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公益社団法人 日本プロスキー教師協会（ＳＩＡ） 北海道支部 

 
第 34 期（2016.5.1～2017.9.30） Vol.3 2017年 6月発行 

 

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

12 月から始まったスノーシーズンも、各スキー場の営業が

終わり、白かった山々が日々黒くなっていき、緑は深みを増

し、山菜が芽吹きだす季節となってまいりました。 

北海道支部会員の皆様には、いかがお過ごしでしょうか？ 

4 月上旬に志賀高原で行われたＳＩＡフェスティバルでの

「デモンストレーター選考会」には、北海道支部から 3 名の

アルペンデモンストレーターが選出されました。選出された

3 名には、今まで以上のご活躍を期待しています。 

しかし、北海道支部には以前アルペンだけで 8 名のデモンス

トレーターが在籍していたことがあることを考えると、ちょ

っぴり寂しく感じます。ここ数年、北海道支部会員のデモ選へのエントリー者は、ほぼ決まってい

て、若手のエントリーが望まれます。2018 年 4 月は安比高原で、2019 年 4 月は北海道（予定）で

フェスティバルが開催されますので、各校で参加者の養成していただき、「デモ王国」復権を目指

したいと考えています。 

支部としてもセミナーなどを開催して、後押しをしたいと考えています。一緒に頑張りましょう！ 

 さて、ＳＩＡが公益社団法人になってしばらく経ちましたが、平成 29 年１月 20 日付けで、「定

款」「定款施行細則」「規約規定」が皆さんお元へ送られてきたと思います。その中に「支部規定」

「支部運営規定」があり、全支部はその示す方向に進まなければなりません。大きな変更としては、

「総会」は本部総会のみとなります。「支部総会」が無くなり「支部全体会議」となり、「協議や審

議の場」から「報告の場」になります。つまり、支部の行事などは、支部役員で協議し決定して、

それを支部全体会議で支部会員にお知らせをして、本部総会で、審議・承認をして決定することに

なります。 

北海道支部では以前、本部が指定した期日に間に合うように、支部総会で承認された決算報告・行

事予定・予算提出ができるよう変更した会計期を、規定通りの「10 月１日から９月 30 日」に戻す

こと（支部 34 期を 9 月 30 日まで延長）を決めました。 

6 月末には、本部 39 期（支部 35 期）の行事計画や予算などの提出が求められています。 

セミナーなどの要望・希望などあれば、支部までお知らせください。 

皆様のご理解・ご協力をお願いします。 

 

 

■会期延長について                              
 

 前述の支部長挨拶でも触れましたが、SIA 北海道支部の第 34 期の会期を延長する事を決定しま

したので、ご報告いたします。 

 以前、本部指定の期日に、事業報告と決算報告、及び事業計画と予算計画を総会で審議するため

に、4 月 30 日までの会期としておりました。 

しかし、今回発表の平成２９年１月２０日発行のＳＩＡ支部運営規定により、支部での行事計画

や予算報告、及び決算報告は、あくまで本部総会において、審議され承認されるものとなりました。

今まで支部で行ってきた支部総会は無くなり、支部役員で決定した事業報告と決算案、行事計画と

予算計画を、報告するための全体会議となります。会期は本部規定と同じくするため、以下の通り

といたします。 

 

北海道支部第 34 期を 2017 年 9 月 30 日まで延長 

 北海道支部第 35 期（本部 39 期）以降の会期  10 月 1 日から翌 9 月 30 日 

 支部総会改め ⇒ 支部全体会議 11月初旬に開催予定（後日ご案内いたします） 
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■ISIA世界スキー教師選手権 参加者のご報告                      
 

4 月 27日～4月 29 日の 3日間、スイスのサムナウン(ＳＡＭＵＮＡＵＮ)でＩＳＩＡ世界スキー教師選手権

が行われました。北海道支部所属の参加者 2名からご報告いただきました。 

 

