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〒245-0013　横浜市泉区中田東1-34-18-201
Email : boya＠boya-sports．com
担当：家住（イエズミ）090-8450-4292

ジャケット、パンツ、ウィンドブレーカー･･･
1着からサイズオーダー、カラーオーダーで
作れます     
　　　　自分だけのオリジナルカラーウェアーをご希望の方、
　　　　既製品のサイズにお困りの方に是非、お勧めします

ゴーグルが苦手な方のスノーヘルメット
日本人の頭にフィットするイタリア製
スノーヘルメット
　　　一度お為し下さい

毛糸のパンツもお薦めです

ウェブショップを開設しました！

boya-mart/yahoo-shoppig　　
で検索して下さい

製品や Farm　と仲間の
農家さんの商品をご覧いただけます
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●会　場　：長野県 /富士見パノラマリゾ－ト                       
  　　　　　  〒399-0211　　　長野県諏訪郡富士見 6666-703　　TEL 0266-62-5666                  
 ●日　程　：第１回目　平成２７年１月１７日（土）  第２回目  平成２７年３月７日（土）                     
 　　　　         スノ－ヴァ新横浜　6：00 集合→6：20 発→天理ビル　7：00 発→10：30 頃スキ－
　　　　　　 場着（到着後、昼食）   11：15～12：45 スク－ル　13：30～15：30
　　　　　　 スク－ル  16：00 バス乗車　 20：00 スノ－ヴァ新横浜解散                                                        
 ●レッスン：全日本スキー連盟公認スキ－指導員が、わかりやすく楽しく指導をします。    
 　　　　　    ＊怪我防止のため、ゴ－グルや帽子（ヘルメット）などを着用してください。     
 ●スタッフ：普段からジュニア教室で子ども達とふれあっている神奈川県スキ－指導員会スタッ
　　　　　　 フが引率します。
 ●レンタル：スキ－３点セット⇒小人 2,000 円　大人 3,100 円　ウェア上下⇒小人 2,000 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   大人 3,100 円 
 ●出　発　：スノ－ヴァ新横浜　と横浜天理ビル前                  
 ●参加費     ： 小人　12,000 円　　大人　14,000 円（交通費、講習、リフト 代含む、昼食付）
 　　　　　　スキ－をしない大人・小人　6,000 円（昼食付） 
 ★申込みをいただいた方に別途参加要項と振込口座をご案内いたします。                                    
 ●募集人数：４０名（先着順 /最少催行人数　２５名）　　貸切バス１台       

 ●申込み締切：第１回目 平成２７年１月５日（月） ２回目　平成２７年２月２３日（月）                           
 ●お問い合わせ：スノ－ヴァ新横浜　ジュニアスキ－ツア－係　ＴＥＬ045-570-4141 
 　　　主　催：スノ－ヴァ新横浜 /エバ－スノ－横浜ＳＣ/神奈川県スキ－指導員会                
 　　　共    催： 神奈川県スキー指導員会
              後　援：（公財）神奈川県スキー連盟
 　　　☆WEB サイト：http://www.snovashinyoko.co.jp/ski.htm                                       
 　　　☆個人情報の取り扱いについて                                                                         
 　　　　今回収集する個人情報の利用目的は、事業運営上作成するリスト及び緊急時の連絡の
　　　　 為であり、収集した個人情報の管理はＳＩＫにて厳重に行います

http://www.snovashinyoko.co.jp
横浜市鶴見区梶山1-2-43
TEL 045-570-4141
FAX 045-570-5258

★　特典　★
　・  スノーヴァ新横浜に同伴者をお連れしたＳＩＫ会員は当日の利用が「無料」
　・  同伴者が３名上の場合は、さらに「ＳＮＯＶＡ利用券（９０分）」をプレゼント
　・  フルセットレンタル〔ｽｷｰｾｯﾄ/ｳｪｱ上下/ｸﾞﾛｰﾌﾞ〕が特別割引（通常￥３０００→￥１５００）
　    手ぶらでどうぞ！（レンタル割引は同伴者にも適用されます）
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２月最高の雪のハンタマです。表日本気候の冬晴れの中、スキーの理想を追求した
人工雪で最高に整備されたゲレンデを、ゴンドラを使って思う存分滑りましょう !!
◇粉雪の素晴らしいゲレンデ。硬いバーンはもぐらず安全です。
◇素直でねじれのない、コブのない、広く長いバーン。
日　　程　平成２７年２月１５日（日）～１７日（火）２泊３日
　　　　　2/15　横浜西口天理ビル前バス出発（AM7:30）～
　　　　　　　　新宿西口新宿住友ビル前 (AM8:30)～宿舎 ( 着替え )～
　　　　　　　　スキー場 ( フリースキー )(PM)～宿舎　夕食後カラオケ貸切
　　　　　2/16　宿舎～スキー場 ( フリースキー )( 終日 )  ～宿舎　夕食後カラオケ貸切
　　　　　　（1泊の方は AM10:30 スキー場発～宿舎 AM11:30 発　池袋西口着となります。）
　　　　　2/17　宿舎～( フリースキー ) (AM)～宿出発 (AM12:00 発 )～
　　　　　　　　横浜西口天理ビル前着 (PM5:00）
　　　　　※全日程温泉だけでもＯＫ。大ダンスホールもあります。
交　　通　往復バス
会　　場　ハンターマウンテン塩原
宿　　舎　ホテルおおるり　尾崎紅葉の「金色夜 」執筆の宿　６千坪の庭
　　　　　〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原 815-3　TEL0287-32-5500
参加資格　指導員会会員とその家族・友人（家族や友人だけでもOKです。）
参加料金　17,000 円（メンバー、２泊３日２朝食・２夕食、バス代込み）
　　　　　※ビジターの方は 18,000 円 (1 泊 2 日は 5000 円引き )
　　　　　※リフト券割引あり　
申し込み　別紙「申込案内」をご覧ください。
                     ※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡をさせて頂きます。
締  切  り　平成２７年１月２９日（木）迄
募集人員　４０名（最小催行人員１５名）
問合せ先
阿久津光代 （携帯）090-3060-1167
 　　　　　（電話・FAX）03-3372-5143
藤木　昇　 （携帯）070-5597-3118
　　　　　 （電話・FAX）045-774-8155
主　催　神奈川県スキー指導員会
後　援　( 公財 ) 神奈川県スキー連盟

白樺と樅の林を抜けるロングクルージングを楽しめるゲレンデ、リゾートホテル
と天然かけ流し温泉 ( 炭酸水素塩温泉、別名美人湯 )、そして佐久の銘酒 !!
シャトレーゼだから、デザートとバイキングの食事もデリ～シャス !!

