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■支部会員の皆様へ                支部長 佐藤 一臣  
 

緑深い季節となり夏本番となりましたがが、SIA 北海道支部所属

会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか？ 今季のスノーシーズン

は、雪不足に悩まされた方もいるのではないかと推察いたします。

近年の不安定な天候は、地球環境の変化を感じられずにいられませ

ん。 

地球環境を守り、「日本の四季」の素晴らしさを、後世へ伝えて

ゆく努力が、現代を生きる我々に求められていますね。 

 さて、昨年の「本部支部の会計の一本化」に関連して、昨年 11

月の支部総会で、支部の会計年度の変更が承認され、5 月 1 日から

4 月 30 日が新しい会計年度となりました。これに伴い、北海道支

部第 33 期は、昨年 10 月 1 日から 4 月 30 日までの短期となり、6 月 27 日（月）に支部総会が開催され、

様々な報告がされました。本部からの指示で、今回からの支部総会では、「支部としての意思の決定」（事

業報告・決算・事業計画・予算など）をする場となります。 最終的には、11 月に行われる、本部総会

で承認されなければなりません。ご理解いただけますようお願い致します。 

今期の事業計画は、雪の降る前のセミナーやシーズン中のセミナーの開催回数を増やして、単位取得

のため、情報交換のため、技術向上のため、指導法研鑚のため、知識向上のため、より多くの支部会員

の皆様に参加していただきたいと考えています。 

皆様、よろしくお願いします。 

 

 

■第 33期(2)及び第 34期(1) ＳＩＡ北海道支部通常総会             
 

2016年 6月 27日、ＳＩＡ北海道支部総会が札幌エルプラザにて開催されました。 

支部会員数 200名中、当日の出席者は 22名、委任状による出席者 96名の合計 118名で、2分の 1以

上の出席があり総会が成立したことをご報告いたします。 

 議長には高本稔さん(三浦雄一郎＆スノードルフィンスキースクール札幌)が選任され、以下の審議が

行われ、承認されました。 
 

議案審議 (1)33期事業報告 (2)33期決算報告 

報告事項 (1)支部管理金の会計報告 (2)34期事業計画 (3)34期予算計画 

フリートーク ・ＳＩＡ本部の動向報告（宮田理事、久慈理事、川野監事より） 

       ・支部賛助会員 保険マート様より「命の値段」について 

 
 

総会終了後は 22名の参加で懇親会が開かれ、情報交換を行ったり、親睦を深めたりと、有意義な時間

を過ごすことができました。 
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■インストラクターズセミナー、検定会、行事のご案内           
 

≪北海道支部主催行事について≫ 
 

●申し込み方法について             

支部主催セミナーは、申込書に必要事項を記入の上、ＳＩＡ北海道支部へＦＡＸもしくはメールでお申

し込みください。ＦＡＸ用申込書は HSIAホームページよりダウンロードしてご利用ください。 

 

★ＦＡＸの場合／別紙申込書に必要事項を記入の上、ＳＩＡ北海道支部(0134-61-3520)へＦＡＸ 

 ★メールの場合／参加希望行事と必要事項（①氏名、②生年月日、③所属スクール、④会員資格、 

⑤住所、⑥本人連絡先、⑦事故等の緊急時連絡先、⑧連絡用メールアドレス） 

を明記の上、ＳＩＡ北海道支部 hsia@hotmail.co.jp へメール 

 

●精算方法について               

お申込みと同時に、参加費の銀行振り込みをお願いしております。 

なお、支部会計方法の変更に伴い、振込先が昨年より変更になっておりますので、ご注意ください。 
 

 

ゆうちょ銀行 

名義 シヤ）ニホンショクギョウスキーキョウシキョウカイ 

ゆうちょ銀行から 他金融機関から 

記号 １０１９０ 店名 〇一八（ゼロイチハチ） 

番号 ７２３１１２０１ 店番 ０１８ 

  
 

