
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」

　先日聞かされたのだが、私は
2017年は28都道府県に旅したらし
い。何度行っても1県と数えてなの
で、結構な量だと思う。年間の三分
の一以上、京都か東京以外の場
所にいたわけで、本当に旅芸人一
座の座長（メンバーは入れ替わるけ

れど、座長だけ据え置き）のようなものだ。
　こういう生活をしているせいなのか、何度も行く場所でいつも会う
はずの人に会えなかったり、いつもそこで食べているものを食べられな
かったりするとなんだか調子が狂う。不完全燃焼というか、パズルの
最後のピースがはまらないというか、せっかくの旅が完結しない気持
ちになるのである。私にとって、石打丸山のグリーンリフトのおじちゃん
たちがそれである。
　石打丸山スキー場には、グリーンリフトという短いペアリフトが1本
あり、私は初等科4年生で石打に行きだした頃から、そこのおじちゃ

んたちにお世話になってきた。初心者向けの緩斜面で、昼休みには
コースを一時閉鎖して圧雪もしてくれるので、とても滑りやすく、スクー
ルのレッスンでもよく使う。ここ数年は乗り場の横にできるふなっしーの
形のかまくらが子どもたちに大人気である。
　リフトを乗り降りするときの挨拶くらいで、たいした会話はしていない
のだけれど、「今日調子よさそうだね！」とか、「頑張るね～」とか声を
かけてくれるのがうれしい。どうやらおじちゃんたちも楽しみにしてくれ
ているようで、「今年はお姫さんいつくるの？」などとスクールのスタッ
フに聞き込み調査をしたり、行く日の前日あたりはそわそわしたりされ
ているらしい。
　石打に着いてスクールの皆の顔を見ると、帰ってきたなとほっとす
るのはもちろんなのだけれど、グリーンのおじちゃんたちの顔を見ない
と私の石打は完結しない。初滑りには「今年もよろしくお願いします」
と挨拶をし、帰るときには「今度はいつ来ます」、滑り納めは「今年も
お世話になりました！」と私は必ずグリーンに言いに行く。今年は何度
あのおじちゃんたちの笑顔に会えるだろうか。

総裁  彬子女王
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会長　中島 英臣新年を迎えるにあたって
　今シーズンは予想以上に早く雪が降ったの
で、スノースポーツを生業にしている我 に々とっ
ては、良い年を迎えられた地域が多かったの
では、と思っております。
　さて、私は、このコラムを12月に書いておりま
す。いま、マスコミは連日、日馬富士のことを報道

しています。何故、新年のコラムでこんな事を…と、思う方もいることでしょう。
　この日馬富士の件は、我 ス々キー教師協会にとっても他人事ではあり
ません。生徒さん達を含めスキー業界の方達、あるいは仲間同志で、お
酒を飲む機会が多い我 も々、その飲み方について気をつけなければいけ
ないことだと思います。
　お酒は、儀式に用いられたり、神への捧げものであったり、身を清め神
との一体感を高めるための飲み物とされています。もちろん飲酒を禁じて
いる宗教もありますが、お酒を上手く飲めば、気分をリラックスさせたり、コ
ミュニケーションを円滑にしたり、疲労回復やストレスの解消にもなります。
まさに「酒は百薬の長」とも言えます。その反面、酒を飲むと普段と違う暴
力的な言動の人格に変貌してしまう人もいます。日馬富士は自分の気持
ちを抑えきれず、まさにその状態だったのだろうと推測されます。前述した
ように、人と接する機会も多く、酒を飲む機会の多い、我 ス々ノースポーツ

教師はこの事件を自分自身に置き換えて、いま一度考えていただきたいと
思います。
　ところで、スキー業界にも少し明るい兆しが見えてきました。
　バブル崩壊で頓挫したスキー場や休止していたスキー場が再開され
たことです。また、各地でインバウンドに関連した、リゾート投資による計画
も進んでいます。バブル崩壊という苦い経験をした我 に々とっては上手く
いって欲しいと願わざるを得ません。
　今回、総会でフリートーキングの時間を多く設けました。その中でSIA
が抱えている問題を背景に、資格変更に取り組む決意について説明し
て、皆さんの意見を拝聴しました。
　人口減少による少子高齢化と不安定な経済などでスノースポーツ教
師を目指す方々が少なくなっていること。生徒のケガによる補償問題が従
来と違ってきていること。また、インバウンドで外国の方 も々日本の資格を取
得したいという状況にあること。執行部は、以上のことを踏まえて資格をよ
り厳密にする必要が生じ、資格制度の見直しを図ることを決断いたしまし
た。そして、何よりも大切な「SIAの理念」と「安全なスノースポーツをSIA」
に繋がるようにしていきたいと考えております。
　最後になりましたが、新春を迎え皆様のご健康とご多幸をお祈り申し
上げます。
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第40期アルペンスキーデモンストレーター選考会
第16回マスターズスキー教師選手権大会
スノーボード技術コンテスト
テレマークスキー技術コンテスト
会員親善ＧＳＬ
ステージ I 検定会(検定のみ)
ステージ II 検定会(検定のみ)
ステージ III 検定会
イグザミナー認定会(AP･SB･TM)
アルペンスキーデモ選強化セミナー
マスターズスキー教師選強化セミナー
スノーボード技術コンテスト強化セミナー
テレマークスキー技術コンテスト強化セミナー
障がい者スキー教師認定会
ＳＩＡデモンストレーション
イタリア技術講習会
イタリアレーシング指導者＆技術講習会
イタリア講演会
山岳安全講習会(ISIAカード対応)
スノースポーツ教師のための実践英語レッスン（雪上含む）
新規及び継承開校セミナー
公認スキー学校長研修会
賛助会員情報コーナー（ニューモデル試乗会含む）
賛助会員懇談会
クリーンキャンペーン
ウェルカムパーティー

スキーオリエンテーリング
ジュニアスキー技術コンテスト

SIAフェスティバル2018日程

〈一般向け〉
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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　（ＳＩＡ）
◆後援（予定）／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

　４／４～１２の期間、岩手県安比高原スキー場におきまして、全国のＳＩＡスキー・スノーボード・テレマークスキー教師が集まり、検定や研修

会、一般スキーヤー対象のレッスン、デモンストレーター選考会等を行う　「第４４回ＳＩＡフェスティバル２０１８」を開催いたします。

　ＳＩＡフェスティバルは１９７５年以来、毎年４月に開催されており、安比高原スキー場では１４回目の開催となります。延べ参加人数が約１５

００名、スキー教師は元より、スキー業界・一般スキーヤーに対しても大きなイベントとして位置付けられています。また、スノースポーツを通

じた国際親善・国際交流も図られ、今年は国際スキー教師連盟加盟国であるイタリアチームが参加します。
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■イタリア スキー講習会（会員・一般愛好者）
国際スキー教師連盟（ＩＳＩＡ）に加盟しているイタリアスキー教師連盟より講師を
招聘し、アルペンスキー技術講習とレーシング指導者＆レーシング技術講習会を
開催。一般愛好者も参加できます。

■イタリア講演会
イタリアの２名の講師と、スノースポーツについて情報交換を開催します。「イタリア
スノースポーツメソッド」「イタリアスノースポ―ツ産業」ついての講演を開催します。

■ＳＩＡ・イタリア技術発表デモンストレーション（一般見学自由）
ＳＩＡ新公式メソッドに基づき、デモンストレーターが技術を発表します。イタリア
チームもイタリアのメソッドに基づいたデモンストレーションを予定しています。

■ウェルカムパーティー
イタリアからの招聘教師を歓迎するパーティーをＳＩＡ主催で開催します。ＳＩＡ会
員、賛助会員、プレスか関係者は元より、地元の関係各位にもご出席戴きます。

■第４０期デモンストレーター選考会（オープン大会）〈アルペンスキー〉
トップレベルの選りすぐれた技術と指導理論を身に付けたアルペンスキー教師を選考
します。今回はオープン大会として一般愛好者も参加しての大会となっております。

■第１５回マスターズスキー教師選手権（オープン大会）
生涯スポーツとしても関心が高く、中高年スキー愛好者をリードするベテランス
キーインストラクターの活躍がますます期待される　ため、男女４０歳以上の参
加制限で開催されます。こちらもオープン大会として一般愛好者も参加しての大
会となっております。