* 2 日目にバッジテストを実施します。（希望者のみ）
* スキーレッスンは無料です。（講師は役員です。）
* 希望者にビデオクリニックもあります。
* 温泉は天然温泉で、６時から入浴できます。
* 温泉の後はアイスのサービスもあるよ。
* 全日本スキー連盟公認スキー指導員がお世話します。

日　　程　平成２７年２月２６日（木）～２月２８日（土）２泊３日
            　　 2/26　横浜西口天理ビル前バス出発（AM7:30）～ホテル着～フリーorレッ スン（PM）
　　　　　2/27　フリー or レッスン（AM）～バッジテスト（PM）～懇親会＆反省会（夜）
　　　　　2/28　フリースキー（AM）～宿出発（PM1時頃）～横浜西口天理ビル前着
                    （PM5 時頃）
　　　　　※全日程フリースキー＆温泉もＯＫです。
交　　通　往復バス
会　　場　小海リエックス･スキーバレー
宿　　舎　小海リエックス･ホテル　
　　　　　〒384-1103　長野県南佐久郡小海町松原湖高原　　TEL 0267-93-2211
参加資格　指導員会会員とその家族・友人（家族や友人だけでもOKです。）
参加料金　34,000 円（メンバー、２泊３日２朝食・２夕食、全日リフト券付、バス代込み）
　　　　　　　※ビジターの方は 35,000 円
　　　　　　　※受験料・バッジ代・認定料は別途。
申し込み　別紙「申込案内」をご覧ください。
※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡
をさせて頂きます。
締切り　平成２７年２月１２日（木）迄
募集人員　４０名（最小催行人員２５名）
問合せ先
　高橋　    傳     （電話・FAX）03-3783-3916
　　　　　　　（携帯）090-1705-4407
　水島三千夫　（電話・FAX） 0467-46-7680 
　　　　　　　（携帯） 090-8307-1156
主　催　神奈川県スキー指導員会
後　援　( 公財 ) 神奈川県スキー連盟

リゾートスキー＆ちょ
っと真剣にスキーはい

かがですか !!バッジテストへ Try

期　　日　平成２７年２月７日（土）～８日（日）
会　　場　八海山麓スキー場　（新潟県南魚沼市荒金　ＪＲ浦佐駅より車で１２分）
※詳細は要項をご覧ください。
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感謝を込めて！　新生３０周年を迎える神奈川県スキー指導員会をご支援いただいている皆様に、『野沢温泉スキーツアー記念行事』をご案内
させていただきます。　日本のスキーの歴史と共に発展してきた野沢温泉スキー場で、温泉とパウダースノーを満喫しましょう  ！！
* トップ（やまびこ）から最下部（柄沢）までの標高差が1,085ｍに達し、最長滑走距離は、約10Ｋｍとなる日本屈指のスキー場です。
* 温泉は、ホテルは基より、温泉街に多くの外湯があり、いずれも源泉掛け流しです。
* 日本スキー博物館（伊勢宮ゲレンデ下）で、スキーの歴史に触れて、スキーへの理解を深めて下さい。
* スキーレッスンは、無料です。（講師は、同行の役員が勤めます。）
* 全日本スキー連盟公認スキー指導員がお世話します。
　日　　程　平成２７年１月２５日（日）～２７日（火）２泊３日
                　   1/25　横浜西口天理ビル前バス集合（AM7:00）出発（AM7:30）～ホテル到着予定(PM0:30頃)着～
                                    フリースキ－（PM）～夕食(PM6:00頃)
　　　　　   1/26　朝食(AM7:00頃)～フリースキー～夕食(PM6:00頃)～懇親会(PM8:30～10:00）
                       1/27　朝食(AM7:00頃)～フリースキー～ホテル出発（PM1:30）～横浜西口天理ビル前着（PM7:00頃）
　交　　通　往復バス
　会　　場　野沢温泉スキー場
　宿　　舎　野沢ビューホテル　嶋田屋
　　　　　　〒389-2502　長野県下高井郡野沢温泉村8858　　TEL  0269-85-2124
　参加資格　指導員会会員とその家族・友人（家族や友人だけでもOKです。）
　参加料金　34,000円　ビジターの方は35,000円
　参加費に含まれる費用＝宿泊費：２泊３日　朝・夕食付き、バス代：往復
　　　　　　　　　　　　※リフト代は別途必要です。　
   申し込み　別紙「申込案内」をご覧ください。
　　　　　　※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡をさせて頂きます。
　締切り　 平成２７年１月９日（金）迄
　募集人員　４０名（最小催行人員２５名）

　

志賀高原の最も奥、標高 2,009mの焼額山に広がるゲレンデ。宿は杉山スキースクー
ル専用宿舎「スポーツハイム」でちょっと合宿気分！！
　イメージ通り滑れないシーズン初めは、長年の悪いクセを直すチャンスかもしれま
せん。プロコーチのレッスンで体の動きをチェックして、シーズンの好スタートを切
りましょう。

日　　程　平成２６年１２月６日（土）～７日（日）１泊２日
                     12/6　スポーツハイム奥志賀館内クルックサールに現地集合（AM9:00）
                                  ～ワークショップ式レッスン（AM）～ワークショップ式レッスン（PM）
                                  ～レストランサンクリストフで夕食～クルックサールでミーティング
　　　　　　　    ＆懇親会
　　　　　12/7　ワークショップ式レッスン（AM）～解散（AM11 時 30 分頃）
主任講師　塚脇　誠（オーストリア国家検定アルペンスキーコーチ＆国家検定
　　　　　　　　　　 スキー教師  諸々）
交　　通　各自（JR or 高速バス･JR 長野駅から急行志賀高原線バス･奥志賀ゴンドラ前･
　　　　　　　　徒歩 1分など）
会　　場　奥志賀高原スキー場 ( 雪不足時は焼額山スキー場 )
宿　　舎　スポーツハイム奥志賀　
　　　　　　　〒381-0405　長野県下高井郡山ﾉ内町奥志賀高原　TEL 0269-34-2551
参加資格　指導員会会員とその家族・友人（家族や友人だけでもOKです。）
参加料金　17,000 円（メンバー、１泊２日２食、レッスン料）
　　　　　　　※ビジターの方は 18,000 円
　　　　　　　※リフト代割引あり
　　　　　　　※前泊 7,400 円、前半泊 5,900 円
申し込み　別紙「申込案内」をご覧ください。
　　 ※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡をさせて頂きます。
締切り　　平成２６年１１月２０日（木）迄
募集人員　  ５０名（最小催行人員２５名）

プロ
コー
チに
よるレ

ッスンでシーズンの好スタートを切ろう !!

