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ご応募いただく際は、あらかじめSIA事務局宛にご連絡ください。デザイン画に掲載していただくロゴデータ等をお送りいたします。
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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】

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

◆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

「ミズノSIAオリジナルグッズ」会員特別販売について

今年もミズノ株式会社より、来シーズン向けSIAオリジナルグッズを
会員特別販売価格で販売することとなりました。

商　品　名 参考上代 会員特別価格 商　品　名 参考上代 会員特別価格

ソックス

ポンチョ

キャップ

2,268円 1,800円
24,840円 19,800円
5,292円 4,200円

インサレーション ジャケット 18,144円 14,500円
インサレーション パンツ 13,824円 11,000円
バッグ 15,500円 12,400円

価格表（税込） 価格表（税込）

2017 SIA

Z2JX6511//

TECHNICAL FIT SOCKS
SIZE // 22-24cm,25-27cm

Z2JE7W3609//

SIA ORIGINAL PONCHO
SIZE // XS,S,M,L,XL

Z2JD7W3561//

INSURATION PANTS
SIZE // 2XS,XS,S,M,L,XL,2XL

Z2JC7W3561//

INSURATION JACKET
SIZE // 2XS,XS,S,M,L,XL,2XL

商品紹介

●スペック
耐水圧 //20,000mm
透湿 =15,000g/ ㎡ /24h
シームシーリング加工

商品紹介

【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。

Z3XXXX09//

MIZUNO BACK PACK
SIZE //フリー(L34cm*W27cm*H57cm)

Material
Poly 600D

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

24 ディーバブルー 09 ブラック

64 ピンク 44 セーフティイエロー

※締め切り ： 平成29年7月14日（金）必着

◆ポンチョ
スキーウェアの素材を使用したポンチョです。フ
ロントファスナーには止水ファスナーを使用し、
カラーにアクセントを付けています。設計は裾
を折り返しジャケット丈になる設計です。

商品紹介
◆スキーシーンにおける『快適さ』を
コンセプトとしたブレスサーモ使用の
スキーソックス強さの異なる、ゴム糸
を足首から上部と下部で使い分ける
ことにより、足の凹凸にフィットしブー
ツ内でのズレを軽減します。

商品紹介
◆コットン生地を使用したフラット
キャップバックサイドにサイズア
ジャスト機能あり

商品紹介
◆本体に600Dポリステル生地を使用した大容量バックパック
本体正面の開閉部にブーツを収納可能内部に仕切りがあり、
ブーツの上にヘルメットを収納可能。

●裾にストレッチフリースを配置し、
　動きやすく温かい中綿ミドルレイヤー

※容量//約42L

◆インサレーション
ブレスサーモを使用し、肩甲骨・肘・股下

Z2JW7W3509//

SIA ORIGINAL FRAT CAP
SIZE // フリー(56-58cm)
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会員証について

　第39期の会員証を次号SIAニュースVol.１76（１０月２５日発行）に同封しお届けする予定です。顔写真を送付してくださった方へは、ラミネートした会員証
を作成いたします。ラミネート御希望の方は、顔写真１枚をSIA事務局宛に９月末日までに送付してください。

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

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

／〒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　塚田洋平　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.176は平成29年10月25日発行予定です。
　　　　　　 協会登録住所にお届けします。

総裁コラム 1
会長コラム 2
SIAフェスティバル2017報告 2～4
会員研修規定運用に関する説明、救急法受講の手引き 5
行事要項 6
体力と動作の科学10 7
会員紹介 8
スキー教師を続けていくためのヒント、資格認定 9
ISIA総会・役員改選選挙、世界スキー教師選手権参加報告 10
「SIAのすべり」の目指すところ、支部紹介 11
SIAフェスティバル開催地公募、賛助会員便り 12
お知らせ、SIA賛助会員一覧 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／38＝38期の会費が未納です。
　◆会費／38 37＝38期及び37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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