■スノーボード技術コンテスト
オープン大会として一般愛好者も参加しての大会となっております。

■テレマークスキー技術コンテスト
オープン大会として一般愛好者も参加しての大会となっております。

■ＳＩＡ会員親善ＧＳＬ大会
ＳＩＡ会員及びその他関係者も参加し、大回転競技会を開催します。

■ステージⅠ・Ⅱ・Ⅲ（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー）実技検定会
スキー教師・スノーボード教師・テレマークスキー教師資格のレベルアップ。実技
と指導実習の検定を行います。

■イタリア スキー講習会（会員・一般愛好者）

開催。一般愛好者も参加できます。

■イタリア講演会

■ＳＩＡ・イタリア技術発表デモンストレーション

■ウェルカムパーティー

■第４０期デモンストレーター選考会

■第１５回マスターズスキー教師選手権（オープン大会）

会となっております。

■スノーボード技術コンテスト
オープン大会として一般愛好者も参加しての大会となっております。

■テレマークスキー技術コンテスト
オープン大会として一般愛好者も参加しての大会となっております。

■ＳＩＡ会員親善ＧＳＬ大会
ＳＩＡ会員及びその他関係者も参加し、大回転競技会を開催します。

■ステージⅠ・Ⅱ・Ⅲ（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー）

と指導実習の検定を行います。

国際スキー教師連盟（ＩＳＩＡ）に加盟しているイタリアスキー教師連盟より講師を
招聘し、アルペンスキー技術講習とレーシング指導者＆レーシング技術講習会を

イタリアの２名の講師と、スノースポーツについて情報交換を開催します。「イタリア
スノースポーツメソッド」「イタリアスノースポ―ツ産業」ついての講演を開催します。

（一般見学自由）
ＳＩＡ新公式メソッドに基づき、デモンストレーターが技術を発表します。イタリア
チームもイタリアのメソッドに基づいたデモンストレーションを予定しています。

イタリアからの招聘教師を歓迎するパーティーをＳＩＡ主催で開催します。ＳＩＡ会
員、賛助会員、プレスか関係者は元より、地元の関係各位にもご出席戴きます。

（オープン大会）〈アルペンスキー〉
トップレベルの選りすぐれた技術と指導理論を身に付けたアルペンスキー教師を選考
します。今回はオープン大会として一般愛好者も参加しての大会となっております。

生涯スポーツとしても関心が高く、中高年スキー愛好者をリードするベテランス
キーインストラクターの活躍がますます期待される　ため、男女４０歳以上の参
加制限で開催されます。こちらもオープン大会として一般愛好者も参加しての大

実技検定会
スキー教師・スノーボード教師・テレマークスキー教師資格のレベルアップ。実技

■イタリア スキー講習会（会員・一般愛好者）
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トップレベルの選りすぐれた技術と指導理論を身に付けたアルペンスキー教師を選考
します。今回はオープン大会として一般愛好者も参加しての大会となっております。

■第１５回マスターズスキー教師選手権（オープン大会）
生涯スポーツとしても関心が高く、中高年スキー愛好者をリードするベテランス
キーインストラクターの活躍がますます期待される　ため、男女４０歳以上の参
加制限で開催されます。こちらもオープン大会として一般愛好者も参加しての大
会となっております。

■スノーボード技術コンテスト
オープン大会として一般愛好者も参加しての大会となっております。

■テレマークスキー技術コンテスト
オープン大会として一般愛好者も参加しての大会となっております。

■ＳＩＡ会員親善ＧＳＬ大会
ＳＩＡ会員及びその他関係者も参加し、大回転競技会を開催します。

■ステージⅠ・Ⅱ・Ⅲ（アルペンスキー・スノーボード・テレマークスキー）実技検定会
スキー教師・スノーボード教師・テレマークスキー教師資格のレベルアップ。実技
と指導実習の検定を行います。

■デモ選強化セミナー
デモンストレーター選考会の実技対策として開催します。

■スノーボード技術コンテスト強化セミナー
同大会の実技対策として開催します。

■テレマークスキー技術コンテスト強化セミナー
同大会の実技対策として開催します。

■障がい者スキー教師認定会
障がい者スキー指導の知識を深めるため、障がい者スキーに関わる講義と雪上
でのチェアスキー・アウトリガーを使用した指導法についての講習と認定会を行
います。合格者は「障がい者スキー教師」として認定されます。

■山岳安全講習会
国際スキー教師連盟のＩＳＩＡカード取得のためのプログラムとして、実技と学課の
講習会を開催します。

■スノースポーツ教師のための実践英語レッスン
インバウンド対応の一環として、最低限の英会話でレッスンが出来ることを目的
として、会員を対象に研修会を行います。

■ＳＩＡ公認スキー学校長研修会
ＳＩＡ会員が所属する公認スキー学校の健全な運営と資質の向上を目的とし、学
校長並びに副校長クラスを対象に開催します。

■新規及び継承開校支援
新たにスクールを開校したいと考えている会員の方々を対象に、情報の提供を通
して「夢の実現」へむけてバックアップします。

■クリーンキャンペーン
「人に優しく､自然に優しく～白い雪山をいつまでも～」をモットーに､クリーン
キャンペーンを実施。チャリティースキー参加者により、スキー場エリアの清掃
（ゴミ拾い）を行います。

■賛助会員情報コーナー
オフィシャルホテルに、賛助会員（法人）の取扱商品等の最新情報ブースを設置し
ます。どなたでもご覧になれます

国際スキー教師連盟（ＩＳＩＡ）に加盟しているイタリアスキー教師連盟より講師を国際スキー教師連盟（ＩＳＩＡ）に加盟しているイタリアスキー教師連盟より講師を国際スキー教師連盟（ＩＳＩＡ）に加盟しているイタリアスキー教師連盟より講師を
招聘し、アルペンスキー技術講習とレーシング指導者＆レーシング技術講習会を招聘し、アルペンスキー技術講習とレーシング指導者＆レーシング技術講習会を招聘し、アルペンスキー技術講習とレーシング指導者＆レーシング技術講習会を

イタリアの２名の講師と、スノースポーツについて情報交換を開催します。「イタリアイタリアの２名の講師と、スノースポーツについて情報交換を開催します。「イタリアイタリアの２名の講師と、スノースポーツについて情報交換を開催します。「イタリア
スノースポーツメソッド」「イタリアスノースポ―ツ産業」ついての講演を開催します。スノースポーツメソッド」「イタリアスノースポ―ツ産業」ついての講演を開催します。スノースポーツメソッド」「イタリアスノースポ―ツ産業」ついての講演を開催します。

（一般見学自由）（一般見学自由）（一般見学自由）
ＳＩＡ新公式メソッドに基づき、デモンストレーターが技術を発表します。イタリアＳＩＡ新公式メソッドに基づき、デモンストレーターが技術を発表します。イタリアＳＩＡ新公式メソッドに基づき、デモンストレーターが技術を発表します。イタリア
チームもイタリアのメソッドに基づいたデモンストレーションを予定しています。チームもイタリアのメソッドに基づいたデモンストレーションを予定しています。チームもイタリアのメソッドに基づいたデモンストレーションを予定しています。

イタリアからの招聘教師を歓迎するパーティーをＳＩＡ主催で開催します。ＳＩＡ会イタリアからの招聘教師を歓迎するパーティーをＳＩＡ主催で開催します。ＳＩＡ会イタリアからの招聘教師を歓迎するパーティーをＳＩＡ主催で開催します。ＳＩＡ会
員、賛助会員、プレスか関係者は元より、地元の関係各位にもご出席戴きます。員、賛助会員、プレスか関係者は元より、地元の関係各位にもご出席戴きます。員、賛助会員、プレスか関係者は元より、地元の関係各位にもご出席戴きます。

（オープン大会）〈アルペンスキー〉（オープン大会）〈アルペンスキー〉（オープン大会）〈アルペンスキー〉
トップレベルの選りすぐれた技術と指導理論を身に付けたアルペンスキー教師を選考トップレベルの選りすぐれた技術と指導理論を身に付けたアルペンスキー教師を選考トップレベルの選りすぐれた技術と指導理論を身に付けたアルペンスキー教師を選考
します。今回はオープン大会として一般愛好者も参加しての大会となっております。します。今回はオープン大会として一般愛好者も参加しての大会となっております。します。今回はオープン大会として一般愛好者も参加しての大会となっております。