普通口座 ７２３１１２０ 

注意！複数行事の参加費、または、複数人分の参加費を一括して振り込む場合は 

① 振り込み名義人名 

② 複数行事の場合はその行事名すべて 

③ 複数人分の場合は参加者全員の名前  以上を事務局に連絡してください。 

 
●レイトフィーについて             

締め切り日までに入金記録が確認できない場合は、一律 1,000円のレイトフィーを加算した参加費を現

地で徴収させていただくことになりました。 

特に週末、営業時間外のお振り込みは、入金記録反映までに日数を要しますので、ご注意ください。 

入金記録が確認されるまでは、ご参加の受け付けは完了していません。 

 

 

１６－１７年シーズン突入前の夏期セミナーについて 
 

日時：平成２８年９月２２日（日曜日）8:45 集合 9:00～4時間（2 単位）         
 

Ａ）森脇俊文コンディショニングセミナー（セミナー番号 ３４－Ｓ１ ） 
 

    場 所／夕張文化スポーツセンター（夕張市若菜２番地 Tel 0123-56-6046） 

    必需品／体育館シューズ、タオル、筆記用具 

    担 当／森脇俊文先生 
1975年札幌生まれ 

北海道スノースポーツミーティング実行委員会委員長 

ばんけいスキー場研修チーフ 

健康運動指導士 

JCCA（日本コアコンディショニング協会）アドバンスド講師 

SAJ（全日本スキー連盟）スキー準指導員 

札幌市ウィンタースポーツ推進協議会員 

 

Ｂ）救急法講習会（セミナー番号 ３４－Ｓ２ ） 
場 所／夕張消防本部（夕張市清水沢宮前町 20番地 Tel 0123-53-4121） 

 

Ａ)Ｂ)共通 参加費：３，０００円（北海道支部所属者、２単位登録料含む） 

          ５，０００円（他支部所属者・準会員・一般、２単位登録料含む） 

※申し込み期日を過ぎると＋1000円かかります。 
 

振込人名の前にセミナー番号を入れてご送金ください 
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日時：平成２８年９月２２日（日曜日）13:00 頃開始予定                
 

夕張のセミナー終了後は、毎年恒例の・・・ 

懇親会（ＢＢＱ＆パークゴルフ）^^（セミナー番号 ３４－Ｓ３ ） 
 

    開 始／セミナー終了後 13:00開始予定 

    場 所／夕張虹ヶ丘パークゴルフ場（夕張市日吉４番地 Tel 0123-56-5454） 

    参加費／１，０００円（北海道支部所属のセミナー参加者５００円） 

         ※アルコールは用意しておりません 

         ※パークゴルフ、プレー代・クラブレンタル料は各自負担です 
 

昨年までの様子はＳＩＡ北海道支部ブログでご紹介しています 

http://hsiahokkaido.blog15.fc2.com/blog-category-19.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成２８年１１月１３日（日曜日）9:30集合 9:45開始 14:45解散（2単位）   
 

『初心者指導の英語セミナー』（セミナー番号 ３４－Ｓ４ ） 
昨シーズン大好評だったセミナーを今年も開催 
増加の一途をたどる海外からのお客様。同じように安全に楽しくスキーを楽しんでほしいですね 
     

会 場／札幌市北区民センター（予定）（札幌市北区北 25条西 6丁目 1-1 TEL011-757-3511） 

※会場が変更になった場合はホームページにて発表します。 

    講 師／三輪 紅 
ＳＡＷＡウィンタースポーツアカデミー所属 

ＳＩＡステージⅢ、ＩＳＩＡカード、障がい者スポーツ指導員 

Outward Bound Anakiwa New Zealand Classicコース修了 

The National Sports Center for the Disabled (NSCD) 研修参加 

International Congress on Adapted Snow sports 参加 

SIAフェスティバル 2009 in 安比高原 フィンランドチーム通訳 

参加費／３，０００円（北海道支部所属者、２単位登録料含む） 

        ５，０００円（他支部所属者・準会員・一般、２単位登録料含む） 
※申し込み期日を過ぎると＋1000円かかります。 

 

 

日時：平成２８年１１月２３日（水曜日）15:00 集合 15:30 開始 19:30解散（2 単位）  
 

『中垣征一郎トレーニングセミナー』（セミナー番号 ３４－Ｓ５ ） 

ダルビッシュ投手のトレーナーも務めた中垣先生の待望のセミナー 
（※球団の諸事情により中止になる場合があります。） 

     

