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https://sik.arts-k.com

特集特集　オール神奈川スキーヤーズ大会

指導員会　会長　挨拶

歓迎！！新しい仲間

みんな集まれ～

行事紹介

会員特典の紹介
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会長の挨拶

神奈川県スキー指導員会
　　会長　水島 三千夫

　一期目２０１９年７月に会長を拝命し順
調な滑り出しでしたが、２０２０年２月末
小海リエックスの行事が無事終わり車山の
準指導員検定会場に移動する直前に、新型
コロナウイルス感染予防のため検定会が中
止になったとの速報が入り、以後の行事は
中止または延期（親睦ゴルフ１００回記念
2021 年 5 月）になり、２０２０年総会もＳ
ＩＫ創設以来初めての書面表決になりまし
た。２０２１年７月から二期目に入り役員
改選を迎えましたが、今まで現役員が殆ど
活動の場を得ていないことから現体制での
執行と事業計画・予算を２０２１年総会（書
面表決）に提案し、賛成多数で承認されまし
た。事業収入が激減するなかでも会報の発
行、通信費、印刷費や事務所使用料など諸
経費はかかります、皆様の会費が唯一の安
定財源ですが、これも会員の高齢化や新規
入会者など減少傾向にあり大幅な収入増は
見込めない状況です、諸物価が高騰するな
か会費を値上げしないで今日まできており
ます。これからも諸経費の節減に努め、大

切に活用させていただきます。
　依然コロナ禍は収まらず移動や外出の自
粛が求められ、ストレスは貯まる一方です。
このストレスを発散させてくれているの
が、私が生涯スポーツとして選んだ、スキー
（１０代から）、テニス（２０代から )、ゴル
フ（４０代から）です。

　無論、スキーが主ですが、スキーはオフ
シーズンが長く、オフトレがウインターシー
ズンを決めるとまで言われています。特にゴ
ルフは蜜をさけ自然の中でストレスも発散
でき、ハンデキャップにより老若男女が対等
に楽しむことができます。オフシーズンに会
員間の親睦をはかるゴルフ大会が１００回
（約５０年間）も続いているのには、そこに
何らかの意義があるからだと思います。皆様
も生涯スキー現役をめざして、何かオフシー
ズンのスポーツを見つけ楽しんでください。

　先行きの見通しが見えない中での指導員
会運営ですが、幹事諸氏のチームワークに

 ”コロナ禍で迎える二期目”
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SIK Gallery

愚直　　Gutyoku　80 x 126   　                   墨人会会員

中森　博文

よりなんとか乗り越えていきたいと思いま
す。皆様にはご理解とご協力ご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。雪上でお会
いできる日を楽しみにしています。
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　神奈川県スキー指導員会では唯一、みんなが参加できる本格的なアルペンスキー大会として、こ
の大会を開催しています。2022 年の大会で 41 回、40 年になります。
　この大会の起源は、当初神奈川県スキー連盟の普及部が開催していたものを引き継いだもので第
6 回から指導員会担当となり、ロシニョール杯争奪やカザマカップ争奪というスポンサーもついて
いました。会場も上越国際、車山、野辺山と変わり第 12 回から八海山麓スキー場になって 28 年目
になります。
　第 6 回では 309 名の選手の参加があり、前日のポール講習会付き、翌日大回転 1 本の試合も含め
会員 2500 円、一般 3500 円でした。基本的には神奈川県在住、在勤、在クラブが参加資格でした。
しかしスキー人口の減少は止まらず、色々志向を凝らして皆の期待に応えようと努力してきました。
　第 18 回大会は創立 15 周年記念と名打って講習の終わった初日の午後に第 1 戦として中間点から
の大回転をやり、次の日の朝、山頂からの第 2 戦をオール神奈川スキーヤーズ大会として始めた。
また第 23 回は第 2戦を神奈川県マスターズ大会兼に格上げし、県連のポイントレースとしましたが
参加者はそれほど伸びませんでした。
　第 26 回から初日は講習会のみ、2 日目を山頂からの大回転 2 本合計のオール神奈川スキーヤーズ
大会として現在に至っています。

子供から大人まで楽しめるスキー大会

2008 年第 27 回　大雪の中スタート

2015 年第 34 回大会　前日の講習会風景

2015 年第 34 回大会　全長 820m 平均斜度
23.64% 30 旗門を果敢に降りていく女の子
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　この大会は、県連の競技部ではなく普及部担当で「神奈川県内のスキーヤーの皆さんにスキー
競技の楽しさを知って頂く」為に企画され、指導員会に引き継がれた経緯があります。
　指導員会に引き継がれた趣旨は現在も生かされており、最近の参加者が 50 名を切っても参加
者へのサービスも兼ね大回転 2 本合計の大会として実施しています。前日のポール講習会での現
地講師の専門的なアドバイスも好評です。参加者が少なくなれば現地の大会運営の為の人件費や
役員費用などで赤字になることがありますが何とか続けていきたいと思っています。