生涯スポーツとしても関心が高く、中高年スキー愛好者をリードするベテランス生涯スポーツとしても関心が高く、中高年スキー愛好者をリードするベテランス生涯スポーツとしても関心が高く、中高年スキー愛好者をリードするベテランス
キーインストラクターの活躍がますます期待される　ため、男女４０歳以上の参キーインストラクターの活躍がますます期待される　ため、男女４０歳以上の参キーインストラクターの活躍がますます期待される　ため、男女４０歳以上の参
加制限で開催されます。こちらもオープン大会として一般愛好者も参加しての大加制限で開催されます。こちらもオープン大会として一般愛好者も参加しての大加制限で開催されます。こちらもオープン大会として一般愛好者も参加しての大

実技検定会実技検定会実技検定会
スキー教師・スノーボード教師・テレマークスキー教師資格のレベルアップ。実技スキー教師・スノーボード教師・テレマークスキー教師資格のレベルアップ。実技スキー教師・スノーボード教師・テレマークスキー教師資格のレベルアップ。実技

■デモ選強化セミナー■デモ選強化セミナー
デモンストレーター選考会の実技対策として開催します。デモンストレーター選考会の実技対策として開催します。

■スノーボード技術コンテスト強化セミナー■スノーボード技術コンテスト強化セミナー
同大会の実技対策として開催します。同大会の実技対策として開催します。

■テレマークスキー技術コンテスト強化セミナー■テレマークスキー技術コンテスト強化セミナー
同大会の実技対策として開催します。同大会の実技対策として開催します。

■障がい者スキー教師認定会■障がい者スキー教師認定会
障がい者スキー指導の知識を深めるため、障がい者スキーに関わる講義と雪上障がい者スキー指導の知識を深めるため、障がい者スキーに関わる講義と雪上
でのチェアスキー・アウトリガーを使用した指導法についての講習と認定会を行でのチェアスキー・アウトリガーを使用した指導法についての講習と認定会を行
います。合格者は「障がい者スキー教師」として認定されます。います。合格者は「障がい者スキー教師」として認定されます。

■山岳安全講習会■山岳安全講習会
国際スキー教師連盟のＩＳＩＡカード取得のためのプログラムとして、実技と学課の国際スキー教師連盟のＩＳＩＡカード取得のためのプログラムとして、実技と学課の
講習会を開催します。講習会を開催します。

■スノースポーツ教師のための実践英語レッスン■スノースポーツ教師のための実践英語レッスン
インバウンド対応の一環として、最低限の英会話でレッスンが出来ることを目的インバウンド対応の一環として、最低限の英会話でレッスンが出来ることを目的
として、会員を対象に研修会を行います。として、会員を対象に研修会を行います。

■ＳＩＡ公認スキー学校長研修会■ＳＩＡ公認スキー学校長研修会
ＳＩＡ会員が所属する公認スキー学校の健全な運営と資質の向上を目的とし、学ＳＩＡ会員が所属する公認スキー学校の健全な運営と資質の向上を目的とし、学
校長並びに副校長クラスを対象に開催します。校長並びに副校長クラスを対象に開催します。

■新規及び継承開校支援■新規及び継承開校支援
新たにスクールを開校したいと考えている会員の方々を対象に、情報の提供を通新たにスクールを開校したいと考えている会員の方々を対象に、情報の提供を通
して「夢の実現」へむけてバックアップします。して「夢の実現」へむけてバックアップします。

■クリーンキャンペーン■クリーンキャンペーン
「人に優しく､自然に優しく～白い雪山をいつまでも～」をモットーに､クリーン「人に優しく､自然に優しく～白い雪山をいつまでも～」をモットーに､クリーン
キャンペーンを実施。チャリティースキー参加者により、スキー場エリアの清掃キャンペーンを実施。チャリティースキー参加者により、スキー場エリアの清掃
（ゴミ拾い）を行います。（ゴミ拾い）を行います。

■賛助会員情報コーナー■賛助会員情報コーナー
オフィシャルホテルに、賛助会員（法人）の取扱商品等の最新情報ブースを設置しオフィシャルホテルに、賛助会員（法人）の取扱商品等の最新情報ブースを設置し
ます。どなたでもご覧になれますます。どなたでもご覧になれます

■デモ選強化セミナー
デモンストレーター選考会の実技対策として開催します。

■スノーボード技術コンテスト強化セミナー
同大会の実技対策として開催します。

■テレマークスキー技術コンテスト強化セミナー
同大会の実技対策として開催します。

■障がい者スキー教師認定会
障がい者スキー指導の知識を深めるため、障がい者スキーに関わる講義と雪上
でのチェアスキー・アウトリガーを使用した指導法についての講習と認定会を行
います。合格者は「障がい者スキー教師」として認定されます。

■山岳安全講習会
国際スキー教師連盟のＩＳＩＡカード取得のためのプログラムとして、実技と学課の
講習会を開催します。

■スノースポーツ教師のための実践英語レッスン
インバウンド対応の一環として、最低限の英会話でレッスンが出来ることを目的
として、会員を対象に研修会を行います。

■ＳＩＡ公認スキー学校長研修会
ＳＩＡ会員が所属する公認スキー学校の健全な運営と資質の向上を目的とし、学
校長並びに副校長クラスを対象に開催します。

■新規及び継承開校支援
新たにスクールを開校したいと考えている会員の方々を対象に、情報の提供を通
して「夢の実現」へむけてバックアップします。

■クリーンキャンペーン
「人に優しく､自然に優しく～白い雪山をいつまでも～」をモットーに､クリーン
キャンペーンを実施。チャリティースキー参加者により、スキー場エリアの清掃
（ゴミ拾い）を行います。

■賛助会員情報コーナー
オフィシャルホテルに、賛助会員（法人）の取扱商品等の最新情報ブースを設置し
ます。どなたでもご覧になれます

■スキーオリエンテーリング
ＳＩＡとＪＯＡ（公益社団法人日本オリエンテーリング協会）の共催で、「歩くスキー」
等を使ったイベントを開催します。

■スキーオリエンテーリング■スキーオリエンテーリング

等を使ったイベントを開催します。
ＳＩＡとＪＯＡ（公益社団法人日本オリエンテーリング協会）の共催で、「歩くスキー」
■スキーオリエンテーリング
ＳＩＡとＪＯＡ（公益社団法人日本オリエンテーリング協会）の共催で、「歩くスキー」
等を使ったイベントを開催します。

■ジュニアスキー技術コンテスト
ジュニア育成の事業として、ジュニア（小・中学生・高校生）を対象とした、「スキー
技術コンテスト」を開催します。

ＳＩＡとＪＯＡ（公益社団法人日本オリエンテーリング協会）の共催で、「歩くスキー」ＳＩＡとＪＯＡ（公益社団法人日本オリエンテーリング協会）の共催で、「歩くスキー」ＳＩＡとＪＯＡ（公益社団法人日本オリエンテーリング協会）の共催で、「歩くスキー」
■ジュニアスキー技術コンテスト■ジュニアスキー技術コンテスト■ジュニアスキー技術コンテスト■ジュニアスキー技術コンテスト■ジュニアスキー技術コンテスト■ジュニアスキー技術コンテスト■ジュニアスキー技術コンテスト
ジュニア育成の事業として、ジュニア（小・中学生・高校生）を対象とした、「スキージュニア育成の事業として、ジュニア（小・中学生・高校生）を対象とした、「スキー
技術コンテスト」を開催します。技術コンテスト」を開催します。

■ジュニアスキー技術コンテスト
ジュニア育成の事業として、ジュニア（小・中学生・高校生）を対象とした、「スキー
技術コンテスト」を開催します。

会 員 対 象 ／ 一 部 一 般

一 般 対 象
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第40期SIAアルペンスキーデモンストレーター選考会〈オープン大会〉