 久慈 修 ＳＩＡ理事(教育部) ＴＳＯスキーアカデミー校長     
 

ＩＳＩＡ加盟団体国の参加する世界スキー教師選手権がスイスのサムナウンで４月

２７日～２９日３日間で開催されました。内容はジャイアントスラローム、パラレル

スラローム、スキークロス、フォーメーションスキーです。同時にＩＳＩＡ総会も同

時進行で行われました。 

中でも競技のメインはＧＳとフォーメーションであり、ＧＳは地元スイス人が多く参

加し、男女で約１００名、フォーメーションチームもスイスナショナルが２チーム、

スクールチーム５チーム、他国チームが１１チームの計１８チーム終結しました。 

フォーメーションの結果は９位と惜しくも入賞には手が届きませんでしたが、過去

の大会出場演技と比較すると今回は大きな失敗がなく、まとまりのある飛躍した演技が披露できたと思

います。ＧＳに関してはやはりアルペン強豪国スイス、ドイツの他ロシア選手の活躍が一際目立ってい

ました。 

今回は主催国スイスの素晴らしいオガナイズでウエルカムパーティーから競技会、ミーティング、そ

してクロージングセレモニーパーティーまで素晴らしい運営を行って頂き、我々参加者にとっても忘れ

ることのないイベントになりました。 

 いつの日か日本でも主催することがあれば今回のように参加者に喜んで頂ける大会運営を心掛けて

実行できたらと思いながら現地を後にして来ました。 

 このような機会を与えて頂いたことに参加者代表として協会にお礼を申し上げると共に、現地で感じ

て、学んだことを多くの仲間たちにも伝えていき協会の発展に貢献したいと思います。有難うございま

した。 

 

 高本 稔 デモンストレーター 三浦雄一郎＆スノードルフィン札幌所属    

 

このような大変貴重な経験をさせていただいた事に感謝いたします。この経験を今後

の協会での活動にしっかりと繋げていきたいと思います。ありがとうございました。 

＜参加についての感想＞ 

2013年ブルガリア大会の出場時と同じ感想になる部分が多いですが、なにより他国の

スキー教師の滑りを直に感じることができる非常に貴重な機会であると思います。世

界基準でのデモンストレーターとしての滑りを再確認することが出来ました。世界で

通用するデモンストレーター・スキー教師としての技術レベルアップが何よりも重要

であると感じました。 

＜GSについて＞ 

参加選手の多くが普段からポールトレーニング・ポールレッスンを頻繁に行っているように感じました。

また、ある程度の年齢までしっかりとアルペンレースを経験してきたインストラクターがスキー教師と

して活動しており、日本の環境とは少し違いがあるように感じました。現状のオフィシャルブックより

もさらにポールトレーニングを多く取り入れた、レッスンカリキュラムの記載が今後のオフィシャルブ

ックには必要と感じました。 

＜フォーメーションについて＞ 

 前回大会よりは世界との実力差は少なくなったと感じました。大会へ向けた合宿での事前トレーニン

グが何よりも大きかったと思います。また、事前に採点基準が分かった事も大きかったと思います。デ

モチームとして世界に通用するフォーメーションを行うためには、切り替えのタイミング、ターンスピ

ード、重心の移動量・ターン弧のスペース、を高い次元で合わせていきフォーメーションの難易度を上

げていくことで世界との差を少なくする事が可能と思います。この為には各自の滑走レベルアップ、デ

モ合宿でのフォーメーショントレーニングが必要であると思います。SIAデモチームとして、基準とな

るフォーメーションをいくつか持つことも必要であると考えます。 

＜フリースキーでの各国との違い＞ 

 日本におけるスキー環境と、ヨーロッパの国々のスキーをする環境の違いが（山の大きさ、滑走距離、

バーン状況、お客さんのニーズ等）、日本の滑走スタイルに大きく影響していると思います。しかし、

スキー技術の本質を理解した上での、環境からくる滑走スタイルの違いはある程度仕方のない事だと思

います。日本国内において、スキー技術の本質を協会、デモ、教師がしっかりと一般スキーヤーへ発信

する事が重要であると考えます。 

 