　指導員会として、健康志向で親睦のスキーが大きな柱ですが、もう一つの柱のスポーツ競技志
向へのきっかけとして大切だと思っています。
キッズ、ジュニアの競技スキーへの導入や、それに若い人や益々元気なシルバーの競技志向の年
配の方々も、私たち指導員会の仲間として支えて行きたいと考えています。

八海山麓スキー場は競技志向のスキー学校を持ってお
り、ボールセッターやゲレンデ整備、旗間門員も慣れ
ていて、そのサポートはピカ 1の大会になっています。
選手は一般企業のスキー部も多く親子で参加する方も
多くいます。

オール神奈川スキーヤーズ大会の出場を糧として会
員のスキーライフの発展に貢献できればと思ってお
ります。

2010 年第 29 回大会　快晴のなか榎本会長による表彰式

2018 年第 37 回大会　大会終了後の閉会式

表紙：　表紙の写真は、八海山麓スキー場　取締役支配人　佐藤様にご提供いただきました。
　　　　どうもありがとうございました。



66

　　　　　　　　　　　企画　神奈川県スキー指導員会　　後援　(公財 )神奈川県スキー連盟

　　　　　　　シーズン初めに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！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（今年も温泉付き）
期　　日：2021 年 12 月 4 日（土）～ 5日（日）1泊 2日　※諸事情で計画内容が変更となる場合があります。

日　　程：12/4　志賀高原高天ヶ原　ホテルサニー志賀に現地集合（AM9:00）

　　　　　　　　～ワークショップ式レッスン（AM ～ PM）　夕食後にミーティング＆懇親会

　　　　　12/5　ワークショップ式レッスン（AM）～解散（AM11 時 30 分頃）

会　　場：志賀高原スキー場 (高天ヶ原／一ノ瀬／焼額山の周辺を予定 )　

宿　　舎：ホテルサニー志賀　〒 381-0401　長野県下高井郡山ﾉ内町志賀高原高天ヶ原　TEL 0269-34-2604

総 費 用：17,000 円（宿泊代 1泊 2食、レッスン料）　　※新規会員の方は別途会費 1000 円要。

　　　　　前泊 6,500 円、前半泊 5,000 円、リフトは別途必要。

　　　　　※費用は現時点での見込額です。

　　　　　　最新情報は SIK_ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで確認ください（ https://sik.arts-k.com/）。

募集人員：35 名

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）他 2名予定

交　　通：現地集合（JR 北陸新幹線「長野」もしくは「飯山」よりバス→高天ヶ原バス停前 ･徒歩 1分）

　　　　　※乗合による配車調整を可能な限り実施します。遠慮なくご相談下さい。

参加資格：指導員会会員（新規参加の方は会費 1000 円にて自動的に指導員会会員となります）。

申込み書送付先：神奈川県スキー指導員会（TEL 045-311-8907　FAX 045-324-6966）

　　　　　　　　〒 221-0834　神奈川県横浜市神奈川区台町　16-1　ソレイユ台町 407

　　　　　　　　※メールでのお申込みはこちらまで　→　kamakura24zono@gmail.com

　　　　　　　　※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：2021 年 11 月 13 日（土）必着

問合せ先：西園 勉　　090-3208-6980(18 時以降にお願いします）

　　　　　引間 勝俊　090-4602-6608(18 時以降にお願いします）

神奈川県スキー指導員会　行事 No.2
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神奈川県スキー指導員会　行事 No.3

企　　画　神奈川県スキー指導員会　　後　　援　(公財 )神奈川県スキー連盟

期　　日：2022 年 2 月 12 日（土）～ 13 日（日）

日　　程：2/12　受付　　AM 9:00 ～ AM 12:00　休憩所

　　　　　　　　ポール講習　AM 10:00 ～ AM 11:30、　PM 1:30 ～ PM 3:00

　　　　　　　　選手会　PM 4:00　体育館

　　　　　2/13  大会大回転 2本合計　AM 9:30 スタート　ジャイアントコース山頂

　　　　　　　　閉会式　大会終了 1時間後予定

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 )