日　　程：2018年4月6日（金）～7日（土）　※オープン大会は4月6日のみ
参 加 費：〈SIA正会員〉〈新規入会者〉11,000円（保険代含む）
 〈オープン参加者〉4,000円（保険代含む）
参加資格：4月1日現在、男子満40歳以上、女子満40歳以上のSIA正会員・準会員及びオープン参加者で下記の条件を満たす者。
 〈正　会　員〉①アルペンスキー・ステージⅠ、Ⅱ、Ⅲの有資格者　②前期までに入会した者。（推薦入会者は今期入会も認める）
 　　　　　　③今期までの会費納入（大会申込締切日までに納入）をした者
 〈準　会　員〉①国際スキー技術検定シルバー以上を有し、準会員に入会した者
　　　　　　　　　　　②今期までの会費納入（大会申込締切日までに納入）をした者
 〈オープン参加者〉①アルペンスキー愛好者（技術レベル：SIAセミゴールド、SAJ１級以上）
注意事項： 使用するスキーの台数、長さ、プレートの高さは制限なし。
 プレートは市販の物を使用すること。自作プレートの使用は認めない。
 正会員・新規入会者はヘルメットを着用すること。GSL時には、クラッシュヘルメット
　　　　　（全ての部分がハードシェルで覆われている）を着用すること。オープン参加者はヘルメット
　　　　　または帽子を着用すること（なるべくヘルメットの着用をお願いします）。
表　　彰： 「ＳＩＡマスターズ教師選手権」で上位3名（男女別・部門別〈40歳、50歳、60歳〉）は
　　　　　表彰されます。
そ の 他： ※採点方法：5審3採用（その場で得点を表示する）
締　　切： 〈SIA正会員〉2月28日（水）当日消印有効
　　　　　〈オープン参加者〉〈新規入会者〉3月16日（金）必着

第16回マスターズスキー教師選手権大会要項〈オープン大会〉

日　　程：2018年4月6日（金）～7日（土）　※オープン大会は4月6日のみ
参 加 費：〈SIA正会員〉〈新規入会者〉11,000円（保険代含む）
 〈オープン参加者〉4,000円（保険代含む）
参加資格：SIA正会員・新規入会者及びオープン参加者で下記の条件を満たす者。
 〈正　会　員〉①アルペンスキー・ステージⅠ、Ⅱ、Ⅲの有資格者。　②今期までの会費納入（大会申込締切日までに納入）をした者。
 〈新規入会者〉①2018年3月末までに実施の、アルペンスキー・ステージⅠ検定会に合格し入会した者。
 〈オープン参加者〉①アルペンスキー愛好者（技術レベル：SIAセミゴールド、SAJ１級以上）
注意事項：使用するスキーの台数、長さ、プレートの高さは制限なし。
 プレートは市販の物を使用すること。自作プレートの使用は認めない。
 正会員・新規入会者はヘルメットを着用すること。GSL時には、クラッシュ
　　　　　ヘルメット（全ての部分がハードシェルで覆われている）を着用すること。
　　　　　オープン参加者はヘルメットまたは帽子を着用すること（なるべくヘルメットの
　　　　　着用をお願いします）。
表　　彰：デモンストレーター認定者は表彰されます。
認定資格：①SIA正会員。アルペンスキー・ステージⅠ、Ⅱ、Ⅲの有資格者
 ②ＳＩＡ公認校に所属し、学校長の推薦があること
 ③公認校で30日以上の指導活動をし、その証明書を提出できる者
そ の 他：※採点方法：5審3採用（その場で得点を表示します）
 ※デモ認定者：男子15名（ステージⅡから最大2名、ステージⅠから最大1名）
　　　　　　　　　 　　 女子  4名（ステージⅡから最大1名、ステージⅠから最大1名）
 ※上位入賞者でも、認定資格を満たしていない方はデモに認定されません。
締　　切：〈SIA正会員〉2月28日（水）当日消印有効　〈オープン参加者〉〈新規入会者〉3月16日（金）必着

４月６日（オープン大会）
 
①パラレルターン・ロング 　
・センターポジションをベースに力の伝達を目的にしたダイナミックな運
　動、特にターン始動時の前方への重心移動。 
・外脚と内脚の同調した内傾角に伴って生じる両スキーの傾き量とターン
　弧に伴う両脚の運動。
・ストックを使用する。
②パラレルターン・ミドル＆ショートコンビネーション 
・リズム変化の中での安定したスキー操作。 
・重心移動を伴った完成形のショート、ミドルターン。 
・ストックを使用する。
③パラレルターン・ショート（急斜面・コブ） 
・不整地の中でターン弧を描き、積極的な運動。 
・いかなる地形の中でもスキーと雪面のコンタクトを重視した適確な脚運動。
・滑走ラインは自由。 
・ストックを使用する。

４月７日（デモンストレーター選考会・マスターズスキー教師選手権大会）

④ＧＳＬ（2走1採用） 
　２走目を滑走をしたものは２走目の成績を採用とします。ＤＱ（不通過判

　定、失格判定）も含むものとする。 
・FISルールに沿った旗門設定・クラッシュメット着用、スキーレギュレーショ
　ンなし。 
・スタートは初日の順位順とする。 
・ラップタイムを出した者には、275点を与える。 
　以下ラップタイムに遅れること0.9％ごとにマイナス1点とする。 
・完走者の最低点は235点、不通過者・未完走者230点とする。 
⑤シュテムターン～基礎パラレルターン 
・バーン上部をシュテムターン、センターライン下部より基礎パラレルターン。 
・シュテムは山開きでフォールライン上でのストックを使用した引き寄せ、
　外スキーの内旋の軌道をベースにパラレル操作に移行。 
・斜面に適した基礎的な滑走フォームの中で演技表現を行う。 
・中斜面に適した中速種目としてターン質、スピード、リズム、運動のバラン
　スを表現する。 
・状況に合わせた上下動を使用する。 
⑥パラレルターン（屈身～伸身） 
・バーン上部を屈身、センターライン下部より伸身で行う。 
・斜面に適した基本的なスキー操作とターン構成(ズレと切れの量の調整)・
　屈身操作の理解力、伸身操作の理解力を運動を使い表現する。 
・ストックを使用する。 

種目 ＆ 日程

SIA FESTIVAL 2018 in APPI KOGEN
第40期SIAアルペンスキーデモンストレーター選考会〈オープン大会〉

日　　程：2018年4月6日（金）～7日（土）　※オープン大会は4月6日のみ
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第1回SIAスノーボード技術コンテスト
日　　程：2018年4月8日（日）
参 加 費：4,000円（保険代含む）
参加資格：スノーボード愛好者（参加資格特になし）
注意事項：使用するボードの台数は制限なし。
　　　　　各種目とも使用するボードの種類（アルペン・フリースタイル）の選択は自由。
 正会員・新規入会者はヘルメットを着用すること。オープン参加者はヘルメットまたは
　　　　　帽子を着用すること（なるべくヘルメットの着用をお願いします）。
表　　彰：上位３名（男女別）までとします。
そ の 他：※採点方法：3審3採用（その場で得点を表示します）
締　　切：3月16日（金）必着

①フリー滑走（中斜面・一部ウェーブあり） 
・斜面の変化に応じたキレのある積極的な操作及びスピードのコントロー
　ルができている。
・安定したボディーバランスである。 
・ターンリズムを変化させている。 
・マテリアルの特性を生かした滑りをしている。

②総合滑降・リズム変化規制（中斜面・一部ウェーブあり） 
・状況に応じた左右均等なターンをしている。 

・斜面の上部と下部でリズムを変化させている(コース幅規制あり)。 
・安定したボディーバランスである。 
・キレのある積極的なボード操作をしている。

③ショートターン（緩中斜面・コブ）
・丸い弧を描いている。
・スピードに応じたコントロールができている。 
・積極的でスピーディーなボード操作が行われている。 
・状況に合わせたスムーズなボード操作ができている。 

第1回SIAテレマークスキー技術コンテスト
日　　程：2018年4月8日（日）
参 加 費：4,000円（保険代含む）
参加資格：テレマークスキー愛好者（参加資格特になし）
注意事項：使用するスキーの台数、長さ、プレートの高さは制限なし。
　　　　　プレートは市販の物を使用すること。自作プレートの使用は認めない。
 正会員・新規入会者はヘルメットを着用すること。オープン参加者はヘルメットまたは
　　　　　帽子を着用すること（なるべくヘルメットの着用をお願いします）。
表　　彰：上位３名（男女別）までとします。
そ の 他：※採点方法：3審3採用（その場で得点を表示します）
締　　切：3月16日（金）必着

①フリー滑走（中斜面・一部ウェーブあり） 
・コントロールされた中でスピーディな滑りである。 
・斜面状況や斜面変化に応じて積極的なスキー操作をしている。 
・独創的な構成が入っている。 
・ボディバランスが良く、滑りに安定感がある。 
・安定感のある姿勢や適正なテレマークポジションである。
 