問合せ先
　　　　溝口　一美　　（電話・FAX） 045-443-5522
　　　　　　　　　  （携帯）090-1659-7661
　　　　岡田　秀男　　（電話）0467-23-2265
　　　　　　　　　  （携帯）080-3170-0642
　主　催　神奈川県スキー指導員会
　後　援　(公財) 神奈川県スキー連盟

問合せ先　　      　　
　　       山本　　学　 （電話・FAX）045-785-6505
　　　　　　　　     （携帯）090-8453-2878
　　       後明　正廣　 （電話・FAX）0466-77-9532 
　　　　　　　　     （携帯）090-1819-5861
主　催　神奈川県スキー指導員会
後　援　( 公財 ) 神奈川県スキー連盟
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◇ジュニア育成の為に県をあげてのプロジェクト！◇
　  ～指導充実、任せて安心のスキー教室です！！！～

　①全日本スキー連盟公認スキー指導員が楽しく安全に指導いたします。
　②普段から子どもとふれあっているスタッフが引率いたします。
　③スキー場はパウダースノーの菅平高原、ホテルはゲレンデ前でラクラクスキー。
　④地域、学年を越えて、子供たちだけでスキーや生活を共にする貴重な体験。
　⑤大自然とふれあい、スノースポーツの爽快感、そして仲間とのふれあいも

平成２7年２月 13 日（金）～１5日（日）　≪１3日 ( 金）夜発・１5日夕方帰≫　
   ◇会  場　　：  長野県　菅平高原スキー場
　◇対象者  　：  小学校３年生～ 6年生
      ふれあいツアーに参加経験のある中学生～大学生（希望者はフリー滑走も可）
◇旅行代金  ：  小学生　３０，０００円　　　　中学生～大学生　３３，０００円
   （往復バス代、宿泊代２泊５食、２日間リフト券、講習料、保険代を含みます）
◇レンタル  ：  ４，２００円　  （スキー３点セット＋ウェアー上下＋ゴーグル、グローブ、帽子）
　◇宿　泊  　：  菅平パークホテル　　　ゲレンデ前のホテルです！　　
〒386-2204　長野県上田市菅平高原 1223　　℡　0268-74-2533
　◇募集人数  ：  35 名　　（先着順、最少催行人数 25 名）
　◇出発地　  ：  横浜天理ビル前・海老名市役所前　（どちらかをお選びください）　
　◇申込締切  ：  平成２７年１月２５日（日）　※但し、定員になり次第締め切ります。

■雪とのふれあいツアーの申し込みは・・・
主　管 ： 公益財団法人　神奈川県スキー連盟
　　　　〒221-0834　神奈川県横浜市神奈川区台町16-1 ソレイユ台町407号
　　　　　　　　　　 TEL．045-311-8907　　FAX．045-324-6966

事務局電子メール　  　jimu@sak.or.jp

■行事に関する問い合わせは・・・
公益財団法人　神奈川県スキー連盟　雪とのふれあいツアー担当　
　　　　　　　普及振興委員会委員長　星野　洋昭
　　　　　　　TEL．090－1446－0699
■ジュニア雪とのふれあいツアー
　http://www.sak-archives.com/
これまでの様子がわかるレポート他詳細情報あり
公益財団法人神奈川県スキー連盟では広くスキーの普及活動を進めています。  
この事業は児童生徒を対象に、冬季の自然体験・スキーの基礎技術の習得を通
しての健全育成を目指しています。

主催　公益財団法人神奈川県スキー連盟
共催　神奈川県スキー指導員会

※申し込み用紙は県連ホームページよりダウンロードしてください。

≪ジュニア雪とのふれあいツアー日程≫＊バッヂテストも行います
２/１３ (金)横浜天理ビル前集合（１９：３０）海老名市役所前集合（２０：１５）
　　　   － 宿到着・就寝
２/１４ (土)　朝食 － スキー講習（午前） － 昼食 － スキー講習（午後） － 夕食 － 就寝
２/１５ (日)　朝食 － スキー講習（午前） － 昼食・宿出発 － 海老名１８：３０・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  横浜１９：３０頃到着
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栃木の 2つのｽｷｰ場を楽しもう。土曜午後は空いていて落着けるエーデルワイスで基礎練習。
　　日曜、月曜は関東随一のハンタマでゴンドラを使って飛ばしましょう！！

* 混雑のない落着くエーデルワイスで自然の未圧雪部やコブコースも！
* ﾊﾝﾀﾏの粉雪の素晴らしいゲレンデ。硬いバーンはもぐらず安全です。
* ﾊﾝﾀﾏの素直でねじれの無い、コブの無い、広く長いバーン。
* スキーレッスンは無料です。（講師は役員です。）
* 温泉は「もみじの湯」「大露天風呂」「大浴場」「貸切風呂」などなど
* 全日本スキー連盟公認スキー指導員がお世話します。

　　日　　程　平成２７年３月１４日（土）～１６日（月）２泊３日
             3/14　横浜西口天理ビル前バス出発（AM7:30）～宿舎 ( 着替え ) 
                   　～エーデルワイススキー場 (ﾌﾘｰｽｷ-) (PM)　　 ～宿舎　夕食後カラオケ貸切
　　　3/15　宿舎～ハンタマ塩原スキー場 (ﾌﾘｰｽｷ-) ( 終日 ) ～宿舎　夕食後カラオケ貸切
　　　　　 （1泊の方は AM10:30 スキー場発～宿舎 AM11:30 発です。終日ｽｷｰの方はおおるり PM5:05 発路線ﾊﾞｽ⇒
　　　　　  西那須野⇒湘南新宿ﾗｲﾝ普通列車ｸﾞﾘｰﾝで座って車内宴会⇒渋谷 PM9:25 着。運賃 4290 円）
　　　3/16　宿舎～ハンタマスキー場 (ﾌﾘｰｽｷ-) (AM)～宿出発 (AM12:00 発 )
　　　　　  ～横浜西口天理ビル前着 (PM5:00）
　　　　　　※全日程温泉だけでもＯＫ。大ダンスホールもあります。
　　交　　通　往復バス
　　会　　場　エーデルワイススノーリゾート＆ハンターマウンテン塩原
　　宿　　舎　ホテルおおるり　尾崎紅葉の「金色夜 」執筆の宿　６千坪の庭
　　　　　　　〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原 815-3　TEL0287-32-5500
　　参加資格　指導員会会員とその家族・友人（家族や友人だけでもOKです。）
　　参加料金　１７,０００円（メンバー、２泊３日２朝食・２夕食、バス代込み）
　　　　　　　※ビジターの方は 18,000 円 (1 泊 2 日は 5000 円引き )
　　　　　　　※リフト券割引あり
申し込み　別紙「申込案内」をご覧ください。
※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡
をさせて頂きます。
締切り　　平成２７年２月２６日（木）迄
　　募集人員　４０名（最小催行人員１５名）
　　 
　　