大会本部：サイクリングターミナル　TEL025-779-3230　〒 949-7235　新潟県南魚沼市荒金

競技種目：大回転競技　2本合計

参加資格：制限を設けない。競技規則　SAJ 競技規則準拠。SAK 競技者管理登録者で

          競技選手の部へ出場の人は神奈川県連ポイントレースとなります。

表　　彰：原則として各組大回転 2本合計タイム 6位まで賞状を授与する。

講習費用：ポール講習　午前　1,500 円　　午後　1,500 円　　大回転　2本 8,000 円

申し込み：申込金額の振込先 ； 振込銀行　横浜銀行　横浜駅前支店

　　　　　名義人　神奈川県スキー指導員会　　普通預金　口座番号　1563864

申込書送付先：神奈川県スキー指導員会（TEL 045-311-8907　FAX 045-324-6966）

　　　　　　　〒 221-0834　神奈川県横浜市神奈川区台町　16-1　ソレイユ台町 407

締 切 り：2022 年 1 月 20 日（木）

募集人員：50 名（満員になり次第締め切ります）

宿　　舎：各自で直接下記スキー場の旅館に「オール神奈川」参加と言って申込みください。

組別　2021 年４月１日の満年齢により組分けをする。　　（数字は満年齢）

リフト割引：神奈川県スキー指導員会会員証提示、又は大会出場者と証明出来ると割引されます。

           （60 歳以上の方は身分証明の提示でシルバー券が安く購入できます）

そ の 他：競技中の障害事故については、応急手当は行いますが、その他一切は当事者の責任とします。

          健康保険証もご持参ください。傷害保険へ必ず加入ください。

          個人の都合による申し込み後のキャンセルはいかなる理由があっても返金しません。

問合せ先：藤木　昇（携帯）070-5597-3118　　筑田　則和（携帯）090-1439-6399

男子組別 女子組別

1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 同左

1部 マスターズの部 50 ～ 54 55 ～ 59 60 ～ 64 65 ～ 69 70 ～ 74 75 ～ 79 80 ～ 84 85 以上 同左

2部 指導員の部 20 ～ 29 30 ～ 39 40 ～ 49 同左

3部 競技選手の部 19 ～ 27 28 ～ 35  36 ～　競技登録者はポイントレース 同左

4部 一般の部 16 ～ 27 28 ～ 35 36 ～ 49 同左

5部 小中学生の部 小学生 中学生  ( ヘルメット着用 ) 同左

後　　援　八海山麓スキー場、六日町観光協会

7

旅館 収容 電話 旅館 収容 電話

 サイクリングターミナル 65 025-779-3230  たもん荘 025-777-2363

 山城屋旅館 025-777-2276  旅館てじまや 025-777-2214
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神奈川県スキー指導員会　行事 No.4

期　　日：2022 年 2 月 24 日（木）～ 2月 26 日（土）2泊 3日　　　　　

日　　程：2/24　集合（AM7:30）横浜駅西口より鶴屋町 3丁目交差点先　ソレイユ台町前（詳細は参加者へ連絡）

　　　　　　　　～ホテル着 (着替え )～フリー or レッスン（PM）

　　　　　2/25　 フリー or レッスン（AM）～バッジテスト（PM）～懇親会＆反省会（夜）

　　　　　2/26　 フリースキー（AM）～ホテル出発（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でも参加できます。

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

総 費 用：36,000 円（宿泊代 2泊 3日 2朝食・2夕食、全日リフト券付き、バス代分）

　　　　　※受験料・バッジ代・認定料は別途。  ※新規会員の方は別途会費 1000 円要。

　　　　　※費用は現時点での見込額です。最新情報は SIK_ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（https://sik.arts-k.com/）で確認ください。　