②総合滑降・リズム変化規制（中斜面・一部ウェーブあり） 
・スピーディでキレのあるターンをしている。 
・左右均等なターンをしている。 
・斜面状況や斜面変化に応じて積極的なスキー操作をしている。 
・斜面の上部と下部でリズムを変化させている(コース幅規制あり)。 

・安定感のある姿勢や適正なテレマークポジションである。 
・脚の入替えがスムーズである。 
・ストックを使用している。
 
③ショートターン（緩中斜面・コブ） 
・コントロールされた中でスピーディな滑りである。 
・安定感のある姿勢や適正なテレマークポジションである。 
・状況に合わせたスキー操作ができている。 
・積極的で、そして安定したスキー操作である。 
・脚の入替えがスムーズである。 
・ストックを使用している。

申込方法：〈SIA正会員〉〈新規入会者〉は詳しい要項と申込用紙を、SIAホームページ（http://www.sia-japan.or.jp）から出力し、使用してください。出
　　　　　力できない方は、SIA事務局に請求してください。
　　　　　〈オープン参加者〉は、デジエントリー(http://dgent.jp)より申込みを行ってください。
宿　　泊：宿泊先の指定はありませんが、この行事開催にあたり、安比高原スキー場及びホテル安
　　　　　比グランド様には多大なご協力をいただいていますので、オフィシャルホテルのご利用をお
　　　　　願い致します。
そ の 他：オフィシャルホテルの宿泊は同時に申し込んで下さい。
　　　　　締切以後のキャンセルは参加費用は返却しません。宿泊料は3月23日（金）以前のキャン
　　　　　セルであれば、返却します。
　　　　　※受付：本人または代理人が受付を行いゼッケン配布を受けて下さい。規定時間内に
　　　　　　受付をしなかった場合は失格とします。
　　　　　※選手会：本人が出席して下さい。（応援者などの同席も認めます）
　　　　　※競技の進行状況によって、時間の変更がある場合がありますのでご了承下さい。

共通事項

SIA NEWS VOL.1775
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資格制度改正（案）〈アルペン・テレマーク・スノボード〉　２０１８年１２月～実施を目指して

◆３段階→４段階（正会員資格は３段階）◆
　  610名　ステージⅢ　→　ステージⅣ　正 会 員
　 412名　ステージⅡ　→　ステージⅢ　正 会 員
　1046名　ステージⅠ　→　ステージⅡ　正 会 員
　 294名　準　会　員　→　ステージⅠ　認定会員

◆なぜ改正が必要か？◆
　①会員減少の危惧。
　　ステージⅠ入会者数が5年前７９名から減少が続いており、昨年は４６名
　　まで落ち込んでいる。
　②少子高齢化にともなう会員平均年齢の上昇。
　　過去３年間の会員の平均年齢が、４４．５歳から４８．１歳に
　　⇒１０年後の予想は５５歳以上
　③受講者の約65%が～初級者までのレッスン。
　　多く求められているのは、～初級者までのレッスンであり、現行ステージⅠ
　　合格に求めるレベルはこの対応には高いといえる。
　　　→新ステージⅠによって、最も需要のある層への対応力を高めたい。
　　　→現行ステージⅠ合格基準まであと一歩という方も入会でき、有資格
　　　　者として多くの需要に応えることが出来るようになる。
　④国際基準に合わせる。
　　諸外国の中には〈アシスタント〉資格のある国も一部あるが、多くは違う。
　　ＳＩＡは日本を代表する指導者の組織として〈準会員〉ではなく、統一した
　　会員資格に整理したい。
　⑤外国人を会員として受け入れる必要性が出てきている。
　　〈インバウンド対応への課題〉
　　訪日外国人客年間4000万人が国の目標であり、特に冬季の対応が
　　必要といわれている。我々の果たすべき役割は大きい。
　　→需要には地域性がある。しかし、SIA公認校の対応が現状十分とはい
　　　えない。
　　→外国人を採用する事で対応幅は広がる。
　　→会員増も期待できる。

◆各ステージのレベルは？◆
　新ステージⅡ～Ⅳは現ステージⅠ～Ⅲを踏襲。

◆新ステージⅠは？◆
・認 定 会 員：議決権はなし。
　　　　　　　　（新ステージⅡから正会員、新ステージⅢからISIA会員）
・公認校所属：所属義務有り。
・単　　　　位：取得義務なし。
・救　急　法：取得義務なし。→所属校で安全管理研修を実施する　
　　　　　　　　（安全管理研修の必須内容を現在作成中です）。
・指導可能対象：～初級者まで。
・実技検定試験：実施する。
・実技検定種目：プルークボーゲン・初歩のパラレル　２種目。
　→検定合格基準：国際（スキー・テレマーク・スノーボード）
　　　　　　　　　技術検定シルバー合格。

・検定はステージⅢ（新ステージⅣ〈活動会員〉）が担当できる。
　→規定内容の講習を実施。すべて同一人物担当でなくとも良い。
・規　 定 　内 　容：→指導実習６時間の講習（検定試験なし）
　　　　　　　　　　→基礎理論2時間の講習
　　　　　　　　　　　（安全講習・指導法含む。検定試験なし）
・すべて終了後、校長が責任を持ってサインする。

◆新ステージⅠ合格者には◆
　入会後の注意事項等を盛り込んだ「心得」を渡す。本人同意のサインと所
　属校長のサインが必要。
　※公認校・校長との信頼関係が前提での実施であるため。

◆外国人向け検定◆
　①新ステージⅠのみ実施。
　②英語で実施、会費を含め内容は同じ。
　③検定担当者が英語で実施。もしくは通訳付けての受検も可とする。
　④所属校長が責任を持って管理する。
　　※「心得」は英語版も用意する。

◆新ステージⅡ～の入会可とする◆
　十分に実力のある方にはこのチャンスも用意したい。

◆準会員はどうなるのか？◆
　①2018年9月末日　廃止予定。
　②準会員→新ステージⅠへ移行　※希望者のみ
　③移行期間：2018年5月～8月末の間に意思確認。
　④移行に伴う試験検定はなし。

◆実施までのロードマップ◆
　・2017年11月16日定時会員総会にて伝達
　・2018年1月末ＳＩＡニュースにて伝達
　・2018年4月校長研修会（安比）にて伝達
　・2018年11月15日定時会員総会において審議（定款一部変更）
　・2018年12月１日より実施

　現執行部としましては、我 を々取り巻く環境の変化と未来への備えとして、現行制度からの改正をするべく、作業を進めております。昨年６月より複数回

の議論を重ねて参りました。出来る事であれば、現行制度変更なしが望ましいですが、レッスン現場の現状に合わせ、幅広く裾野を広げる事が必要であ

るとの認識であります。また、資格制度は我 に々とってもっとも重要なものですので、会員皆様のご理解ご協力を得られますように、先の総会（東京）・支部

全体会議等でも適時説明の機会を設けております。



体力と動作の科学⑫　スキーヤーの左右への動き（６） 大回転の習熟
新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター

三浦 哲

　今シーズン初めに比較的雪が降り、早めのシーズンをスタートできた
方も多いと思います。さて、前回はカービングターンから大回転競技の動
作の違いから、大回転競技（GS）への導入のポイントを示しました。今
回は、GSでの上位と中位の左右への動作比較から習熟のポイントを考
察します。
　図1にインターハイGS上位選手における急斜面の右ターンから左ター
ンまでのスティックピクチャを示しました。第14旗門は、緩斜面から急斜
面に入って3旗門目となります。

 

　図2に上位選手と中位選手の典型的例の重心および下腿内傾角変化
を示しました。中位選手は、黒塗りマークであり、●は、重心内傾角（重
心と右足を結んだライン）、■が重心内傾角（重心と左足を結んだライ
ン）、◆は右下腿内傾角、▲が左下腿内傾角です。上位選手は白抜き
マークであり、〇は重心（－右足）内傾角、□が重心（－左足）内傾角、
◇は右下腿内傾角、△が左下腿内傾角です。
　中位選手のターン外側（左）の重心■および下腿内傾角▲は第14旗
門通過と同時に最大になっていました。旗門にあたる（接触する）こと
や旗門でタイミングをとってターンすることにより，内傾角が最大になっ
ていました。急斜面ではターン後半に受ける重力が大きくなるため，ター
ン後半の適切なタイミング（遅すぎてもよくないが）でエッジング（エッ
ジング…荷重・角付けの複合した動作）して、ターンならびにターンの切

