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■会員の皆様へ             支部長 佐藤 一臣  
 

山々は紅葉も終わり、遠き高い山々の頂には冠雪も見ら

れますが、近郊スキー場にはまだ雪の便りがないようです。

しかし、季節は確実に冬へ向っている今日この頃です。支

部会員の皆様は、間もなくやってくるスノーシーズンへ向

けての準備に、お忙しい日々を送っていることと推察致し

ます。 

 

さて、３０期になった今期、支部役員が改選され、若い役員が増えた新しい体制で始動

しました。そして再々度、支部長という大役を任されることとなり、気持ちも身も引き締

めて取り組んでいきます。また役員一同、力を合せ、支部会員の皆様の活動に役立つ支部・

魅力ある支部作りを目指して活動していきます。皆様の、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

■ＳＩＡ北海道支部総会開催                  
 

 ２０１２年１０月２０日ＳＩＡ北海道支部総会が札幌エルプラザにて開催され、会員数

１７８名中、当日の出席者２０名、委任状による出席者９５名で２分の１以上の出席があ

りました。 

議長には久慈直子さん（マウントレースイスキー＆スノーボードスクール）が選任され、

各部より第 29期事業報告及び決算報告、並びに第 30期事業計画案及び予算案について提

案され承認されました。 

また、北海道支部役員選考委員会を代表して金子忠夫さん（三浦雄一郎＆スノードルフィ

ンスキースクール）から３０期から担当する支部役員の人選が提案され、これが承認され

ました。 

選任された役員は次項でご紹介しておりますので、ご確認ください。 

ＳＩＡ本部の宮田理事、川野理事からは、ＳＩＡの動向についての報告がありました。 

 

●支部賛助会員の保険マートさんから 

≪スクール運営に於いて必要な賠償責任保険≫についてお話をいただきました。 

 

●ＮＰＯ法人ナスターレース協会 帰山さんから昨シーズンの世界大会への派遣状況と報

告、レース参加への呼びかけがありました。 

 詳しくはホームページをご確認ください。 http://www.nastar-r.com/ 

 

★総会終了後は、懇親会が開かれスキーシーズンを前にいろいろな情報交換がされ、非常

に有意義な時間を過ごすことが出来ました。 

 

 

http://www.nastar-r.com/


■支部役員のご紹介（第３０～３２期を担当します）          
 

【支部長】佐藤
さとう

 一 臣
かずおみ

（三浦雄一郎＆スノードルフィンスキースクール） 

【副支部長】川野
かわの

 敦子
あつこ

（北広島スキースクール２１） 

【教育普及部部長】久慈
く じ

 修
おさむ

（マウントレースイスキー＆スノーボードスクール） 

【総務部部長】三輪
み わ

 紅
くれない

（ＳＡＷＡウィンタースポーツアカデミー） 

【監 査】繁
しげ

野
の

 尚
なお

弘
ひろ

（ＣＬＩＦＦ ＰＲＯ ＳＫＩ ＳＣＯＯＬ） 

 

以下は新加入の役員からコメントいただきました。 

 

【教育普及部】鈴木
すずき

 允
まさ

智
とも

（テングヤマ・スノースクール） 

 

甚だ微力ではございますが、諸先輩の功績を受け継ぎ、北海道支部の

発展と各セミナー充実のため、専心努力する所存です。 

今後も一層のご指導ご鞭撻を賜りたく衷心よりお願い申し上げます。 

 

 

【総務部】藤井
ふじい

 洋
ひろし

（ＷＩＮＫＥＬスノースクール） 

 

雪山にあこがれてカナダに行き、帰国後ＳＩＡのスクールの門をたた

き、かれこれ２０年。事務所にいることも多く、雪上にたつまでがひ

と踏ん張り！なんて事も・・・。でも、雪上に立てばやっぱり楽しい！ 

昔・・・雪山への強烈な憧れと興奮があり、そしてそこには圧倒的な

世界観がありました。 

今だからこそ、感動的なスキーがしたい！と心から思います。 

        スキーヤーとしての実績は諸先輩方には恥ずかしいばかりですが、こ

んな私でも少しでも力になれると思い、役員を受けさせていただきま

した。諸先輩方の熱～い気持ちも受け継ぎ、これから会員なるだろう

方達とその気持ちや夢を共有できたらと思います。 

 

    【総務部】日
ひ

村
むら

 望
のぞみ

（玉越プロスキースクール） 

 