募集人員：40 名（参加人数によっては中止する場合があります）

交　　通：往復バス

参加資格：指導員会会員（新規参加の方は会費 1000 円にて自動的に指導員会会員となります）。

講　　師：神奈川県スキー指導員会所属の全日本スキー連盟公認スキー指導員

　　　　　※希望者には本間 尚先生（元 SAJ 検定委員長、SAJ 専門委員、SAJ デモ）のレッスンが神奈川県スキー

　　　　　　指導員会会員特別割引料金で受けられます。

申込み書送付先：神奈川県スキー指導員会　　〒 221-0834　横浜市神奈川区台町 16 ｰ 1  ソレイユ台町 407

　　　　　　　　FAX　045-324-6966　　電話　045-311-8907　申し込み締め切り：2022 年 2 月 3 日（木）必着　

　　　　　　　　※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。

問合せ先：土橋 竜太郎（携帯）090-6008-7912

　　　　　佐藤 精一   （携帯）090-6034-2886（電話 FAX）042-782-6533 （メール）satosmk2020@jcom.zaq.ne.jp

神奈川県スキー指導員会　行事 No.5

期　　日：2022 年 3 月 12 日（土）～ 14 日（月）２泊３日 /又は～ 13 日（日）1泊 2日

日　　程：3/12　集合（AM7:30）　厳守　横浜駅西口　県連事務所前　SIK 専用貸切マイクロバスです。

　　　　　　　 8:00 出発～宿舎着替え　～ハンターマウンテン塩原スキー場 ( ﾌﾘｰｽｷ -) (PM) ～宿舎　夕食

　　　　　3/13 宿舎～ハンタマ塩原スキー場 ( ﾌﾘｰｽｷ -) ( 終日 ) ～宿舎　夕食

　　　　　　　　（1泊２日ｽｷｰの方はおおるり PM5:05 発　路線ﾊﾞｽ PM5:20 発⇒西那須野⇒

　　　　　　　 上野東京ﾗｲﾝ普通列車ｸﾞﾘｰﾝで座って車内宴会⇒横浜 PM9:19 着。運賃別途大人 5150 円）

　　　　　3/14 宿舎～ハンタマスキー場(ﾌﾘｰｽｷ-) (AM)～宿出発(AM12:30発)～横浜西口第二バス乗り場野村証券前着(PM5:00）

会　　場：ハンターマウンテン塩原

宿　　舎：ホテルおおるり　「イワナのホイル焼き」又は「ロブスターの黄金焼き」

　　　　　〒 329-2921 栃木県那須塩原市塩原 815-3　TEL0287-32-5500

総 費 用：23,000 円（宿泊代 2泊 3日 2朝食・2夕食、バス代分）

　　　　　※新規会員の方は別途会費 1000 円要。(1 泊 2 日は 6,000 円引き )　※団体リフト券 /貸スキー割引あり

　　　　　※費用は現時点での見込額です。最新情報は SIK_ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（https://sik.arts-k.com/）で確認ください。　

募集人員：４０名（参加人数によっては中止する場合があります）

交　　通：往復貸切の「光観光バス」となります。

参加資格：指導員会会員（新規参加の方は会費 1000 円にて自動的に指導員会会員となります）。

講　　師：神奈川県スキー指導員会所属の全日本スキー連盟公認スキー指導員

申込み書送付先：神奈川県スキー指導員会　　〒 221-0834　横浜市神奈川区台町 16 ｰ 1  ソレイユ台町 407

　　　　　　　　FAX　045-324-6966　　電話　045-311-8907　申し込み締め切り：2022 年 2 月 17 日（木）必着　

　　　　　　　　※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。

問合せ先 :藤木　昇（携帯）070-5597-3118（電話・FAX）045-774-8155　 　原田　実（携帯）090-7820-7578

最高の雪のハンタマです。人工雪で最高に整備されたハンタマのゲレンデを、ゴンドラを使って思う

存分滑りましょう。宿では各所の温泉に浸かり　カラオケを楽しもう！！ (予定です )

企画　神奈川県スキー指導員会　   　後援　(公財 )神奈川県スキー連盟

9

企画　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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神奈川県スキー指導員会　行事 No.6

日　　程：2022 年 3 月 26 日（土）～ 27 日（日）1泊 2日 　現地集合・現地解散
          3/26　受　付：スカイパークホテル B1（9:00 ～ 12:00）：現地集合
　　　　　　　　　　　　受付でビブとリフト券引き換えに参加費をお支払いください。
　　　　　　　　開講式：スカイプラザ前ゲレンデ（13:00 ～）レッスン /ポール練習 /甘酒・ジュース配布他
　　　　　　　　パーティー・選手会：スカイプラザ 2F（17:30 ～ 20:00、パーティーにはビブを持参ください）
　　　　　3/27　GS 大会：（10:30 ～）GS １本 /表彰式・解散（12 時頃）
　　　　　　　　※全日程フリースキーでも参加できます。 ※大会のみの参加も受け付けます（ご相談ください）

　　　　　　　　※本年より指導員会フェスティバルの参加者に、指導者研修会・クリニックの単位の付与が
　　　　　　　　　が認められなくなりましたので、ご注意ください
会　　場：車山高原 SKYPARK スキー場
宿　　舎：車山高原スカイパークホテル　〒 391-0301 長野県茅野市車山高原　TEL 0266-68-2221
総 費 用：1泊 2日 2食、リフト 2日券、パーティー代、大会参加費込み
　　　　　大人（中学生以上）　17,500 円　（追加　前泊 2食付：9,000 円　前半泊朝食付：6,000 円）
　　　　　小学生以下　　 　　10,500 円　（追加　前泊 2食付：7,000 円　前半泊朝食付：5,000 円）
　　　　　リフト券 ･寝具不要の幼児は無料（朝食・夕食が必要な場合はホテルへ）
　　　　　※新規会員の方は別途会費 1000 円要。
　　　　  ※費用は現時点での見込額です。最新情報は SIK_ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで確認ください（https://sik.arts-k.com/）。
　　　　　※指導員会フェスティバルの参加費は現地でいただきます（振込はしないでください）。
募集人員：150 名（満員になり次第締切り）
参加資格：指導員会会員（新規参加の方は会費 1000 円にて自動的に指導員会会員となります）。
特　　典：スキーレッスン、ポール練習、キッズパーク、スノーシュー、そり、プール無料。
申込み書送付先：神奈川県スキー指導員会　　〒 221-0834　横浜市神奈川区台町 16 ｰ 1  ソレイユ台町 407
　　　　　　　　FAX　045-324-6966　　電話　045-311-8907　申し込み締め切り：2022 年 3 月 17 日（木）必着　
　　　　　　　　※申込み受け付けの確認はホームページにアップさせていただきます。
問合せ先 :川田 光代　携帯　090-3060-1167　メール　shinsei-m@ked.biglobe.ne.jp
　　　　　筑田 則和　携帯　090-1439-6399