り換えに反力を利用します。しかし、ターン中間の旗門通過時にエッジ
ングをする動作となり、少し早いタイミングになっていました。このこと
は、普段から旗門通過時にエッジングを行ってしまうことや、2旗門以上
手前の緩斜面では，ターン後半に受ける重力が小さく、旗門に近いタイ
ミングでのエッジングになる可能性があり、急斜面に入ってもタイミング
が修正できていないことによる影響で、旗門通過時にエッジングを行っ
ていた可能性があります。
　さらに，その後のターン後半には下腿内傾角に2つ目のピークがみら
れました。このピークは，上位選手の最大時よりも遅い時期でした。切り
換えのための重心まわりモーメントをうみだすエッジングを遅れて行って
おり，いわゆる二度踏みになっていました。
　これに対し，上位選手のターン外側（左）重心□および下腿内傾角△
は，第14旗門通過の後に最も大きくなっていました。ターン後半に大きく
かかる重力をタイミングよく，ターンそのものや切り換えに利用していま
した。

 

　ターン前半では、中位選手の右下腿内傾角◆は、第15旗門の手前
で、一度ピークを迎え、その後わずかに角度が小さくなり、また大きく
なって、波打つような角度変化でした。ターン前半の雪面の捉えの際
に、急激なエッジングにより、はじめのピークが示されていました。上位
選手の右下腿内傾角◇は、第15旗門の手前で増加がゆるやかになり、
なめらかにターンに入っていました。
　これらのことから、ターン前半でなめらかなエッジングにより雪面を
捉える部分や、ターン後半には、斜度に合った適切なタイミングでエッジ
ングを行う部分を、指導や練習に工夫することで、大回転競技の習熟に
役立つポイントとなります。

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

図2　上位選手と中位選手の重心および下腿内傾角変化
図１　インターハイGS上位選手におけるスティックピクチャ
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日程 行事名 会場 主催
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
検定のみ（事前に講習パート１、２を受講しておくことが必要です）
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
検定のみ（事前に講習パート１、２を受講しておくことが必要です）
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
検定のみ（事前に講習パート１、２を受講しておくことが必要です）
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
検定のみ（事前に講習パート１、２を受講しておくことが必要です）
講習パート１、２、検定
講習パート１、２、検定
検定のみ（事前に講習パート１、２を受講しておくことが必要です）
講習パート１、２、検定
検定のみ（事前に講習パート１、２を受講しておくことが必要です）
講習パート１、２、検定

ステージⅠ検定会

ステージⅡ検定会

ステージⅢ検定会

ステージⅠ検定会

ステージⅡ検定会

ステージⅢ検定会

ステージⅠ検定会

ステージⅡ検定会

ステージⅢ検定会

アルペン
スキー

スノーボード

テレマーク
スキー

2017-2018指導実習テーマ

「実技・指導実習検定」参加予定会員の皆様
今回の指導法テーマ発表は検定合格のためだけではなく、今シーズンの実際の活動の中で「指導力向上」を考えてシーズン前に発表させて頂きました。
検定会においては、シーズンを通して研究を積み重ね、SIA教師として公式ブックに沿った指導とオリジナル指導の素晴らしい指導法の発表をお願いい
たします。　※ステージⅢについては試験会場での発表となります。

〈アルペンスキー・ステージⅠ〉
　１．プルークファーレンからプルークボーゲンの導入
　２．プルークボーゲンからＡパターンで初歩パラレルへ導入
　３．プルークボーゲンからＢパターンで初歩パラレルへ導入
　４．ストックワークの導入
　５．初歩パラレルから基礎パラレルロングへの導入
　６．基礎パラレルショートの導入

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

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

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

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

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

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

【検定会スケジュール】
大鰐温泉
志賀高原
エコーバレー
菅平高原
神立高原
テングヤマ
スキージャム勝山
山形蔵王
安比高原
志賀高原
菅平高原
安比高原
神立高原
スキージャム勝山
山形蔵王
安比高原
安比高原
志賀高原
神立高原
山形蔵王
安比高原
志賀高原
神立高原
山形蔵王
安比高原
安比高原
菅平高原
安比高原
菅平高原
安比高原
安比高原

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

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

志賀高原支部
関越支部
南東北支部
教育部

志賀高原支部
関越支部
南東北支部
教育部
教育部

長野北信支部
教育部

長野北信支部
教育部
教育部

2月26日～28日
2月27日～3月1日
2月下旬～3月初旬
3月2日、12日～13日
3月6日～8日
3月9日～11日
3月13日～15日
3月14日～16日
4月10日
2月27日～3月1日
3月2日、12日～13日
3月5日～7日
3月6日～8日
3月13日～15日
3月14日～16日
4月10日
4月9日～12日
2月27日～3月1日
3月6日～8日
3月14日～16日
4月10日
2月27日～3月1日
3月6日～8日
3月14日～16日
4月10日
4月9日～12日
3月2日、12日～13日
4月10日
3月2日、12日～13日
4月10日
4月9日～12日



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

【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

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

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。
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田部井 誠 さん
スノーボード・ステージⅠ

國井 理裕さん
スノーボード・ステージⅡ

NEXT

髙橋 佐京 さん 
アルペンスキー・ステージⅠ

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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　会員の皆様、お世話になっております。菅
平ハイランドプロスキースノーボードスクール所
属、髙橋 佐京と申します。夏は浅草で人力
車夫として、冬は山に篭っております。
　インストラクターとしてこの業界に入ったのは
3年前の大学2年の時でした。
　私自身、出身が北海道札幌市ということも
あって幼少期よりスキーと共に生き、成長した
身ですので、季節仕事ではありますがスキーイ
ンストラクターとして勤務することが出来るのを
幸せに感じております。
　しかしながらやはり、私自身の力だけではこの
ような環境は決して無く、周りの皆様のご協力と
ご配慮を頂くお陰で今の形を実現出来ている
というのも幸せであると真に痛感しております。
　この場を借りて、感謝申し上げさせて頂きた
いと思います。
　今はまだAPⅠとただ駆け出しの身ですが、こ
れからインストラクターとしての磨きをかけ、より
多くの方にスノースポーツと生きる感動を伝え
るために尽力して行きたいと思います。
　最後に重ねて、感謝申し上げます。
　これからもより多くの会員の皆様と、スノース
ポーツの感動を分かち合えたらと思います。ど
うぞ宜しくお願い致します。

　会員の皆様こんにちは。
若林プロスキースクールの田部井です。今年は雪の
早いシーズンになりましたが、皆様のスキー場はいか
がでしょうか？
　私は27歳まで社会人をしていましたが、友人の紹
介でこの仕事を始め縁あってこの志賀高原で12年
目を迎えることができました。私の住んでいる群馬県の
館林市は日本一暑い町で有名ですが、ウィンタース
ポーツはあまり身近なものではなく、社会人になって
初めて行ったスノーボードが楽しく、休日はよくスキー
場に通っていたのを懐かしく思います。今では毎日ゲ
レンデの雪を見ることが出来る環境にいますが、やは
り雪が降るといまだにわくわくしてしまうのは、20年経っ
た今でも変わりません。
　インストラクターになり、この仕事のお陰でお客様
やスタッフからたくさんの感動や刺激をもらいました
が、なかでも一番印象に残っていることは、恩師から
言われた言葉で「10年は自分の為にスキーをしなさ
い、その先の10年はお客様の為にスキーをしなさい」
という言葉でした。その時はわからなかったことも多
かったですが12年経った今、少しづつ還せる様に
なったと思います。
　若林プロスキースクールはスキーがメインの仕事で
すが、私自身は以前からやっていたスノーボードの資
格を2年前に取得しました。そして今シーズンは更なる
上の資格を取得する為、少しの時間でも長く雪上に
立ちたいと思っています。
今まで、スポーツに関わる仕事に就くなんて思いもしな
かったですが、縁とは不思議なもので、同じ職場で
熱くなれる仲間や沢山の人との出会いや別れがあ
り、ここまで続けてくることができました。
ウィンタースポーツを通して、熱くなれる瞬間や大自
然の中で滑れる楽しさを1人でも多く感じさせてあげ
られる様に、これからも自分自身のスキーやスノーボー
ドの技術を上げて行ければと思います。
若林プロスキースクールのシーズンはやっと折り返し
た所ですが、皆様残りのシーズン無事にお過ごしくだ
さい。
まだまだ未熟な自分ですが、これからも温かく見守っ
て頂ければと思います。今シーズンもよろしくお願い致
します。