 3 / 8 

 

■第 39期北海道支部所属ＳＩＡデモンストレーターご紹介                
 

2017年 4月 4日 5日と志賀高原スキー場で行われましたデモンストレーター選考会において、ＳＩＡ第

39 期（任期 2017年 10月 1日～2018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 ３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１６回目 

・谷藤 昌司（たにふじ まさし）さん 

（三浦雄一郎＆スノードルフィン）認定６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１１回目 
 

 

 

■新規入会者紹介                            
 

2017年 3月 10日～12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、４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 

★ 西岡 衣舞さん（クラブメッド北海道スキースクール） 

★ 桑原 薫さん （ＩＰＳＳカムイスキーリンクススキースクール） 

★  大平 健さん （マウントレースイスキー＆スノーボードスクール） 

★  岡本 寿子さん（マウントレースイスキー＆スノーボードスクール） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステージⅠ・ステージⅡ 

担当イグザミナー 
（鈴木允智さん、山中敦さん）と 

合格者の皆さん 

 

 

 

 

 

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                         
 

来期（第 35期 2017年 10月 1日～2018年 9月 30日）の支部会費納入についてお知らせします。 
 

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。 

（一昨年より支部口座が新しくなっております。34期より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 

 

 

■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、振込先が一昨年より変更になっております。また、協会名称変更に

伴い、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。 

 

振込人名の前にセミナー番号を入れてご送金ください 

mailto:hsia@hotmail.co.jp
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夏期セミナーについて 
 

日時：平成２９年７月２日（日曜日）8:45集合 9:00～4 時間（2単位）終了後懇親会あります         
 

Ａ）セルフマッサージとヨガでアライメント調整（セミナー番号３４－Ｓ１２） 

★前半はセルフマッサージと体幹トレーニング、後半はヨガでアライメントを整えましょう。 
 

   場 所／ホテルマウントレースイ２Fミーティングルーム（夕張市末広 2-4 Tel 0123-52-2211） 

   必需品／動きやすい服装、タオル、筆記用具、ストレッチポール 

       ※ストレッチポールのレンタルが必要な方は申込時のお申し出ください（無料） 

   担 当／ヨガインストラクター 井上 あや 

       小学校 6年生から 10年間ソフトボール選手としてインカレ・国体に出場 

       全日本スノーボード選手権 GS4位 
＜資格＞日本コアコンディショニング協会 

・ベーシックインストラクター 

・キッズコンディショニング 

・いろは体操（シニアコアコンディショニング） 

・ひめトレ（骨盤底筋トレーニング） 

中学校保健体育教員免許 

 

Ｂ）救急法講習会（セミナー番号３４－Ｓ１３） 
場 所／夕張消防本部 

（夕張市清水沢宮前町 20番地 Tel 0123-53-4121） 

  活動会員になるには必要な講習会 

  皆さん！この機会に是非ご参加下さい 
 

Ａ)Ｂ)共通 ★申込期日６月２２日 

      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２９年７月２日（日曜日）12:30集合 13:00 頃開始予定          
 

夕張のセミナー終了後は、懇親会（昼食付）（景品付きゲームも計画しています。） 

懇親会（セミナー番号 ３４－Ｓ１４）★申込期日６月２２日 
 

   開 始／セミナー終了後 13:00開始予定 

   場 所／ホテルマウントレースイロビー集合（夕張市末広 2-4 Tel 0123-52-2211） 

   参加費／１，０００円（当日現金で集金いたします） 

       ※アルコールは用意しておりません 

 

今年の昼食は・・・新生、夕張マウントレースイに登場の 

中国重慶火鍋専門店 リューイーソー 夕張店 
 

 

 

 

 

 

本格中華を楽しみながら、懇親を深めませんか？ 
 

 

                救急法、セミナー、懇親会を夏期に行える開催地を 

募集しております！ 

開始方法、予算等、支部事務局までご相談ください。 

 