     （公財）神奈川県スキー連盟研修会コラボ行事
企画　神奈川県スキー指導員会　   　後援　(公財 )神奈川県スキー連盟

神奈川県スキー指導員会　行事 No. ①

日　　程：2022 年 4 月 2 日（土）～ 3日（日）1 泊 2 日 　
　　　　　4/2 　現地集合受付　プメミェール箕輪メインロビー（受付ＡＭ 12：30 ～ 13：00）
　　　　　　　　13:00 ～ 15:30　開会式後  1050 ～ 1500m のゲレンデで懇親滑走
　　　　　　　　20:00 ～        懇親会
　　　　　4/3　 フリースキー /流れ解散
会　　場：箕輪スキー場　　℡ 0242-64-3377 
宿　　舎：ホテルプルミエール箕輪　1泊 2食　〒 969-2751 福島島県耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山国有林 194 林班
                                                       福島駅西口よりシャトルバス 1,000 円 ( 予約制 )
参加料金：3,000 円 ( 懇親会費他 )　 宿泊費　未定　円
募集人員：30 名（満員になり次第締切り）
参加資格：指導員会会員とその家族・友人
申し込み：　3月 11 日（金）迄。
担　　当 :藤木　昇　(携帯 ) 070-5597-3118　(FAX) 045-774-8155　( ﾒｰﾙ ) nobfjk@b03.itscom.net

　
企画　日本スキー指導者協会 (SIJ)　   　後援　神奈川県スキー指導員会 (SIK)

各県の指導員仲間と親睦を深め、シーズン最後の春スキーを楽しもう

　　　　　　　　　　　　　　日本スキー指導者協会主催の他行事のおしらせ
・第 27 回日本スキー指導者協会 親睦ゴルフ大会　　各県より懇親会の宿泊を含め多数参加されます。
　　　2021/10/23 日 ( 土 ) 懇親会 (前夜祭 ) 18:00 ～ 20:00 3,300 円 宿泊 クラブホテル朝食付 4,180 円～
　　　2021/10/24 日 ( 日 ) ゴルフ大会 ｽﾀｰﾄ 8:00 ～　18 組　参加費 3,000 円　ｺﾞﾙﾌ会費 11,000 円
　　　場　所　那須カントリークラブ　〒 329-3215 栃木県那須郡那須町寺子乙 677-28
　　　締　切　9月 27 日（月）　     問合せ先　上記担当　藤木　昇　迄
・第 20 回みんなで行こうスキー大学　スキー大学第 1会場 ルスツリゾートｽｷｰ場 指導員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟに !
　　　日　程　2022/1/7 日 ( 金 ) ～ 10 日 ( 月 ) 往復航空機・ﾎﾃﾙ送迎付 3泊 3朝食 相部屋 (相日程、参加料共未定 )
　　　宿　舎　ルスツリゾートホテル　〒 048-1711　北海道虻田郡留寿都村字泉川 13　TEL 0136-46-3331
　　　締　切　2021/11/18 日（木）　大学参加はシクミネット申込　問合せ先　担当　藤木　昇迄

日本スキー指導者協会企画の「2022 SIJ 懇親スキーフェスティバル ( 福島 )」に合流し、各県の指導員
やスキー仲間と共に箕輪スキー場を滑るツアーに参加しましょう。夜はホテルプルミエール箕輪の天然
の超・軟水の湯・露天風呂にのんびりひたり、夜は懇親会でお国自慢に盛り上がろう！！

10
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　　　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、ご参加下さるよう心からお待ち申し上げています。
　　　親睦ですので何方でも参加できます（会員以外の方参加可）。
      
