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■支部会員の皆様へ                支部長 佐藤 一臣 
 

例年より早めの初雪が降り、スクール運営の準備にお忙し

いことと推察いたします。 

SIA北海道支部の皆さま、いかがお過ごしでしょうか？ 

さて、今期は北海道支部所属校が２校増えて１９校となり

ました。 

北海道支部公認校の所属会員 185名（無所属会員を除く）

の内、単位不足や救急法未更新のため、「維持会員」とな

っている会員が全体の 31.4％に及んでいます。この中に

は、実際にレッスン活動をしている会員が含まれていると

考えています。 

これからスノーシーズンを迎えるにあたり、シーズンの早い時期に必要な単位を取得して、「プロイン

ストラクター」として、胸を張ってお客様を迎えることができるようにしてもらいたいです。 

皆さまにとって、2017シーズンが良いシーズンとなりますように！ 

 

■第 34期ＨＳＩＡの構成スクールのご紹介（2016-2017）         
 

■ＣＬＩＦＦ ＰＲＯ ＳＫＩ ＳＣＨＯＯＬ 校長／繁野 尚弘（さっぽろばんけいスキー場） 

■ＩＰＳＳカムイスキーリンクスプロスキースクール 校長／馬淵 雄一（カムイスキーリンクス） 

■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） 

■ＳＡＷＡウィンタースポーツアカデミー 校長／澤 健治（中山峠） 

■ＴＳＯ ＳＫＩ ＡＣＡＤＥＭＹ 校長／久慈 修（夕張マウントレースイ） 

■ＷＩＮＫＥＬスノースクール 校長／米花 正浩（朝里川温泉スキー場） 

■クラブメッド北海道スキースクール 校長／中瀬古 吉邦（十勝サホロリゾート） 

■テングヤマ・スノースクール 校長／鈴木 允智（小樽天狗山スキー場） 

■ニセコアンヌプリスキースクール 校長／宮田 隆史（ニセコアンヌプリ国際スキー場） 

■ニセコパウダープロスキースクール  校長／江川 信以（ニセコグランヒラフ） 

■ピュアスキースクール  校長／菊地 猛（小樽天狗山スキー場） 

■マウントレースイスキー＆スノーボードスクール 校長／前川信堅（夕張マウントレースイ） 

■マミ・スキースクール 校長／川上 真美（札幌藻岩山スキー場） 

■玉越プロスキースクール 校長／玉越 修（札幌藻岩山スキー場） 

■札幌ＮＥスキースクール 校長／前田 祐美子（札幌藻岩山スキー場） 

■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） 

■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） 
 

Ｎｅｗ■ＮＡＣ ＳＮＯＷ ＳＰＯＲＴＳ ＳＣＨＯＯＬ 校長／西部 あゆみ（ニセコグランヒラフ） 
 

Ｎｅｗ■クレヨンしんちゃんキッズスクール 校長／宮崎 哲（ルスツリゾート） 
 

全１９校です。今シーズンもよろしくお願いいたします。 

 

 
今シーズン（２０１７年）のＳＩＡフェスティバルは志賀高原で開催されます。 

日程は４月１日（土）～４月９日（日）を予定 

デモンストレーター選考会の他、各種検定会や講習会 

アメリカスキー教師協会の方々を招聘して技術講習会も行われます。 

詳しくはＳＩＡホームページをご確認下さい 
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■支部主催インストラクターズセミナー、検定会、行事のご案内           
 

●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、協会の名称変更に伴い、振込先の名義も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）ニホンプロ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。 
 

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 

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 

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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■デモンストレーター紹介                        
 

ＴＳＯ ＳＫＩ ＡＣＡＤＥＭＹ所属 福田 咲（ふくだ さき）さん 

アルペンスキーデモンストレーター認定７期目になる福田咲さんが北海道支部に在籍することになりました。 

１２月１１日開催の「テーマ伝達セミナー」もご担当いただきますので、ご紹介いたします。 
 

生まれも育ちも東京ですが、幼少期から父に連れられスキーをしていました。 

高校生の時にモーグルに出会い競技活動に専念しました。 

大学生の時にナショナルチームに選ばれましたが、すぐに前十字靭帯を断裂し、

その後も競技復帰に尽力しましたが実らず、古巣である野沢温泉の富井スキース

クールにインストラクターとして 8年間勤務しました。 

今年の春から地域おこし協力隊として夕張で生活しています。 

マウントレースイにたくさんのお客様を呼べるように活動しています。 

宜しくお願い致します。 

 

 

 

★■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。 
 

会費額は、北海道支部規約規定に記載されている通り 2,000 円ですが、SIA本部の会計一本化に伴

う北海道支部管理「繰越金」から、今期に関しても 1,000 円を補助することに、支部役員会で決定

致しました。 

後日送付される請求書をご確認ください。 

なお、協会の名称変更に伴い、振込先の名義も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）ニホンプロ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 

 

 

■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） 
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■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/ 
 

 

■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 

 

 

次回のニュース発行は２０１７年６月を予定しております。 
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