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■支部会員の皆様へ             支部長 佐藤 一臣  
 

シーズン中は、爆弾低気圧襲来で、大荒れの天気が多かった割には、

降雪が少なめで、例年より早く春を迎えましたが、北海道支部会員の皆

様も、もうすっかり、グリーンシーズンへスイッチした方も、多いので

はと、推察いたします。 

私も、スイッチ完了し、次スノーシーズンを楽しく過ごせるよう、ト

レーニングを開始するとともに、近年、スキー場への来場が目立つ外国

人旅行者に対応できるよう、ほぼ忘れた英会話の記憶を掘り起こすこと

にも取り組んでいきたいと考えています。 

さて今期は、北海道支部役員の改選期となります。9月末日で現役員

の任期が終わり、10月 1日から 3年間の役員を決めなければなりません。

基本的には、役員選考委員会を立ち上げて、新役員を決めてもらう予定

ですが、200名程になった支部の運営に積極的に関わってもらえる方、是非、手を挙げて下さい。 

また、6月 28日に恒例となった、ＢＢＱ＆パークゴルフ懇親会が夕張で開催されます。年に一度の懇

親会です。私は今年も、優勝目指して頑張ろうと思います。（なかなか優勝できませんが…） 

お時間の都合がつく方は、ドライブがてら楽しみに来ませんか。 

 

 

■インストラクターズセミナーと懇親会のご案内           
 

≪第 32期支部主催セミナーの参加費について≫ 
●教育協力金に関して                                       

今期より支部主催セミナーの参加者は、単位登録のための教育協力金 1,000円を本部に納付することになり

ました。支部会員の支部セミナー参加費は 3,000円だったものが、今期から 4,000円になります。 

昨期は支部会員の参加費のうち 1,000 円を支部が助成していましたが、今期は支部会員は教育協力金を支部

が助成します。つまり、２単位の場合、会員の参加費は 3,000円となります。 
 

●申し込み方法について                                       

支部主催セミナーは、ＳＩＡ北海道支部へお申し込みください。 

申込書は各学校に確認していただくか、ＨＳＩＡホームページよりダウンロードしてご利用ください。 

第 32期セミナー申込書 http://hsia.yukigesho.com/32ki%20seminer/32kiseminer.pdf 
 

●レイトフィーについて                                      

昨期より、参加費の銀行振り込みをお願いしておりますが、期日までに入金を確認できないケースが残念な

がら多くみられました。 

このため、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。 
 

今期の支部主催セミナーは、６月２８日で終了です 

単位取得をお考えの方、救急法の期限を迎える方は、是非、ご参加ください。 

申し込み期日６月１８日！詳細次ページ 
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日時：平成２７年６月２８日（日曜日）8:45集合 9:00～4時間（2 単位）    
 

Ａ）スキー教師のためのボディーケアセミナー（セミナー番号 ３２－Ｓ８） 
    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、ストレッチポール(お持ちの方) 

    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 ３２－Ｓ９） 
場 所／夕張消防本部（夕張市清水沢宮前町 20番地 Tel 0123-53-4121） 

 

 

 

 

 

セミナー終了後は、毎年恒例の・・・ 懇親会（ＢＢＱ＆パークゴルフ）^^ 
    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（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 

    ★今期新規加入者を BBQに参加無料ご招待します。 
 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜セミナー及び懇親会のお申し込み方法＞ 
 

★ＦＡＸの場合／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 
 

★振込先／ 北洋銀行 手稲中央支店 

普通口座４０２７２５０ 

       名義 ＳＩＡ北海道支部 支部長 佐藤一臣 
 

申込期日６月１８日までに振込をお願いいたします 
※当日のご精算は、一律＋１０００円となります。 

 

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。 

当日、現金で集金します。 

振込人名の前にセミナー番号を入れてご

送金ください 

※懇親会参加費は当日現金集金です 

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） 

※事前振込みの金額です。当日清算は＋1000円になります。 
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■第 37期北海道支部所属ＳＩＡデモンストレーターご紹介       
 

2015年 4月 4日～6日まで岩手県安比高原スキー場で行われたデモンストレーター選考会において、 

ＳＩＡ第 37期（任期 2015年 10月 1日～2016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 5人が選出されています。 
 