来年の夏期懇親＆セミナーの 

開催地募集しています 



 6 / 8 

 

 

 

 
日時：平成２９年１１月１２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（スキー）』毎年好評のセミナーを今年も開催 
（セミナー番号３５－Ｓ１）★申込期日１１月７日 
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（みわくれない）（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２９年１１月２３日（木曜日）予定 15:00 集合 15:30開始 19:30 解散（2 単位）  
 

『白水直樹（北海道日本ハムファイターズ・コンディショニングトレーニング担当）による 

トレーニングセミナー』（セミナー番号３５－Ｓ２）★申込期日１１月１６日 

（※球団の諸事情により中止になる場合があります。） 
     

会 場／北海道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／白水 直樹（しろずなおき） 

     現）北海道日本ハムファイターズ コンディショニングトレーニング担当 

       ウィダートレーニングラボ アドバイザー 

       筑波大学 体育総合実験棟 アドバイザー 

     BOSTON Red Sox 岡島秀樹、TEXAS Rangers 田中賢介等のパーソナルトレーナーなども歴任  
    ＜資格＞ ＪＡＴＩ日本トレーニング指導者教会指導員 JATI-ATI 

         NSCA-CSCS (Certified and Conditioning Specialist) 

             按摩マッサージ指圧師免許、鍼師免許、灸師免許 

             筑波大学大学院 人間総合科学研究所 体育学修士 

ＳＡＪ全日本スキー連盟 1級 等々 

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。 

 

２０１７－２０１８年冬シーズンセミナー（予定） 
 

詳細は、次回秋発行の HSIAニュース、及びホームページにてご案内いたします。また、変更にな

る場合もございますので、ご了承ください。 

日程 行事名（支部主催） 会場 

12 月 10日(日) 『テーマ伝達セミナー』 担当：未定 中山峠 
12 月 13日(水) 『テーマ伝達セミナー』 担当：未定 テイネ 

2月 26日(月) 

『北海道イントラミーティング』担当：未定 

昨年好評！！午前中は雪上ミーティング、午後は意見交換会討論会を計画。 
内容：ポールセミナー（強化セミナーと共催）、バックカントリーセミナー、 

スノーボードセミナー、アルペンレベルアップセミナー、救急法 

※有志により、ホテルマウントレースイに前泊し、懇親を計画しております。 

レースイ 

2月 26日(月) 

3月 12日(月） 
『アルペン強化セミナー』 担当：久慈修・久慈直子 
※北海道イントラミーティングのポールセミナーと共催。 

レースイ 

3月 9日(金) 

～11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 
天狗山 

・来期セミナー（2017 年 10 月～2018 年 9 月）のセミナー計画は 

本部の承認を得て開催決定となります。 

２６日（日曜日） 
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■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/ 
 

 

■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。 

 
 

 

 

mailto:hsia.web@gmail.com
mailto:hsia.web@gmail.com
mailto:hsia@hotmail.co.jp
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■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 

 

 

平成２９年１月２０日発行のＳＩＡ支部運営規定にのっとり、支部役員の役職名が変更になりまし

た。 

 

 

ＳＩＡ北海道支部役員（任期：33期～35期）2018年 9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） 

副支部長 藤井
ふ じ い

 洋
ひろし

（ＷＩＮＫＥＬスノースクール） 

監事 三輪
み わ

 紅
くれない

（ＳＡＷＡウィンタースポーツアカデミー） 

会計担当 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） 

会計担当 日
ひ

村
むら

 望
のぞみ

（玉越プロスキースクール） 

委員 久慈
く じ

 修
おさむ

（ＴＳＯ ＳＫＩ ＡＣＡＤＥＭＹ） 

委員 鈴木
す ず き

 允
まさ

智
とも

（テングヤマ・スノースクール） 
 

次回のニュース発行は２０１７年１１月初旬を予定しております。 

 

mailto:hsia@hotmail.co.jp