問合せ先
藤木　昇　（携帯）070-5597-3118
　　　　　（電話・FAX）045-774-8155
梅津  仁　  （携帯）090-3556-7004
　　　
主　催　神奈川県スキー指導員会
後　援　( 公財 ) 神奈川県スキー連盟

                                                               ◆SAKとのコラボ行事  
車山高原スカイパークホテルでリッチな気分でスキーを楽しみませんか！！
ファミリーからエキスパートまで楽しめるゲレンデ。子供向けにチュービングや、雪山散策に
スノーシュー。素敵なリゾートホテルと露天風呂。岡谷太鼓で盛り上がる前夜祭とＧＳ大会！！
当指導員会のフェスティバルはお祭り気分でいっぱい！！ 
* チュービングやスノーシュー無料。貸スキー等の割引あり。
* ホテルのプール無料、八ヶ岳一望の露天風呂。
* 甘酒・ソフトドリンクのふるまいもあるよ。
* ポール練習・スキーレッスンも無料。
* 夜は岡谷太鼓でオープニングパーティー
* 締めくくりは、子供も大人もボーダーも参加するＧＳ大会。
* 県連の指導員の先生方には研修会にも認められています。
日　　程　平成２７年３月２８日（土）～２９日（日）１泊２日
　　　　　3/28　スカイパークホテルＢ１に現地集合（受付AM9:00～12:00。以降はご連絡ください。）
　　　　   ※研修会参加の指導員はスカイプラザ２Ｆ県連受付へ。（同伴者はご連絡ください。）
　　　　      ～開会式（13:00）～フリー/レッスン/ポール練習～選手会～パーティー(18時頃)
　　　　　 3/29　ＧＳ大会（10:30）～表彰式・解散（AM12時頃）
　　　　   ※全日程フリースキーでもOKです。
会　　場　車山高原スキー場
宿　　舎　車山高原スカイパークホテル　（本部）　　
　　　　　〒391-0301長野県茅野市車山高原　TEL 0266-68-2221
参加資格　指導員会会員とその家族・友人（家族や友人だけでもOKです。）
参加料金　メンバー:１６，０００円 　ビジター:１７，０００円 　小学生以下:１２，０００円
　　　　　（１泊２日２食、リフト２日券、パーティー、大会参加費込み）　※リフト券不要の幼児は無料
申し込み　別紙「申込案内」をご覧ください。
締  切  り　平成２７年３月１９日（木）迄
募集人員　１５０名（満員になり次第締切り）
問合せ先
　　　　   大鴈丸正人　(携帯) 090-4241-5048    (FAX) 0467-81-4633
 　　　   　(ﾒｰﾙ) daiganmaru@ybb.ne.jp
　　　       阿久津光代　(携帯) 090-3060-1167   (電話・FAX) 03-3372-5143
主　催　   神奈川県スキー指導員会
共　催　   (公財)神奈川県スキー連盟
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主催　神奈川県スキー指導員会　
後援 ( 公財 ) 神奈川県スキー連盟 
第９０回神奈川県スキー指導員会親睦ゴルフコンペのご案内

春の親睦ゴルフコンペを上野原カントリークラブにて開催いたします。
皆様お誘い合わせの上ご参加くださいますよう心からお待ち申し上げます。
1.　日時：平成２７年５月２８日（木）（集合７：４０　スタート８：３０）
2.　会場：上野原カントリークラブ　　山梨県上野原市上野原 6887　℡　0554-63-2525
3.　定員：６４名 /１６組（定員になり次第締め切り、以降はキャンセル待ちとなります。）
4.　会費：１４,５００円（1Ｒフィ、キャディフィ、昼食、税込）
5.　参 加 費：　３,０００円（パーティ、賞品、その他）
6.　競技方法：ハンディ方式（初回参加者は３位までの入賞はありません。ハンディをお持ち
　   の方はお申し出ください。ご希望に添えないかも知れませんが参考にいたします。）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7.　申込：平成２７年５月２１日（木）必着　※下記担当者へ    　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
8.　注意事項
　* 指導員会のコンペパーティでは一切アルコール飲料は提供しておりません。
　* 申込後の取消は５月２１日（木）までに連絡を。以降は取消料の負担又は代理人の手配をお願いいたします。
  　 （取消料 3,000 円）
　* プレー中の傷害事故はゴルフ場及び当事者間で処理し、当会では関与いたしませんので予めご承知おき下さい。
　* 参加される方は、ゴルファー保険等の障害保険に各自で加入ください。
問合せ先　
　*　川岸　保貴 090-2661-3526　  自宅　電話 046-285-3035 FAX 046-285-8451
　*　中森　博文 090-2750-7016　  自宅　電話・FAX 042-685-1628  

* やっぱり日本を代表する白馬八方尾根スキー場。
* 山々の景観とコースの多彩さを講師と共にツアー。
* 宿の２種類の温泉の素晴らしいこと。食事の美味しいこと。
* 食事後は参加者同士の懇親会
　日　　程　平成２７年４月１１日（土）～１２日（日）１泊２日
　　　　　　 4/11　現地集合受付八方ゴンドラ山頂駅出口　
　　　　　　　　　 うさぎ平テラス付近（受付ＡＭ12：30～13：00）
　　　　　　　　　 ※リフト券は宿で宿泊パック券を購入してからゴンドラ
　　　　　　　　　　に乗ってください。
　　　　　　　　　　13:00～15:30　開会式後引き続き現地講師と共に
　　　　　　　　　　　　　　　　　八方ツアー
　　　　　　　            20:00～　懇親会 ( 宿の 2F 又はｽｷｰｽｸｰﾙ２F を予定 )
　　　　　　  4/12   フリースキー / 流れ解散
　会　　場　白馬八方尾根スキー場
　宿　　舎　八方温泉　対岳館 ( 本部 ) 宿泊料金 1 泊 2 食 10,000 円～
　　　　　　〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村八方 ℡ 0261-72-2075
　　　　　　参加料金　2,000 円 ( 講師料・懇親会費他 ) 　
　　　　　　参加資格　指導員会会員とその家族・友人
申し込み　３月 30 日（月）迄。　　　
募集人員　40 名（満員になり次第締切り）
問合せ先
担当　藤木　昇　( 携帯 ) 070-5597-3118　(FAX) 045-774-8155
　　　　　　　    (ﾒｰﾙ)  nobfjk@b03.itscom.net