日　　程：2022 年 5 月 19 日（木）（集合 7：10　スタート 8：00）
会　　場：上野原カントリークラブ　　山梨県上野原市上野原 6887　 TEL　0554-63-2525
会　　費：14,700 円（1Ｒフィ、キャディフィ、昼食、朝練習場無料、税込）
参 加 費： 3,500 円（パーティ、賞品、その他）
募集人員：52 名 /13 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。）
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。）
交　　通：各自現地集合
申 込 み：2022 年 5 月 7 日（土）必着　※下記担当者へ
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 12 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く
　　　　　　　ださい。
　　　　　⇒　参加される方は、ゴルファー保険等の傷害保険に各自で加入ください。
担　　当 :連絡は昼間にお願いします。
　　　　　酒井 祐一郎　（携帯）　090-3450-2304　  （自宅 電話）0467-53-4087 （FAX）0467-53-4087
　　　　　筑田　則和 　（携帯）　090-1439-6399　  （自宅 電話） 0468-49-7492

企画　神奈川県スキー指導員会　   　後援　(公財 )神奈川県スキー連盟

神奈川県スキー指導員会　行事 No.7

春
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オーナーはスキーの達⼈
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妙高高原 
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神奈川県スキー指導員会　行事 No.A

日　　程：2021 年 1 月 16 日（土）　　　　　

会　　場：長野県 / 富士見パノラマリゾート　　　https://www.fujimipanorama.com/snow/

　　　　　〒 399-0211　長野県諏訪郡富士見 6666-703　　TEL 0266-62-5666

参 加 費：昨年参考料金 小人 13,500 円　大人 15,500 円 （交通費、講習、リフト代含む、昼食付「スノーヴァ新横浜」で 一括受付） 

検定代無料。スキ－をしない大人・小人 7,000 円（昼食付） 注）：小学 2年生以下は、保護者同伴でお願いします。

募集人員：（先着順 /最少催行人数　25 名）　　交　通：往復貸切バス１台

出　　発：スノ－ヴァ新横浜と鶴屋町 3丁目交差点先　ソレイユ台町前（詳細は参加者へ連絡）

レッスン：(公財 )全日本スキ－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。

神奈川県スキー指導員会　行事 No.B

日　　程：2021 年 3 月 13 日（土）～ 14 日（日）１泊２日 

会　　場：長野県 / 小海リエックス・スキーバレ－　　http://www.reex.co.jp/KOUMI/SKI/

　　　　　〒 384-11031　長野県南佐久郡小海町松原湖高原　　ＴＥＬ　0267-93-2211

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 費：昨年参考料金 小人 32,000 円　大人 35,000 円。 検定代無料

          （1 朝食、2昼食、1夕食、交通費、講習、リフト代含む「スノーヴァ新横浜」で一括受付） 

募集人員：４０名（先着順 /最少催行人数　２５名）　　交　通：往復貸切バス１台）

出　　発：スノ－ヴァ新横浜と鶴屋町 3丁目交差点先　ソレイユ台町前（詳細は参加者へ連絡）

レッスン：(公財 )全日本スキ－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。

企　　画：スノ－ヴァ新横浜／エバ－スノ－横浜ＳＣ

協　　力：（公財）神奈川県スキ－連盟／神奈川県スキ－指導員会 （SIK）

ジュニアスキーの参加・申込み等の詳細につきましてはスノ－ヴァ新横浜 ジュニアスキ－ツア－係
（TEL045-570-4141）にお問い合わせください。
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　「おー、カーラ。今年はスキーの行事がみんな
中止になったけれど、行く予定だった小海リエッ
クスに行くか！良いところだぞ」って、おじい
ちゃんに連れてってもらいました。あたしの名
前は迦楼羅。中 1 です。「かるら」って読むの。
神様の鳥という由緒ある名前なのよ。スキー歴
は小学校以前から。もうじき１級がとれそうな
２級です。
　車で横浜から 3 時間ちょっとで到着します。
泊まるのはベランダの手すりが木でできてる山
荘風の大きな感じいいホテルです。地下の乾燥
室に降りて更衣室で着替え、さっそくゲレンデ
へ。なんとドアを開けるとそのままゲレンデへ
降りられたの！これはとても楽だったわ。
　「この辺りの八ヶ岳周辺のスキー場はみんな雪
が固いんだ」とおじいちゃんは言います。練習
になるから、固い雪を嫌がってはいけないって。
クワッドリフトで上がる途中、左に富士山がくっ
きり。近いんだなぁ、かなり大きく見えました。
クワッド降りたらほぼ山頂。標高 1400m 以上か
な。まだ上に行くリフトが１本あるけど、今は
動かしてない日が多いんだって。凍って固いバー
ンのなだらかな斜面を少し行くと、ちょっと手
ごわそうな、でも気持ちよさそうな中急斜面が
開けていました。やや左正面に白く大きく見え
るのは浅間山だそうです。おじいちゃんは、「ター
ンのつなぎめで斜面に垂直になるよう荷重を落
として、あとはしっかり谷足荷重だぞ」、と指示
して下ってしまいました。あたしも負けてない
よ。人は少ないし気持ちいいわー。途中に平ら
なところがあって、おじいちゃんはそこでゲレ
ンデを見上げて待っていてくれました。よく見
えるから迷子にならないの。３００mくらい下っ
て、その後はゆるい斜面を通過して、もう一回
急な斜面を下ると最初のクワッド乗り場です。1
回でかなり滑れましたね。
　3 本滑って、こんどは急斜面に行こうと左側
へまわると、きゃあー！ 30 度以上の整備され
てるけど固そうな斜面に出ました。おじいちゃ
んも慎重に降りて、あたしもなんとか降りられ
ました。急斜面って怖いけれど、降りきったら
タッセイカンがあります。
　途中からは競技の人たちがポール練習してい
ました。あたしと同じくらいの子もいて、さす