 アルペンスキー            
写真左から 

・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５回目 

・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１４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４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９回目 
 

アルペンスキーデモを代表して鈴木允智さんにコメントをいただきました。 
 

2007年に初認定を受け、8年が経ちました。ここに至ることが出来たのもスクール代表をはじめ、多

くの方々のおかげと深く感謝いたします。 

SIAに入会して間もなくセミナーに参加し、低速種目を学ぼうと「久慈セミナー」に参加させて頂きま

した。プルークボーゲンの練習になると一転、「そんなのデモがするボーゲンじゃない！！」と怒ら

れ・・・。まだデモじゃないのですが・・・。その後は若森さん、古谷さんのセミナーを受けデモンス

トレーターを目指しておりました。期待を頂きながらのご指導であったと、とても感謝しております。 

初認定後の大会でも、滑走中にスキーが外れたり、人生初の大怪我「靭帯断裂」、大会中止と様々なこ

とがありましたが、応援して頂けるお客様にも支えられ第 37期のデモ認定を受けることが出来ました。

これからは自己の技術向上はもちろんのこと、北海道から若きデモンストレーターが誕生するよう努力

していきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願い致します。 

 

 テレマークスキー                   

 

来期よりＳＩＡとして初の認定となるテレマークスキーデモンストレーター

に横田英二さんが選出されましたので、コメントをいただきました 
 

・横田 英二（よこた えいじ）さん 

（札幌ＮＥスキースクール）初認定 
 

こんにちは。この度、第 37期ＳＩＡテレマークスキーデモンストレーター

の認定を受けました横田英二です。 

2年前にイグザミナーに認定されてから、これといった出番もなく過ごし

ておりましたところ、第 1回テレマークスキーデモンストレーター選考会開

催を知り、色々悩みましたが、現状を打破し活動の幅を広げる為、そして自

分が、料理人から転身しインストラクターを目指した時の憧れであったデモ

になるラストチャンスと思い、出場を決めました。 

デモ選当日は、日頃の練習不足の為不安もあり、納得いく滑りが出来ず、ミスもありましたが、なん

とか認定を受けることが出来ました。おそらく、最年長で初認定ということになりますが、それが、同

世代の方々の良い刺激となり、そして、若いインストラクターの人たちの発奮材料になればいいなと思

います。 

ＳIＡのテレマ－クスキーは、まだまだ知名度も低く、秘密結社のようではありますが、自分たちの

活動を通して、少しでも活気づけていければと思います。そしてこれからも、見ている人に楽しさを伝

えられるような滑りを目指し、ＳIＡのデモの名に恥じないような表現力と、指導力を身に付けて行き

たいと思いますので宜しくお願いします。最後に今までお世話になりました方々にお礼を申し上げ、挨

拶とさせていただきます。ありがとうございました。 
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■新規入会者紹介                         
 

2015年 3月 6日～8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、9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 

★本田 靖英さん （札幌ＮＥ） 

★河村 健太郎さん（札幌ＮＥ） 

★大磯 伊織さん （三浦雄一郎＆スノードルフィン） 

★坪谷 優作さん （三浦雄一郎＆スノードルフィン） 

★吉原 祥太さん （三浦雄一郎＆スノードルフィン） 

★宮下 喜夫さん （三浦雄一郎＆スノードルフィン） 

★中根 俊治さん （玉越プロ） 

★谷中 芳江さん （玉越プロ） 

★佐藤 高志さん （ＷＩＮＫＥＬ） 

 

新規入会者を代表して見事トップ合格された坪谷優作さんより一言頂きました。 
 

坪谷 優作さん（三浦雄一郎＆スノードルフィンスキースクール札幌）               
 

私がスキーのインストラクターを目指そうと思った一番の理由は、ス

キーの面白さを様々な人に伝えたいと思ったことです。小さい頃親にス

キーに連れて行ってもらい、様々な楽しい経験をしたことがきっかけで

した。 

これまでは自分が楽しむという意味でのスキーでしたが、インストラ

クターとなった今は、それにプラスして指導者としての自覚も持ち合わ

せなければならいと考えています。スクールでの研修やステージⅠの合

宿では、インストラクターとしてあるべき姿を学ぶことができ、それと

同時に自分に何が足りないかを確認することができました。 

また、スクールに在籍した昨シーズンで、スキーが好きだということ

を実感することができました。自分が所属するスクールには、スキーヤ

ーとしてもインストラクターとしても経験豊富な方々がたくさん在籍

しているので、自分の今のステージⅠに合格したという立場に甘んじる

ことなく指導者として日々成長し、また、自分自身もスキーを楽しむことで、様々な人にスキーの楽し

さを伝えられるようになりたいと思います。 

 