主　催　日本スキー指導者協会 (SIJ)
共　催　神奈川県スキー指導員会 (SIK)
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栃木の 2つのｽｷｰ場を楽しもう。土曜午後は空いていて落着けるエーデルワイスで基礎練習。
　　日曜、月曜は関東随一のハンタマでゴンドラを使って飛ばしましょう！！

* 混雑のない落着くエーデルワイスで自然の未圧雪部やコブコースも！
* ﾊﾝﾀﾏの粉雪の素晴らしいゲレンデ。硬いバーンはもぐらず安全です。
* ﾊﾝﾀﾏの素直でねじれの無い、コブの無い、広く長いバーン。
* スキーレッスンは無料です。（講師は役員です。）
* 温泉は「もみじの湯」「大露天風呂」「大浴場」「貸切風呂」などなど
* 全日本スキー連盟公認スキー指導員がお世話します。

　　日　　程　平成２７年３月１４日（土）～１６日（月）２泊３日
             3/14　横浜西口天理ビル前バス出発（AM7:30）～宿舎 ( 着替え ) 
                   　～エーデルワイススキー場 (ﾌﾘｰｽｷ-) (PM)　　 ～宿舎　夕食後カラオケ貸切
　　　3/15　宿舎～ハンタマ塩原スキー場 (ﾌﾘｰｽｷ-) ( 終日 ) ～宿舎　夕食後カラオケ貸切
　　　　　 （1泊の方は AM10:30 スキー場発～宿舎 AM11:30 発です。終日ｽｷｰの方はおおるり PM5:05 発路線ﾊﾞｽ⇒
　　　　　  西那須野⇒湘南新宿ﾗｲﾝ普通列車ｸﾞﾘｰﾝで座って車内宴会⇒渋谷 PM9:25 着。運賃 4290 円）
　　　3/16　宿舎～ハンタマスキー場 (ﾌﾘｰｽｷ-) (AM)～宿出発 (AM12:00 発 )
　　　　　  ～横浜西口天理ビル前着 (PM5:00）
　　　　　　※全日程温泉だけでもＯＫ。大ダンスホールもあります。
　　交　　通　往復バス
　　会　　場　エーデルワイススノーリゾート＆ハンターマウンテン塩原
　　宿　　舎　ホテルおおるり　尾崎紅葉の「金色夜 」執筆の宿　６千坪の庭
　　　　　　　〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原 815-3　TEL0287-32-5500
　　参加資格　指導員会会員とその家族・友人（家族や友人だけでもOKです。）
　　参加料金　１７,０００円（メンバー、２泊３日２朝食・２夕食、バス代込み）
　　　　　　　※ビジターの方は 18,000 円 (1 泊 2 日は 5000 円引き )
　　　　　　　※リフト券割引あり
申し込み　別紙「申込案内」をご覧ください。
※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡
をさせて頂きます。
締切り　　平成２７年２月２６日（木）迄
　　募集人員　４０名（最小催行人員１５名）
　　 
　　

問合せ先
藤木　昇　（携帯）070-5597-3118
　　　　　（電話・FAX）045-774-8155
梅津  仁　  （携帯）090-3556-7004
　　　
主　催　神奈川県スキー指導員会
後　援　( 公財 ) 神奈川県スキー連盟

                                                               ◆SAKとのコラボ行事  
車山高原スカイパークホテルでリッチな気分でスキーを楽しみませんか！！
ファミリーからエキスパートまで楽しめるゲレンデ。子供向けにチュービングや、雪山散策に
スノーシュー。素敵なリゾートホテルと露天風呂。岡谷太鼓で盛り上がる前夜祭とＧＳ大会！！
当指導員会のフェスティバルはお祭り気分でいっぱい！！ 
* チュービングやスノーシュー無料。貸スキー等の割引あり。
* ホテルのプール無料、八ヶ岳一望の露天風呂。
* 甘酒・ソフトドリンクのふるまいもあるよ。
* ポール練習・スキーレッスンも無料。
* 夜は岡谷太鼓でオープニングパーティー
* 締めくくりは、子供も大人もボーダーも参加するＧＳ大会。
* 県連の指導員の先生方には研修会にも認められています。
日　　程　平成２７年３月２８日（土）～２９日（日）１泊２日
　　　　　3/28　スカイパークホテルＢ１に現地集合（受付AM9:00～12:00。以降はご連絡ください。）
　　　　   ※研修会参加の指導員はスカイプラザ２Ｆ県連受付へ。（同伴者はご連絡ください。）
　　　　      ～開会式（13:00）～フリー/レッスン/ポール練習～選手会～パーティー(18時頃)
　　　　　 3/29　ＧＳ大会（10:30）～表彰式・解散（AM12時頃）
　　　　   ※全日程フリースキーでもOKです。
会　　場　車山高原スキー場
宿　　舎　車山高原スカイパークホテル　（本部）　　
　　　　　〒391-0301長野県茅野市車山高原　TEL 0266-68-2221
参加資格　指導員会会員とその家族・友人（家族や友人だけでもOKです。）
参加料金　メンバー:１６，０００円 　ビジター:１７，０００円 　小学生以下:１２，０００円
　　　　　（１泊２日２食、リフト２日券、パーティー、大会参加費込み）　※リフト券不要の幼児は無料
申し込み　別紙「申込案内」をご覧ください。
締  切  り　平成２７年３月１９日（木）迄
募集人員　１５０名（満員になり次第締切り）
問合せ先
　　　　   大鴈丸正人　(携帯) 090-4241-5048    (FAX) 0467-81-4633
 　　　   　(ﾒｰﾙ) daiganmaru@ybb.ne.jp
　　　       阿久津光代　(携帯) 090-3060-1167   (電話・FAX) 03-3372-5143
主　催　   神奈川県スキー指導員会
共　催　   (公財)神奈川県スキー連盟
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主催　神奈川県スキー指導員会　
後援 ( 公財 ) 神奈川県スキー連盟 
第９０回神奈川県スキー指導員会親睦ゴルフコンペのご案内

春の親睦ゴルフコンペを上野原カントリークラブにて開催いたします。
皆様お誘い合わせの上ご参加くださいますよう心からお待ち申し上げます。
1.　日時：平成２７年５月２８日（木）（集合７：４０　スタート８：３０）
2.　会場：上野原カントリークラブ　　山梨県上野原市上野原 6887　℡　0554-63-2525
3.　定員：６４名 /１６組（定員になり次第締め切り、以降はキャンセル待ちとなります。）
4.　会費：１４,５００円（1Ｒフィ、キャディフィ、昼食、税込）
5.　参 加 費：　３,０００円（パーティ、賞品、その他）
6.　競技方法：ハンディ方式（初回参加者は３位までの入賞はありません。ハンディをお持ち
　   の方はお申し出ください。ご希望に添えないかも知れませんが参考にいたします。）　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7.　申込：平成２７年５月２１日（木）必着　※下記担当者へ    　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
8.　注意事項
　* 指導員会のコンペパーティでは一切アルコール飲料は提供しておりません。
　* 申込後の取消は５月２１日（木）までに連絡を。以降は取消料の負担又は代理人の手配をお願いいたします。
  　 （取消料 3,000 円）
　* プレー中の傷害事故はゴルフ場及び当事者間で処理し、当会では関与いたしませんので予めご承知おき下さい。
　* 参加される方は、ゴルファー保険等の障害保険に各自で加入ください。
問合せ先　
　*　川岸　保貴 090-2661-3526　  自宅　電話 046-285-3035 FAX 046-285-8451
　*　中森　博文 090-2750-7016　  自宅　電話・FAX 042-685-1628  