　会員の皆様、こんにちは。
みやぎ蔵王白石スキー場の常設校、MZ白
石スノースポーツスクール所属の國井理裕
（クニイ マサヒロ）と申します。
　冬季はもちろん所属スクールで主にスノー
ボード教師として活動していますが、実は通年
で「ケアサポートあったかい」という会社で介
護の仕事もさせていただいてます。
　オフシーズンは介護業がメインになりますが、
冬季は朝夕に介護、日中はスクールでインスト
ラクター、夜はナイターでトレーニングの日々で
す。
　このような環境で活動させていただいてる
会社に感謝しながら、誠実に謙虚にスノー
ボード教師としてお客様にスノーボードの魅力
を伝えられるよう日々努力しております。
　また会員の皆様や会社を始め、いろいろな
方のサポートのお陰をもちまして、３８期３９期と
スノーボードデモンストレーターとしても活動さ
せていただいております。
　デモンストレーターとして、協会やスノース
ポーツの発展に貢献できるよう今シーズンも鋭
意努力してまいりますので、よろしくお願い致し
ます。

NEXT

NEXT

所属校／菅平ハイランドプロスキースノーボードスクール

所属校／若林プロスキースクール

所属校／MZ白石スノースポーツスクール

会員
紹介

國井 理裕さんよりの次号紹介予定会員

仁井田 薫さん
（太平山スキー場オーパスプロスキースクール）髙橋 佐京さんよりの次号紹介予定会員

吉原 雄太郎さん
（Shiga international ski school）

田部井 誠さんよりの次号紹介予定会員

喜多 学さん（ワイズスノースポーツスクール）



SIA NEWS 177／P11

　こんにちは、オーストリアスキー教室山形
赤倉の飯沼です。現在、私は夏冬通して
家庭教師の派遣業（サラリーマン）をしな
がら、スキー教師を続けています。理由とし
ては、夏季間の生活収入を稼ぐ事もありま
したが、スキー教師以外にも教育に携わる

仕事をしてみたいという思いがあり、結果ど
ちらの仕事も本業として現在に至ります。も
ちろん最初は「両立してどっちも中途半端
になったらどうしよう」などと色々不安で、か
なり悩み辛かった記憶があります。そんな
時、今の会社の社長によく相談に乗っても
らい「なんで両方で成功したいって思わな
いの？」と何度も言われていました。また、ス
キー教師の先輩方からも「お前が決めた
事なんだから最後まで頑張れ、応援するか
ら」と声をかけて貰ったりもしていました。思
えば、どちらも成功したい気持ち、続けたい
気持ちがあるのに「失敗するかもしれない」
「自分の能力では両立は出来ない」など不
安が先だって、どちらか諦めた方が良いと
思っていました。あの時、何度も相談にのっ
てもらい、理解をして頂ける上司・先輩方
がいたおかげで、現在も思い切ってスキー
教師も続けていけているのだと思います。
　スキー界に関わらずですが、上司・先輩
など、自分の事を客観的に見てくれて、尚
且つ応援してもらえる人が近くにいる事で、
スキー教師を続けていくための方法を逆に
導いて貰っていたかと思います。そして何だ

かんだと、両方で仕事するうちに、家庭教
師派遣業は管理職をさせて頂いたり、ス
キー教師としては、毎年沢山のお客様、
メーカーの方々、教師仲間の方 と々関わら
せて頂いたり、デモ選に毎回出場する事が
出来たりと自分が、昔望んだ環境に近い
状態で活動出来ていると実感しています。
　これは、どちらの職種にも逆に活かせる
部分があり、それを利用して成功する所が
多くあったからです。結局ですが、経験の
ある上司・先輩方に学ぶ事、自分の選択
した様々な仕事環境から、やりたい事を継
続していく方法や成功パターンを学ぶ事、
この二点がスキー教師を続けて行く（やり
たい事を続けて行く）ための方法になるの
ではないかと私は思います。

スキー教師を続けていくためのヒント
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NEXT

飯沼 勇樹 さん
アルペンスキー・ステージⅢ
所属校／オーストリアスキー教室

飯沼 勇樹さんよりの次号紹介予定会員

菱沼 麻衣さん
（NZ白石スノースポーツスクール）

大会テーマ『インバウンド・ツーリズムと日本のスキーリゾート』

実行委員長挨拶　
　2018年3月11日（日）～14日（水）の4日間の日程で、長野県白馬村の八方尾根スキー場とその周辺地区で開催します。今大会のメインテーマは
『インバウンド・ツーリズムと日本のスキーリゾート』です。
　21世紀に入ってから政府が推進した「ようこそ日本」政策が功を奏し、日本のインバウンド・ツーリズムは大きく成長しています。1990年代半ば以
降、低迷が続いている日本のスキーリゾートやスキー場にとって，インバウンド・スキーヤーの増加は大きな影響をもたらしています。しかし，日本のス
キーリゾートがその増加にどのように対応してきたのか、また増加によってスキーリゾートの内外にどのような変化が生じているのかについては、断片
的にしか解明されていないように思われます。そこで今回のシンポジウムでスキーをめぐるインバウンド・ツーリズムについて、会員や地域住民の方々
をはじめとする多くの参加者でさまざまな地域やさまざまな視点で議論すること通じて、一般的な特徴把握や今後の課題整理を目指していきたいと
考えております。
　至らぬ点も多くあるかと思いますが、副委員長の渡邊仁先生（筑波大学）と協力して良い大会となるように尽力いたします。多くの方々のご参加をお
待ちしております。

呉羽正昭（筑波大学）

期日：2018年3月11日（日）～14日（水） 
　　  （SIA会員は全日程11日～14日のうち上記の2日間参加）

場所：八方文化会館，八方尾根スキー場
　　　〒399-9301長野県北安曇郡白馬村大字北城八方5732-2

後援：白馬村観光局

参加申し込み締め切り：2018年2月2日（金）

大会事務局
　〒305-8572　茨城県つくば市天王台1-1-1　総合研究棟A
　筑波大学生命環境系　呉羽正昭（実行委員長）
　TEL/FAX：029-853-4401（直）　E-mail：conference28th@js3.jp

日本スキー学会第28回大会開催要項（SIA会員は4単位取得できます）
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　シーズンを迎え、皆様ご多忙の毎日をお過ごしのことと拝察いたします。
　さて、１１月の定時会員総会において、公益社団法人第４０期・第４１期（H30.10. 1～H32. 9.30）の役員改選が行われます。
役員改選に際し、第３９期第１回理事会（10/19）において「役員候補者選考委員会」の委員が決定し、会長より下記の5名が委員に委嘱され、互選により
私 前川 信堅が委員長に就任いたしました。

「第４０・４１期役員改選」について

【役員候補者選考委員会】
前川信堅（委員長）、片野正子、井上美知、佐々木常念、加藤英夫　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上5名
上記メンバーで去る１１月１５日（水）「第1回役員候補者選考委員会」を開
催し、役員改選に関わる内容を以下のとおり決定いたしました。

【役員改選に関わる実施内容】
　１．役員の全体人数について
　　・理事１２名［支部選出８名､選考委員会推薦２名､会長推薦２名］
　　・監事 ３名[選考委員会推薦３名（公認会計士１名、他２名）]
　　　　※委員会推薦枠は支部選出理事候補者が出そろってから検討いたします。
　〈理事候補者を支部選出にした理由〉
　　①支部行事が盛んになり、支部の重要性が増しているため、相互のパ
　　　イプ役としても、各支部に最低１名の理事が必要である
　　②支部からの選出（シーズン中の選挙）であれば、所属会員の意思
　　　が反映されやすい。
　　③全国区の選挙では、立候補者一人一人を理解することが難しく、過
　　　去の投票率も30％台に留まり、会員の意見が反映しているとは言い
　　　難く、また現役員と新規立候補者間では知名度に大きな差がある。
　　④経費削減のため、理事総数を１名削減したため、支部選出理事候
　　　補者は従来通り各支部１名とした。
　〈監事候補者をすべて推薦とした理由〉
　　・監事の職務を考えるとその方面にたけた人を最初から推薦した方
　　　がよい。
　　・他のプロ団体でも同じように推薦で適任者を選び、総会で決定して
　　　いる。