が競技は迫力ありますね。怖いけどいつかやっ
てみようかな。下まで降りると広いちびっ子ゲ
レンデ。リフトもゆっくりみたいで小さい子供
も楽しそうに滑っていました。このコースもク
ワッド乗り場に戻れるようになっています。
　午後は途中から右に下るコースにも行きまし
た。さっきの急斜面の下部に合流します。よこ
にはコブ斜面もあって、すこしおじいちゃんと
チャレンジ。歳だからコブはきついそうです。
コブって難しいね。
　３時には、もう十分滑ったから大満足。ちょっ
と早いけれど本日は終了。さっきのコースを途
中から右に少し登って細い道をちょっと行った
ら、朝のスタート地点のホテル入り口に戻れま
した。行きも帰りもこれはとても楽。スキー場
直結なのね。
　これから楽しみにしていたウエルカムケーキ
食べ放題のお時間です。窓から見える白樺林の
景色が素敵なラウンジで、コーヒー 3 杯も飲ん
で、シャトレーゼの可愛らしいケーキ、８種類
以上あったかな、全部制覇しました！
　お部屋に行ったら、椅子やカーテンがなんか
格調高い感じなの。でもホテルは全体的に少し
古びてるかなって印象だけどね。
　おじいちゃん「温泉行くぞ、途中が寒いぞっ」っ
てなに？
なんと一旦ホテルを出て 100m くらい歩いた別
棟なのでした。でもこれが良かったぁー。零下
10 度の中の露天風呂！木のお風呂と石の湯舟が
あって男女日替わり。どっちもいい感じだった
けど私は浅間山が見える木のほうが気に入りま
した。

かるらちゃんの体験記
　　　in 小海リエックス
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　夏の最中、自然たっぷりの秦野戸川公園に
行ってきました。この公園は、丹沢の山々に
囲まれた場所にあるのですが、車でアクセス
し易く駐車場も広く人気の場所ではないか
な？と思っています。私が訪れた理由は「暑
い夏を避けるため」というよりも、たまには
出かけるゾ！という思いからでした。

　この公園は丹沢登山口としても知られてい
て、登山目的で車やバスで訪れる方が多いよ
うです。またこの公園は、川を挟んで森が広
がっていてキャンプ場があったり川では川遊
びやバーベキューができる場所があったりと、
家族や仲間同士で楽しめる場所になっていま
す。
川にかかる " 橋 " は立派で、ランドマーク的
な存在になっています。橋の形から斜張橋と
いう形の橋ですね。とても目立ちます。

　公園について何をしたのか？というと、た
だ小鳥のさえずりを聞いていただけで、”
ボーッ”としていただけです。でもリラック
スできる場所でとても好きな場所です。
　
　今年はオリンピックがありましたね。その
中でクライミング競技がありましたが、その
クライミングができる施設が、この秦野戸川
公園内にもあるんです。すごいですね。
ちょうど競技が行われていて、近くにいくこ
とはできませんでしたが、興味のある方は出
かけてみてはいかがでしょうか？

　まだまだ仲間同士でお出かけするのが難し
い状態が続きそうですが、楽しく冬を迎えま
しょう。

神奈川県立

秦野戸川公園
はだのとかわこうえん

　温泉では今度はアイス食べ放題なの。入る前
に水分とった方が良いからと、サックサクのア
イスバー 1本、これもよかったな。
夕飯は、品数豊富なバイキングです。高原レタ
スのしゃぶしゃぶ、わかさぎ、なんて地元の産
物もあるし、ボリューム十分でした。デザート
に5～6種類あったヨーグルト3つも食べちゃっ

た。 朝もまた温泉でスタート。美味しい朝ごは
んをたっぷりいただいて、また滑って。
　すごく楽しくて充実した二日間でした。来年
も行きたいな。じゃあね

（この少女とおじいちゃんは何者なのか？　読者
の皆様詮索しないで下さいね）

　勝手に神奈川観光紹介では、神奈川の良いところを紹介していきます。

　皆さんの好きな場所があれば、ぜひ紹介してください。
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伊勢原市スキー協会