* やっぱり日本を代表する白馬八方尾根スキー場。
* 山々の景観とコースの多彩さを講師と共にツアー。
* 宿の２種類の温泉の素晴らしいこと。食事の美味しいこと。
* 食事後は参加者同士の懇親会
　日　　程　平成２７年４月１１日（土）～１２日（日）１泊２日
　　　　　　 4/11　現地集合受付八方ゴンドラ山頂駅出口　
　　　　　　　　　 うさぎ平テラス付近（受付ＡＭ12：30～13：00）
　　　　　　　　　 ※リフト券は宿で宿泊パック券を購入してからゴンドラ
　　　　　　　　　　に乗ってください。
　　　　　　　　　　13:00～15:30　開会式後引き続き現地講師と共に
　　　　　　　　　　　　　　　　　八方ツアー
　　　　　　　            20:00～　懇親会 ( 宿の 2F 又はｽｷｰｽｸｰﾙ２F を予定 )
　　　　　　  4/12   フリースキー / 流れ解散
　会　　場　白馬八方尾根スキー場
　宿　　舎　八方温泉　対岳館 ( 本部 ) 宿泊料金 1 泊 2 食 10,000 円～
　　　　　　〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村八方 ℡ 0261-72-2075
　　　　　　参加料金　2,000 円 ( 講師料・懇親会費他 ) 　
　　　　　　参加資格　指導員会会員とその家族・友人
申し込み　３月 30 日（月）迄。　　　
募集人員　40 名（満員になり次第締切り）
問合せ先
担当　藤木　昇　( 携帯 ) 070-5597-3118　(FAX) 045-774-8155
　　　　　　　    (ﾒｰﾙ)  nobfjk@b03.itscom.net

主　催　日本スキー指導者協会 (SIJ)
共　催　神奈川県スキー指導員会 (SIK)
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感謝を込めて！　新生３０周年を迎える神奈川県スキー指導員会をご支援いただいている皆様に、『野沢温泉スキーツアー記念行事』をご案内
させていただきます。　日本のスキーの歴史と共に発展してきた野沢温泉スキー場で、温泉とパウダースノーを満喫しましょう  ！！
* トップ（やまびこ）から最下部（柄沢）までの標高差が1,085ｍに達し、最長滑走距離は、約10Ｋｍとなる日本屈指のスキー場です。
* 温泉は、ホテルは基より、温泉街に多くの外湯があり、いずれも源泉掛け流しです。
* 日本スキー博物館（伊勢宮ゲレンデ下）で、スキーの歴史に触れて、スキーへの理解を深めて下さい。
* スキーレッスンは、無料です。（講師は、同行の役員が勤めます。）
* 全日本スキー連盟公認スキー指導員がお世話します。
　日　　程　平成２７年１月２５日（日）～２７日（火）２泊３日
                　   1/25　横浜西口天理ビル前バス集合（AM7:00）出発（AM7:30）～ホテル到着予定(PM0:30頃)着～
                                    フリースキ－（PM）～夕食(PM6:00頃)
　　　　　   1/26　朝食(AM7:00頃)～フリースキー～夕食(PM6:00頃)～懇親会(PM8:30～10:00）
                       1/27　朝食(AM7:00頃)～フリースキー～ホテル出発（PM1:30）～横浜西口天理ビル前着（PM7:00頃）
　交　　通　往復バス
　会　　場　野沢温泉スキー場
　宿　　舎　野沢ビューホテル　嶋田屋
　　　　　　〒389-2502　長野県下高井郡野沢温泉村8858　　TEL  0269-85-2124
　参加資格　指導員会会員とその家族・友人（家族や友人だけでもOKです。）
　参加料金　34,000円　ビジターの方は35,000円
　参加費に含まれる費用＝宿泊費：２泊３日　朝・夕食付き、バス代：往復
　　　　　　　　　　　　※リフト代は別途必要です。　
   申し込み　別紙「申込案内」をご覧ください。
　　　　　　※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡をさせて頂きます。
　締切り　 平成２７年１月９日（金）迄
　募集人員　４０名（最小催行人員２５名）

　

志賀高原の最も奥、標高 2,009mの焼額山に広がるゲレンデ。宿は杉山スキースクー
ル専用宿舎「スポーツハイム」でちょっと合宿気分！！
　イメージ通り滑れないシーズン初めは、長年の悪いクセを直すチャンスかもしれま
せん。プロコーチのレッスンで体の動きをチェックして、シーズンの好スタートを切
りましょう。

日　　程　平成２６年１２月６日（土）～７日（日）１泊２日
                     12/6　スポーツハイム奥志賀館内クルックサールに現地集合（AM9:00）
                                  ～ワークショップ式レッスン（AM）～ワークショップ式レッスン（PM）
                                  ～レストランサンクリストフで夕食～クルックサールでミーティング
　　　　　　　    ＆懇親会
　　　　　12/7　ワークショップ式レッスン（AM）～解散（AM11 時 30 分頃）
主任講師　塚脇　誠（オーストリア国家検定アルペンスキーコーチ＆国家検定
　　　　　　　　　　 スキー教師  諸々）
交　　通　各自（JR or 高速バス･JR 長野駅から急行志賀高原線バス･奥志賀ゴンドラ前･
　　　　　　　　徒歩 1分など）
会　　場　奥志賀高原スキー場 ( 雪不足時は焼額山スキー場 )
宿　　舎　スポーツハイム奥志賀　
　　　　　　　〒381-0405　長野県下高井郡山ﾉ内町奥志賀高原　TEL 0269-34-2551
参加資格　指導員会会員とその家族・友人（家族や友人だけでもOKです。）
参加料金　17,000 円（メンバー、１泊２日２食、レッスン料）
　　　　　　　※ビジターの方は 18,000 円
　　　　　　　※リフト代割引あり
　　　　　　　※前泊 7,400 円、前半泊 5,900 円
申し込み　別紙「申込案内」をご覧ください。
　　 ※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡をさせて頂きます。
締切り　　平成２６年１１月２０日（木）迄
募集人員　  ５０名（最小催行人員２５名）

プロ
コー
チに
よるレ

ッスンでシーズンの好スタートを切ろう !!