　２．選挙方法について
　　・役員選考規定に則り8名は選挙により選出する。
　　・選挙区は支部単位とし各支部より定数を選出する。（各支部１名）
　　・支部における選挙はマニュアルに則り実施する。
　　・支部選出理事候補者及び委員会推薦理事候補者・監事候補
　　　者を総会に諮る。
　　・会長推薦の理事（2名）は総会時に会長より発表する。
　３．今後のスケジュールについて
　　・5月31日までに支部選出理事候補者の報告を受ける。
　　・8月31日委員会推薦理事・監事候補者を決定する。
　　・10月下旬決定した委員会推薦理事監事候補者を会員に報告
　　　（ＳＩＡニュース）する。
　　・11月中旬定時会員総会において諮る。
　４．無所属会員の取り扱いについて
　　無所属会員には支部登録申請書提出してもらい、登録支部にて投票
　　してもらう。

　追記
　各支部においては選挙をもって理事候補者を選出していただきます。
　「支部選出役員候補者名」の提出締め切りは平成３０年５月３１日必
　着となります。
　

公益社団法人　日本プロスキー教師協会
役員候補者選考委員会委員長　前川 信堅
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１．実施会場                                                            
　公益社団法人日本プロスキー教師協会公認スキー学校
                            
２．参加資格                                                            
　公認校所属の正会員および会友
                                         
３．講師                                                            
　⑴スクール所属の正会員で、各種目のステージⅢ取得後
　　3年以上の指導経験を有する者。
　⑵講師になる者下記①、②を満たしていなければならない。                     
　　①下記いずれかに参加して、最新の教育部・技術委員会発信の
　　　テーマ伝達を受ける。   
　　　・前期フェスティバル会場で行われる教育部・技術委員会デモン
　　　　ストレーション    
　　　・開催期に行われるイグザミナー認定会                                   
　　　・開催期に行われる各支部のテーマ伝達セミナー                            
　　②会員義務を果たしている。

５．実施方法                                                            
　終了後 5日以内に、教育部長に所定の報告書を提出する。                       
　※提出書類は、FAXまたはメールにて協会事務局へ提出する。                     

６．取得単位                                                            
　2時間＝1単位                                                          

７．内容                                                            
　ＳＩＡ公式メソッドの習得                                               

８．単位登録料                                                           
　2単位ごとに１，０００円

・単位認定を受けることが可能です。（１日間４時間以上＝２単位、２日間８時間以上＝４単位）
・別途、単位登録申請の手続きが必要です。
・日本体育協会の義務研修としてリストアップされているすべてをその対象とします。

日本体育協会主催の研修会等

公認スキー学校での指導・技術研修実施について

正会員（ステージⅠ・Ⅱ・Ⅲ）は「会員研修会を公認校で実施」を出来るようになりました。（※従来はステージⅠのみでしたが、変更になりました）

公認スキー学校に於ける指導・技術研修実施要項
〈 資　料 〉
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　平成30年2月3日（土）～3月2日（金）まで、有楽町の電気ビル20階にある、外国特派員協会・メインバー・ギャラ
リーにおいて、SIA最高顧問 杉山進氏とジャーナリスト小林和男氏との親交の元、「SIAパネル展覧会」を開催す
る運びとなりました。スキーを教えるプロの集団であるＳＩＡとして、１６枚の写真を展示させて頂きます。日本人初の冬
季五輪メダリストの猪谷千春氏の写真をはじめ、杉山進最高顧問の滑り、デモンストレーターの滑り、レッスン風景
等展示致します。スキーの楽しさや自然の素晴らしさ、スキーの醍醐味を写真を通して感じて戴ければ幸いです。

◆オープニングレセプションを 2月5日（月）19：00～20：00 に開催しますので、ぜひお越し下さい。軽食とドリンクを用意致します。
　会場：〒100-0006  東京都千代田区有楽町1‐7‐1 有楽町電気ビル20F  TEL 03‐3211‐3161

【外国特派員協会メインバー・ギャラリーでのスキー展覧会のお知らせ】

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 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

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

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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720円（税込）
無料

【価　格】
【送　料】

SIAステッカー
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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】

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
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〈次号予告〉 次号SIAニュースVol.178は平成30年6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
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救急法受講の手引き／維持会員から活動会員への復帰について 9
会員紹介 10
スキー教師を続けていくためのヒント／日本スキー学会第28回大会開催要項 11
「第４０・４１期役員改選」について／日本体育協会主催の研修会等／公認スキー学校での指導・技術研修実施について 12
外国特派員協会メインバー・ギャラリーでのスキー展覧会のお知らせ／賛助会員一覧 13
販売物一覧 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。 尚、ご不明な点等ございましたら手数ですがＳＩＡ事務局迄ご一報ください。

引落 振 替日
引落振替案内
通帳への印字
引き落とし額

会費の前納

：
：
：
：

：

●

●

●

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

口座の変更

退会時の手続

ご 注 意

：

：

：

ＳＩＡ年会費自動払込手続きについて

宛名ラベルの見方

●「No.」／会員番号を示しています。
●「種別」／「活動会員」か「維持会員」であるか
を示しています。「活動会員」になろうとする場
合、4年間で8単位取得することと救急法の受講
修了と公認スキー学校に所属していることが必
要条件となります。
●｢所属｣／登録されている所属校を示しています。
●「有効単位」「更新日」／「有効単位」は現在の
有効単位を示しています。「更新日」までに8単位
以上の単位取得が必要です。
●「救急法」「有効期限」／「救急法」救急法講習
の受講状況を示しています。
　◎＝日本赤十字社救急法救急員（または同等の
資格、消防署応急手当普及員等）
　○＝上記以外（普通救命講習、上級救命講習、救
急法基礎講習等）
　すでに受講しているにもかかわらず、「救急法」
欄に◎印や○印が付いていない場合、修了証
のコピーをSIA事務局宛にご送付ください。

　「有効期限」は「救急法」の有効期限を示して
います。受講証の有効期限がない場合、SIAとし
ての有効期限3年としています。 
●「会費」／未納会費は、年会費が未納となっている会
期を示しています。
　◆空欄＝未納会費なし。
　◆会費／39＝39期の会費が未納です。
　◆会費／39 38＝39期及び38期の会費が未納
です。
●「保険」／ＳＩＡ正会員総合補償制度の保険番号
等を示しています。
　（あいおい損害保険株式会社４０２６６２５０１－
●●●●の黒丸部分を宛名ラベルに記載して
います）
　空欄の方は未加入です。※この保険は、９月末
日までに年会費を納入した会員のみ適応されて
います。（補償期間は、１２月１日～翌１１月３０日）
　このため10月1日～11月30日発行の宛名ラベル
には、保険番号ではなく対象予定であること等
が表示されます。
　※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。

東京都中央区八丁堀2-2-9
コバキンビル3F
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̶ 安比高原を満喫するオススメ宿泊プラン ̶

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

～思いっきり安比のゲレンデを楽しみたい方にオススメのプランです～

ホテル安比グランド
全面リニューアル！

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

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

〈商品コード：G-2128〉

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

朝食 滞在中有効な
リフト券

温泉温泉
白樺の湯入湯券
（宿泊日当日のみ有効）

● 安比グランドアネックスに1泊２名でお泊りの場合

１泊朝食付き お一人様１泊…15,380円～

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

ホテル
宿 泊

Android端末や
iPhoneからも簡単に
宿泊予約が可能です!

例 え ば

連泊でよりお得に！

〒028-7395 岩手県八幡平市安比高原 

www.appi.co.jp最新情報掲載中！ 
詳しくはHPをCHECK!

2017-2018 Winter  12/2㈯OPEN！！

お得に！

ロビー・客室を一新し、
メゾネットタイプの客室には
露天風呂を備えた新しいタイプの
客室も新登場！
和食レストランも「鮨」「鉄板焼」
を新たに加えて全面リニューアル。
新しく生まれ変わったホテル安比グランド。
日本を代表するリゾートのランドマーク
として新たに生まれ変わり、
新たな一歩を踏み出します。

コース総延長距離45.1kmの圧倒的スケールと
多彩なアクティビティ