会場（集合）／日本ハムファイターズ屋内練習場（札幌市東区北 5条東 8-2） 

    講 師／中垣 征一郎 
スポーツマッサージ療院勤務、伊勢丹ラグビー部のトレーニングコーチ、 

ユタ大学大学院へ運動学留学を経て 

2004年 北海道日本ハムファイターズのチーフトレーナー 

2012年 ダルビッシュ有の専属トレーナーとして渡米 

2013年 トレーニングコーチとして北海道日本ハムファイターズに復帰 

参加費／３，０００円（北海道支部所属者、２単位登録料含む） 

        ５，０００円（他支部所属者・準会員・一般、２単位登録料含む） 
※申し込み期日を過ぎると＋1000円かかります。 
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１６－１７年シーズン突入後の雪上セミナーについて 
 

詳細は別紙北海道支部行事のご案内をご確認ください。 

また、変更になる場合もございますので、随時ホームページ等でのご案内を確認してください 
 

 

 

■第 38期北海道支部所属ＳＩＡデモンストレーターご紹介                
 

2016年 4月 4日～6日まで夕張マウントレースイで行われたデモンストレーター選考会において、 

ＳＩＡ第 38期（任期 2016年 10 月 1日～2017年 9月 30日）のデモンストレーターが選ばれました。 

北海道からは ４人が選出されています。 
 

 アルペンスキー              
 

写真左から 

・古谷 正臣（ふるや まさかず）さん 

（札幌ＮＥスキースクール）認定１５回目 

・高本 稔（たかもと みのる）さん 

（三浦雄一郎＆スノードルフィン）認定１０回目 

・鈴木 允智（すずき まさとも）さん 

（天狗山スノースクール）認定５回目 

 

 テレマークスキー             
 

・横田 英二（よこた えいじ）さん 

（札幌ＮＥスキースクール）認定２回目 

 

 

★また、アルペン女子デモンストレーターの 福田 咲（ふくだ さき）さんがＴＳＯスキーアカデミー

に移籍されました。次回発行ののニュースでご紹介したいと思います。 

 

日程 行事名（支部主催）2016年～2017年 会場 ★締切★ 

12 月 11日(日) 『テーマ伝達セミナー』 担当：福田 咲 中山峠 12月 5日 

12 月 14日(水) 
テーマ伝達は平日も開催 

『テーマ伝達セミナー』 担当：高本 稔 

テイネ 

ハイランド 
12月 6日 

2月 20日(月) 
『北海道イントラミーティング』 

担当：SB神永慎二、TM横田英二、AP福田咲 

マウント 

レースイ 
2月 13日 

2月 27日(月) 『ポールセミナー』 担当：久慈修 
マウント 

レースイ 
2月 20日 

2月 27日(月) 

2月 28日(火) 

『アルペン強化セミナー』 担当：久慈修 
 ※2/27はポールセミナーへジョイント参加 

マウント 

レースイ 
2月 20日 

3月 6日(月) 『テレマーク強化セミナー』 担当：佐藤一臣 
テイネ 

ハイランド 
2月 27日 

3月 7日(火) 

～9日(木) 

『スノーボード ステージⅠ検定会 パート 1・2・3』 

担当：出口超・神永慎二 

マウント 

レースイ 
2月 23日 

3月 8日(水) 

～10日(金) 

『テレマーク ステージⅠ検定会 パート 1・2・3』 

担当：横田英二・佐藤一臣 
小樽天狗山 2月 23日 

3月 10日(金) 

～12日(日) 

『アルペン ステージⅠ検定会 パート 1・2・3』 

担当：鈴木允智、他 
小樽天狗山 2月 23日 

3月 10日(金) 

 ～12日(日) 

『アルペン ステージⅡ検定会 パート 1・2・3』 
担当：未定 

小樽天狗山 2月 23日 
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■新規入会者紹介                            
 

2016年 3月 11日～13日に小樽天狗山で開催されました支部主催ステージⅠ入会検定において、8名が

仲間入りしました。合格おめでとうございます！ 
 

ステージⅠに合格された方々 

★前田敦子（テングヤマ・スノースクール） 

★高橋 萌（北広島スキースクール２１） 

★桑原春奈（ＩＰＳＳカムイスキーリンクスプロスキースクール） 

★上遠野なほ（マミ・スキースクール） 

★山本晃匡（マミ・スキースクール） 

★西 彩花（ＷＩＮＫＥＬスノースクール） 

★杉本聡子（マミ・スキースクール） 

★折戸郁男（マウントレースイスキー＆スノーボードスクール） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規入会者を代表して見事トップ合格された上遠野なほさんより一言頂きました。 