ＨＳＩＡ会員の皆様こんにちは。 

この度、北海道支部の役員を勤めることになりました、玉越プロスキ

ースクールの日村望です。私は、今まで北海道支部の活動に深く関わ

ることが、多くありませんでした。 

そんな未熟な私ですが、今回このような機会を頂きましたので、旧役

員・現役員の方々のご指導のもと、北海道支部の更なる活性化に少し

でも役立てるよう努力して参ります。初めての事ばかりで、ご迷惑を

お掛けするかもしれませんが、よろしくおねがい致します。 

 

以上８名の役員で頑張ります。 

今シーズンも、よろしくお願い申し上げます 
 



■第３０期ＨＳＩＡの構成スクールのご紹介           
 

■旭川ＮＥスキースクール 校長／鈴木岳人（カムイスキーリンクス） 

■マウントレースイスキー＆スノーボードスキースクール 校長／前川信堅 

■北広島スキースクール２１ 校長／川野徳廣（ダイナスティスキーリゾート） 

■マミ・スキースクール 校長／川上真美（札幌藻岩山） 

■玉越プロスキースクール 校長／玉越修（札幌藻岩山） 

■ＣＬＩＦＦ ＰＲＯ ＳＫＩ ＳＣＨＯＯｌ 校長／繁野尚弘（さっぽろばんけい） 

■三浦雄一郎＆スノードルフィンスキースクール 校長／佐藤一臣（サッポロテイネ） 

■ＷＩＮＫＥＬスノースクール 校長／米花正浩（朝里川温泉スキー場） 

■ＮＯＢＢＹ’Ｓスキースクール 校長／田川昇（スノークルーズ・オーンズ） 

■テングヤマ・スノースクール 校長／鈴木允智（小樽天狗山） 

■ピュア―スキースクール 校長／菊地猛（小樽天狗山） 

■ＳＡＷＡウィンタースポーツアカデミー 校長／澤健治（中山峠） 

■アニーキッズスキーアカデミー 校長／塚本新治（キロロスノーワールド） 

■ニセコアンヌプリスキースクール 校長／宮田隆史 

■チセヌプリプロスキースクール 校長／江川信以           全１５校です 

 

 

■インストラクターズセミナー他、行事のご案内             
 

≪支部主催セミナー≫ 詳細別紙。支部ホームページでも確認できます。 

※お申し込みはＳＩＡ北海道支部へお願いします。 

2013年３月４日５日  HSIA 強化セミナー（テイネ／レースイ）担当：佐藤一臣／久慈修 

３月 ８日    救急法講習会（テングヤマ） 

３月 ８日～10日 ステージⅠ検定会（テングヤマ）担当：鈴木允智 

   ６月 30日    救急法講習会（夕張文化スポーツセンター） 

   ６月 30日    スキー教師のためのボディケアセミナー 担当：森脇俊文さん 

 

≪本部主催セミナー≫ 詳細は本部ＨＰ http://www.sia-japan.or.jp をご確認下さい。 

※お申し込みはＳＩＡ本部事務局までお願いします 

2012年 12月 16日 高本稔デモセミナー『ＳＩＡテーマ伝達』（テイネハイランド） 

2013年 １月下旬 湯下大地デモセミナー『レーシングセミナー』（かもい岳） 

    ２月 ４日 古谷正臣デモセミナー『不整地セミナー』（札幌藻岩山） 

    ２月 18日 前田祐美子デモセミナー『フリースキー上達』（札幌藻岩山） 

    ２月 25日 若森久明デモセミナー『低速から見直そう』（札幌藻岩山） 

    ２月 26日 久慈修デモセミナー『ｼｮｰﾄﾀｰﾝの為の SL ﾎﾟｰﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ』（レースイ） 

    ３月 ３日 鈴木允智デモセミナー『低速技術の強化』（テングヤマ） 

    ３月 ８日 若森久明デモセミナー『レッスンでの表現方法』（アンヌプリ） 

 

今シーズンは北海道より８名のデモが認定されておりセミナーも盛りだくさんです。この

チャンスに会員の皆様のスキルアップを、是非、図ってください。 

尚、谷藤昌司デモは西日本の（ユートピアサイオト）においてデモセミナーを開催されま

すので、ＨＳＩＡニュースからは割愛させていただきました。 

 

≪ＳＩＡフェスティバル≫ 

今シーズンは安比高原スキー場にて２０１３年４月２日～１４日の日程で行われます。 

教師選手権、デモンストレーター選考会、各種検定会に向けて、今シーズン有意義にお過

ごしください。 

http://www.sia-japan.or.jp/


■ISIA 世界スキー教師選手権に向けて              

ＳＩＡデモンストレーター高本稔 
（三浦雄一郎＆スノードルフィンスキースクール札幌） 

 