問合せ先
　　　　溝口　一美　　（電話・FAX） 045-443-5522
　　　　　　　　　  （携帯）090-1659-7661
　　　　岡田　秀男　　（電話）0467-23-2265
　　　　　　　　　  （携帯）080-3170-0642
　主　催　神奈川県スキー指導員会
　後　援　(公財) 神奈川県スキー連盟

問合せ先　　      　　
　　       山本　　学　 （電話・FAX）045-785-6505
　　　　　　　　     （携帯）090-8453-2878
　　       後明　正廣　 （電話・FAX）0466-77-9532 
　　　　　　　　     （携帯）090-1819-5861
主　催　神奈川県スキー指導員会
後　援　( 公財 ) 神奈川県スキー連盟
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◇ジュニア育成の為に県をあげてのプロジェクト！◇
　  ～指導充実、任せて安心のスキー教室です！！！～

　①全日本スキー連盟公認スキー指導員が楽しく安全に指導いたします。
　②普段から子どもとふれあっているスタッフが引率いたします。
　③スキー場はパウダースノーの菅平高原、ホテルはゲレンデ前でラクラクスキー。
　④地域、学年を越えて、子供たちだけでスキーや生活を共にする貴重な体験。
　⑤大自然とふれあい、スノースポーツの爽快感、そして仲間とのふれあいも

平成２7年２月 13 日（金）～１5日（日）　≪１3日 ( 金）夜発・１5日夕方帰≫　
   ◇会  場　　：  長野県　菅平高原スキー場
　◇対象者  　：  小学校３年生～ 6年生
      ふれあいツアーに参加経験のある中学生～大学生（希望者はフリー滑走も可）
◇旅行代金  ：  小学生　３０，０００円　　　　中学生～大学生　３３，０００円
   （往復バス代、宿泊代２泊５食、２日間リフト券、講習料、保険代を含みます）
◇レンタル  ：  ４，２００円　  （スキー３点セット＋ウェアー上下＋ゴーグル、グローブ、帽子）
　◇宿　泊  　：  菅平パークホテル　　　ゲレンデ前のホテルです！　　
〒386-2204　長野県上田市菅平高原 1223　　℡　0268-74-2533
　◇募集人数  ：  35 名　　（先着順、最少催行人数 25 名）
　◇出発地　  ：  横浜天理ビル前・海老名市役所前　（どちらかをお選びください）　
　◇申込締切  ：  平成２７年１月２５日（日）　※但し、定員になり次第締め切ります。

■雪とのふれあいツアーの申し込みは・・・
主　管 ： 公益財団法人　神奈川県スキー連盟
　　　　〒221-0834　神奈川県横浜市神奈川区台町16-1 ソレイユ台町407号
　　　　　　　　　　 TEL．045-311-8907　　FAX．045-324-6966

事務局電子メール　  　jimu@sak.or.jp

■行事に関する問い合わせは・・・
公益財団法人　神奈川県スキー連盟　雪とのふれあいツアー担当　
　　　　　　　普及振興委員会委員長　星野　洋昭
　　　　　　　TEL．090－1446－0699
■ジュニア雪とのふれあいツアー
　http://www.sak-archives.com/
これまでの様子がわかるレポート他詳細情報あり
公益財団法人神奈川県スキー連盟では広くスキーの普及活動を進めています。  
この事業は児童生徒を対象に、冬季の自然体験・スキーの基礎技術の習得を通
しての健全育成を目指しています。

主催　公益財団法人神奈川県スキー連盟
共催　神奈川県スキー指導員会

※申し込み用紙は県連ホームページよりダウンロードしてください。

≪ジュニア雪とのふれあいツアー日程≫＊バッヂテストも行います
２/１３ (金)横浜天理ビル前集合（１９：３０）海老名市役所前集合（２０：１５）
　　　   － 宿到着・就寝
２/１４ (土)　朝食 － スキー講習（午前） － 昼食 － スキー講習（午後） － 夕食 － 就寝
２/１５ (日)　朝食 － スキー講習（午前） － 昼食・宿出発 － 海老名１８：３０・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  横浜１９：３０頃到着
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●会　場　：長野県 /富士見パノラマリゾ－ト                       
  　　　　　  〒399-0211　　　長野県諏訪郡富士見 6666-703　　TEL 0266-62-5666                  
 ●日　程　：第１回目　平成２７年１月１７日（土）  第２回目  平成２７年３月７日（土）                     
 　　　　         スノ－ヴァ新横浜　6：00 集合→6：20 発→天理ビル　7：00 発→10：30 頃スキ－
　　　　　　 場着（到着後、昼食）   11：15～12：45 スク－ル　13：30～15：30
　　　　　　 スク－ル  16：00 バス乗車　 20：00 スノ－ヴァ新横浜解散                                                        
 ●レッスン：全日本スキー連盟公認スキ－指導員が、わかりやすく楽しく指導をします。    
 　　　　　    ＊怪我防止のため、ゴ－グルや帽子（ヘルメット）などを着用してください。     
 ●スタッフ：普段からジュニア教室で子ども達とふれあっている神奈川県スキ－指導員会スタッ
　　　　　　 フが引率します。
 ●レンタル：スキ－３点セット⇒小人 2,000 円　大人 3,100 円　ウェア上下⇒小人 2,000 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   大人 3,100 円 
 ●出　発　：スノ－ヴァ新横浜　と横浜天理ビル前                  
 ●参加費     ： 小人　12,000 円　　大人　14,000 円（交通費、講習、リフト 代含む、昼食付）
 　　　　　　スキ－をしない大人・小人　6,000 円（昼食付） 
 ★申込みをいただいた方に別途参加要項と振込口座をご案内いたします。                                    
 ●募集人数：４０名（先着順 /最少催行人数　２５名）　　貸切バス１台       