 

 上遠野 なほ（かとうの なほ）さん（ マミ・スキースクール）                              

 

  

今春のステージ 1を受験し新しく SIA会員の仲間入りをさせ

ていただきました、マミ・スキースクールの上遠野 なほと申

します。 

今回、私がステージ 1を受験したのは「もっと先生として成

長したい」という思いからでした。実際にステージ 1に挑戦し

て、練習や講習では見せる滑りの大切さはもちろん、指導をす

るうえでの細かな配慮やコース取り、どうやって楽しんでもら

うかなど、たくさんのことを学びました。ステージ 1を受ける

前と比べて、レッスンでもっと色々な事を想定したり、色々な

アプローチから組み立てられるようになったのではと思います。

今は来シーズン以降、この経験を早く活かしてレッスンをして

みたいという気持ちでいっぱいです。 

私はスキーが大の大好きですが、これは今のスクールで小さなときにスキーを楽しく教えてもらった

おかげです。どんなインストラクターになりたいかを考えた時、真っ先に思い浮かぶのは、こどもたち

が「スキーって楽しい！もっとやりたい、頑張りたい！」と思えるようなインストラクターになりたい

ということです。そのために、こどもたちの立場に立って一人ひとりをよく見てそれぞれに合った指導

ができるようになりたいです。もちろん、このコーチみたいに滑れるようになりたいと思ってもらえる

ような滑りができるよう、自分の技術もまだまだ磨いていきたいです。 

 最後になりますが、今回お世話になったすべての方々にお礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

今後の皆さんのご活躍を期待しています！！ 
 

 

 

検定会の様子 
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■支部会費納入について                         
 

今期（第 34期 2016年 5月 1日～2017年 4月 30日）の支部会費納入をお願い致します。 
 

１１月末日までの期日を予定しております。 

 改めて、各学校長宛にご案内いたしますので、ご協力お願い致します。 
 

尚、支部会費は、ＳＩＡ公認申請時の登録名簿を元に、北海道支部より各学校長宛にご請求しておりま

す。各学校長よりまとめてご入金をお願い致します。 

また、無所属の会員の方は各自納入お願い致します。 
 

注意！会費未納の場合、支部行事に参加できませんので、予めご了承ください。 
 

活力ある安定した支部運営にご協力お願いいたします。 

 

後日送付される請求書をご確認ください。 

（33期より口座が新しくなっておりますのでご注意ください） 

ゆうちょ銀行 

名義 シヤ）ニホンショクギョウスキーキョウシキョウカイ 

ゆうちょ銀行から 他金融機関から 

記号 １０１９０ 店名 〇一八（ゼロイチハチ） 

番号 ７２３１１２０１ 店番 ０１８ 

 

 

■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ズ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 
 

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９２円切手を貼付の上、事務局へお送りください。 
 

 

■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/ 
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■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。 

 
 

■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 

 

 

本部支部の会計一本化にともない、本部報告を踏まえた支部会計業務が煩雑になっております。 

３４期より会計担当を２名にして対応していきます。 

 

ＳＩＡ北海道支部役員（任期：33期～35期）2018年 4月 30日まで） 

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） 

総務部長(副支部長兼任) 藤井
ふ じ い

 洋
ひろし

（ＷＩＮＫＥＬスノースクール） 

教育普及部部長 久慈
く じ

 修
おさむ

（ＴＳＯ ＳＫＩ ＡＣＡＤＥＭＹ） 

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） 

総務部(会計) 前川
まえかわ

 信
のぶ

堅
たか

（マウントレースイスキー＆スノーボードスクール） 

総務部(会計) 日
ひ

村
むら

 望
のぞみ

（玉越プロスキースクール） 

会計監査 三輪
み わ

 紅
くれない

（ＳＡＷＡウィンタースポーツアカデミー） 
 

次回のニュース発行は２０１６年１１月を予定しております。 
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