今後の皆さんのご活躍を期待しています！！ 
 

 

■第３７期ＳＩＡフェスティバルのご案内              
 

2016 年 4月のＳＩＡフェスティバルが 

夕張マウントレースイスキー場に決定しました！ 
 

アルペンスキー、スノーボード、テレマークスキーのステージⅢ検定会が行われます。このチャンスを

逃さず、是非、ご参加いただき、ステップアップしてください。 

また、第 38期（2016年 10月～2017年 9月任期）のアルペンスキー、スノーボード、テレマークスキ

ーのデモンストレーターを決める選考会が開催されます。こちらも実力を試したい若手の方に、是非ご

参加いただきたいと思います。 

裏方も含め、多数の方の力を合わせての開催となります。 

北海道で開かれるフェスティバル、皆さんの参加で盛り上げていきましょう。 

 

検定会の様子 
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■ご結婚のご報告                         
 

ＳＩＡ北海道支部の会員である 

天狗山スノースクールの鈴木允智さんと 

宮島更紗さんが、ご結婚されました。 

誠におめでとうございます。 
 

 鈴木允智さんから、皆様に 

ご報告いただいております。 

ありがとうございました 
 

末永くお幸せに^^ 
 

 

■支部役員改選について                      
 

支部役員が改選になります。第 33期（2015年 10月 1日～）から 3年の任期です。   
 

支部役員選考委員会に、以下の 3名が選出されましたので、お知らせいたします。 

・金子 忠央さん（三浦雄一郎＆スノードルフィンスキースクール） 

・山中 敦 さん（マウントレースイスキー&スノーボードスクール） 

・加島 幸憲さん（マミ・スキースクール） 
 

今後、役員選考委員より立候補者を募るお知らせを 6月上旬に各会員に郵送いたします。 

選挙は 7月に行う予定ですので、まだ、役員を経験したことのない方の積極的な立候補をお待ちしてお

ります。 

 

■第 32期(2)及び第 33期(1) ＳＩＡ北海道支部通常総会        
 

総会は１１月開催を予定しております。詳細は決まり次第ご案内いたします。 

支部総会のご案内及び総会資料は会員の皆様へ郵送いたします。 
 

尚、来期の事業計画等に関してのご提案のある方は、 

支部長宛に９月末日までにご連絡いただけますようお願い致します。 
 

支部総会後には懇親会も計画しております。情報交換や交流の

場として積極的にご参加いただきたいと思います。 

 

 

 
昨年の様子 

 

 

■第 33期 北海道支部会費納入について              
来期（第 33期 2015年 10月 1日～2016年 9月 30日）の支部会費納入をお願い致します。 
 

１０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。 
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私事ではございますが 

このたび 4月 16日に入籍いたしました 

ここに至ることができましたのも 

皆様のおかげと深く感謝いたします 

まだ未熟な私共ではございますが 

今後とも御指導のほど 

よろしくお願い申し上げます 
 

鈴木允智・更紗 



 

■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 
 

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。 

  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、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、 

まだまだ果たせていないところもあるかもしれませんが、 

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。 

 

■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 
 

ＳＩＡ北海道支部役員（任期：30期～32期）2015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 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

（ＴＳＯ ＳＫＩ ＡＣＡＤＥＭＹ） 

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 ＳＣＨＯＯＬ） 

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 藤井
ふ じ い

 洋
ひろし

（ＷＩＮＫＥＬスノースクール） 

     総務部 日
ひ

村
むら

 望
のぞみ

（玉越プロスキースクール） 
 

次回のニュース発行は２０１５年１１月を予定しております。 
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