来年度ブルガリアで開催される、世界スキー教師選手権大会へ派遣

されることになりました。ＳＩＡデモンストレーターに認定されるよ

うになり６期目ですが、初めての代表選手です。今からとても楽しみ

な気持ちでいっぱいです。 

北海道にはたくさんの世界選手権へ参加された先輩デモの方々がお

ります。先輩デモの皆さんの活躍に少しでも近づけるように、北海道の代表として、日本

の代表として精一杯滑ってきたいと思います。また、様々な国々のスキー教師の方と交流

を持ち今後の教師活動に役立てたいと思います。 

大会期間中の事など、大会終了後に皆さんへお伝えしたいと思います。 

応援よろしくお願いいたします！！！ 

 

２０１３年１月２６日～３０日 ブルガリアのパンポローボで開催されます 

高本デモ！頑張ってください！！ 
 

 

■ＷＥＢ会員登録はお済ですか？                
 

 ＳＩＡ北海道支部では、セミナーの案内及びニュースを支部会員にメールでご案内して

います。ご登録いただいた会員の方には、いち早くニュースや情報の配信を致します。 

メールを積極的に活用したスムースな支部運営にご協力お願いします。  

 

★ＷＥＢ会員登録の方法 

ＷＥＢ会員登録専用メールアドレス ≫≫ hsia.web@gmail.com に 

ＷＥＢ会員登録希望と明記し、メールを送信してください。  

 

※必要事項 ①氏名（ふりがな）②所属スクール 

 ③ＳＩＡ会員番号 ④登録希望メールアドレス 

 
ご注意！！ 

  ●パソコンメールの場合 

  登録頂いたアドレスに、ＰＤＦ形式のＨＳＩＡニュースやセミナー要項を添付して配信します。 

 ●携帯アドレスの場合 

  登録頂いたアドレスに、ＨＳＩＡニュースが発行されたことやセミナー案内をお知らせします。 

  ＨＳＩＡニュース配信はＰＤＦ形式のため、携帯アドレスでは受信できない場合がありますの

でご了承願います。 

  また、携帯アドレスの場合は着信拒否にならないように、受信設定で上記アドレスを受信可能

に設定してください。（hsia.web@gmail.com） 

 

 

■ＨＳＩＡニュース郵送希望の方へ               
 

 ＨＳＩＡニュースの内容はホームページでもご確認いただけますが、本紙面必要な場合

は、住所・氏名を記載した返信用封筒に９０円切手を貼付の上、事務局へお送りください。 

 

mailto:hsia.web@gmail.com
mailto:hsia.web@gmail.com


■ＨＳＩＡホームページ                    
 

少しでも会員の皆様に有益な情報を！ 

と思っておりますが、少ない人数・時間・予算の中で、 

まだまだ果てせていないところもあるかもしれません。 

これからも充実させるべく役員一同頑張っていきます。 

 

http://hsia.yukigesho.com/ 
 

 

■ＨＳＩＡ求人情報のご案内                  
 

≪スクールスタッフ手配ご担当者様≫ 

 

 支部のホームページには、求人情報も掲載しています。スクール運営のために是非ご活

用ください。 

 以下の内容を明記の上、求人情報掲載希望と題して hsia@hotmail.co.jpへ送信して下さ

い。 

 

 内容：スクール名・スキー場名・スキー教師募集条件・スノーボード教師募集条件・募

集期間・問合せ先（電話、メール）・担当者氏名 

 

≪無所属会員の皆さん≫ 

 

 シーズン中公認校に於いてレッスン活動ができる日はありませんか？長期・短期を問わ

ず日程が合えば協力をお願いします。ホームページに募集情報が掲載されていますので、

是非ご利用ください。お問い合わせは各スクールにお願いします。 
※教師活動ができるのは、インストラクターズセミナーの参加義務を果たしていることが必須です。 

 

 

■支部会費納入について                    

 

 支部会費は各学校長が公認学校申請時の人数分をまとめて納入することとなっておりま

す。公認校に所属していない会員の方は各自納入をお願いします。 

尚、振り込み期日は２０１２年１２月１５日です。 

活力ある安定した支部運営にご協力お願いいたします。 

 

 

■ＳＩＡ北海道支部連絡先                   
 

お問い合わせ、ご意見、ご要望は下記までお願いいたします。 

 

ＳＩＡ北海道支部事務局  住 所：〒047-0261 小樽市銭函 2-26-401 佐藤方 

             ＴＥＬ：090-9758-2474 

ＦＡＸ：0134-61-3520 

E-mail: hsia@hotmail.co.jp 

 
次回のニュース発行は２０１３年６月を予定しております。 

mailto:hsia@hotmail.co.jp
mailto:hsia@hotmail.co.jp