 ●申込み締切：第１回目 平成２７年１月５日（月） ２回目　平成２７年２月２３日（月）                           
 ●お問い合わせ：スノ－ヴァ新横浜　ジュニアスキ－ツア－係　ＴＥＬ045-570-4141 
 　　　主　催：スノ－ヴァ新横浜 /エバ－スノ－横浜ＳＣ/神奈川県スキ－指導員会                
 　　　共    催： 神奈川県スキー指導員会
              後　援：（公財）神奈川県スキー連盟
 　　　☆WEB サイト：http://www.snovashinyoko.co.jp/ski.htm                                       
 　　　☆個人情報の取り扱いについて                                                                         
 　　　　今回収集する個人情報の利用目的は、事業運営上作成するリスト及び緊急時の連絡の
　　　　 為であり、収集した個人情報の管理はＳＩＫにて厳重に行います

http://www.snovashinyoko.co.jp
横浜市鶴見区梶山1-2-43
TEL 045-570-4141
FAX 045-570-5258

★　特典　★
　・  スノーヴァ新横浜に同伴者をお連れしたＳＩＫ会員は当日の利用が「無料」
　・  同伴者が３名上の場合は、さらに「ＳＮＯＶＡ利用券（９０分）」をプレゼント
　・  フルセットレンタル〔ｽｷｰｾｯﾄ/ｳｪｱ上下/ｸﾞﾛｰﾌﾞ〕が特別割引（通常￥３０００→￥１５００）
　    手ぶらでどうぞ！（レンタル割引は同伴者にも適用されます）
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２月最高の雪のハンタマです。表日本気候の冬晴れの中、スキーの理想を追求した
人工雪で最高に整備されたゲレンデを、ゴンドラを使って思う存分滑りましょう !!
◇粉雪の素晴らしいゲレンデ。硬いバーンはもぐらず安全です。
◇素直でねじれのない、コブのない、広く長いバーン。
日　　程　平成２７年２月１５日（日）～１７日（火）２泊３日
　　　　　2/15　横浜西口天理ビル前バス出発（AM7:30）～
　　　　　　　　新宿西口新宿住友ビル前 (AM8:30)～宿舎 ( 着替え )～
　　　　　　　　スキー場 ( フリースキー )(PM)～宿舎　夕食後カラオケ貸切
　　　　　2/16　宿舎～スキー場 ( フリースキー )( 終日 )  ～宿舎　夕食後カラオケ貸切
　　　　　　（1泊の方は AM10:30 スキー場発～宿舎 AM11:30 発　池袋西口着となります。）
　　　　　2/17　宿舎～( フリースキー ) (AM)～宿出発 (AM12:00 発 )～
　　　　　　　　横浜西口天理ビル前着 (PM5:00）
　　　　　※全日程温泉だけでもＯＫ。大ダンスホールもあります。
交　　通　往復バス
会　　場　ハンターマウンテン塩原
宿　　舎　ホテルおおるり　尾崎紅葉の「金色夜 」執筆の宿　６千坪の庭
　　　　　〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原 815-3　TEL0287-32-5500
参加資格　指導員会会員とその家族・友人（家族や友人だけでもOKです。）
参加料金　17,000 円（メンバー、２泊３日２朝食・２夕食、バス代込み）
　　　　　※ビジターの方は 18,000 円 (1 泊 2 日は 5000 円引き )
　　　　　※リフト券割引あり　
申し込み　別紙「申込案内」をご覧ください。
                     ※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡をさせて頂きます。
締  切  り　平成２７年１月２９日（木）迄
募集人員　４０名（最小催行人員１５名）
問合せ先
阿久津光代 （携帯）090-3060-1167
 　　　　　（電話・FAX）03-3372-5143
藤木　昇　 （携帯）070-5597-3118
　　　　　 （電話・FAX）045-774-8155
主　催　神奈川県スキー指導員会
後　援　( 公財 ) 神奈川県スキー連盟

白樺と樅の林を抜けるロングクルージングを楽しめるゲレンデ、リゾートホテル
と天然かけ流し温泉 ( 炭酸水素塩温泉、別名美人湯 )、そして佐久の銘酒 !!
シャトレーゼだから、デザートとバイキングの食事もデリ～シャス !!

* 2 日目にバッジテストを実施します。（希望者のみ）
* スキーレッスンは無料です。（講師は役員です。）
* 希望者にビデオクリニックもあります。
* 温泉は天然温泉で、６時から入浴できます。
* 温泉の後はアイスのサービスもあるよ。
* 全日本スキー連盟公認スキー指導員がお世話します。

日　　程　平成２７年２月２６日（木）～２月２８日（土）２泊３日
            　　 2/26　横浜西口天理ビル前バス出発（AM7:30）～ホテル着～フリーorレッ スン（PM）
　　　　　2/27　フリー or レッスン（AM）～バッジテスト（PM）～懇親会＆反省会（夜）
　　　　　2/28　フリースキー（AM）～宿出発（PM1時頃）～横浜西口天理ビル前着
                    （PM5 時頃）
　　　　　※全日程フリースキー＆温泉もＯＫです。
交　　通　往復バス
会　　場　小海リエックス･スキーバレー
宿　　舎　小海リエックス･ホテル　
　　　　　〒384-1103　長野県南佐久郡小海町松原湖高原　　TEL 0267-93-2211
参加資格　指導員会会員とその家族・友人（家族や友人だけでもOKです。）
参加料金　34,000 円（メンバー、２泊３日２朝食・２夕食、全日リフト券付、バス代込み）
　　　　　　　※ビジターの方は 35,000 円
　　　　　　　※受験料・バッジ代・認定料は別途。
申し込み　別紙「申込案内」をご覧ください。
※申込み受け付け次第、担当者から確認のご連絡
をさせて頂きます。
締切り　平成２７年２月１２日（木）迄
募集人員　４０名（最小催行人員２５名）
問合せ先
　高橋　    傳     （電話・FAX）03-3783-3916
　　　　　　　（携帯）090-1705-4407
　水島三千夫　（電話・FAX） 0467-46-7680 
　　　　　　　（携帯） 090-8307-1156
主　催　神奈川県スキー指導員会
後　援　( 公財 ) 神奈川県スキー連盟

リゾートスキー＆ちょ
っと真剣にスキーはい

かがですか !!バッジテストへ Try

期　　日　平成２７年２月７日（土）～８日（日）
会　　場　八海山麓スキー場　（新潟県南魚沼市荒金　ＪＲ浦佐駅より車で１２分）
※詳細は要項をご覧ください。
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〒245-0013　横浜市泉区中田東1-34-18-201
Email : boya＠boya-sports．com
担当：家住（イエズミ）090-8450-4292

ジャケット、パンツ、ウィンドブレーカー･･･
1着からサイズオーダー、カラーオーダーで
作れます     
　　　　自分だけのオリジナルカラーウェアーをご希望の方、
　　　　既製品のサイズにお困りの方に是非、お勧めします

ゴーグルが苦手な方のスノーヘルメット
日本人の頭にフィットするイタリア製
スノーヘルメット
　　　一度お為し下さい

毛糸のパンツもお薦めです

ウェブショップを開設しました！

boya-mart/yahoo-shoppig　　
で検索して下さい

製品や Farm　と仲間の
農家さんの商品をご覧いただけます
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