　山とスキーの会

関屋
　好治

　週末のリフト待ちが 30 分以上は当たり前のスキーブーム時代に学生
だった私は、２シーズン程の経験でシュテムらしきものが出来たレベル
だったと、当時を思い出します。社会人になったとたん、スキーどころで
はなくなり、国内 11 か所、海外２か国 21 年にも及んだ駐在勤務から帰国
したのが 65 歳。会社人生から一転、毎日が日曜日になりました。そんな
折、小学校～大学までのクラス会に参加して、昔スキーを一緒に楽しんだ
友人 K.I. 氏に再会し、それ以来 “冬はスキー”三昧になり、いまだに続
いています。
5 年程スキーを楽しんでいたある日、同じ目的地のヨーロッパ・スキーツ
アーに行かれる、2 代前の会長、大山重彦氏に成田空港で偶然お会いしま
した。　その場で同行の友人と共に「神奈川県スキー指導委員会」に誘っ
て頂き、今日まで諸行事に参加、大変楽しませていただいております。

荒井　三紀子

　そんな私が、バリバリ基礎スキーオタクの集まるクラブに飛び込んだ日から、運命が決められて
いました。所属する「エバースノー横浜ＳＣ」は、「スノーヴァ新横浜」でオフシーズン講習会を開
催しており、徒歩圏内に住むため、いい機会と参加したのが始まりです。そしてアッという間に雰
囲気に流され（？）バッジテストを受け、1 級を取得。縁あって指導員会にも入会し、スノーヴァ
で開催されるジュニアスキー講習会を手伝うように。子どもに教えるうち、無資格では親御さんも
納得されないに違いないと、2019 年度の認定指導員を受けることにしました。
　ところがコロナで検定が中止に。この年の養成講習や横浜市スキー協会のサポート会で練習を重
ねるうち、周囲から準指を受けたら？と勧められ、2020 年度は準指を受けることを決意。前年度の
認定指導員検定が（2021 年）1 月にあり、準指の予行演習にいいな、という目論見もありました。
しかし再びコロナで 1 月の検定が延期に。2020 年度の準指受験と同じ日に重なったため認定はキャ
ンセル、結局準指 1 本を受けることになりました。そんな中、モチベーションを保てず受検を取り
やめる（特例措置で来年に持ち越し可能）人もでました。が、私は練習時間が増えたことをむしろ
喜びました。練習仲間がたくさんできたことが、何より大きかった！他者の滑りと比較する中で目
が養われ、のびた時間はむしろ貴重な宝物となりました。検定終了直後や合格発表のときも、多く
の仲間と喜びを共有できたことも、この上ない喜びでした。この 2 年、これまでに経験したことの
ない緊張感を味わいましたが、挑戦してよかったと今では思っています。

横浜スキー協会

　エバースノー横浜ＳＣ

　友人とは数年間、日本、ヨーロッパ、カナダと名だたるスキー場をめぐり、ただ滑りを楽しむだ
けでした。　- - - しかし、楽しむだけのスキーではなく、目標を持とうと考え始め　- - - 技術
検定 1 級合格を目指して技術を磨く事を 2 人で決意し、以降彼のアドバイスを受けながら、基礎ス
キー技術研鑽に取り組んでいます。　その結果、2 級 (2016)、1 級 (2019) を取得でき、今年の最高
齢受験者（78 歳）でしたが、“(2020 年度 )認定指導員”に合格する事が出来ました。　- - - 年齢
は関係ない ‼　滑走技術は斜面落下時の体重移動に伴う重力配分とバランス、それらの複合ベクト
ル。進化し続けるスキー板の特性等も考えた“物理”の世界なので、頭を使えばどんどん進歩する
‼　- - - これまでとは違った達成感を感じています。　
この紙面をお借りして、検定受験を決めてから、数々の講習会でご指導いただいた、神奈川県スキー
連盟、神奈川県スキー指導委員会、伊勢原市スキー協会・山とスキーの会の皆様に厚く御礼申し上
げます。

　「私とスキー・そして「認定指導員合格」への軌跡」

　「なんで私が準指受検？」

　約 20 年ぶりにスキーを再開したときには、
思いもよらないことでした。バッジテストは
過去 1 回も受けたことがなく、カムバックス
キーヤーとして 6 年前にスキークラブに入っ
たときも、検定受けなきゃダメ？と周囲に聞
くほどでした。
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COME HERE!!COME HERE!!COME HERE!!
TANGRAM MADARAOTANGRAM MADARAOTANGRAM MADARAO

　　、　　、滑る 遊ぶ 泊まるがひとつになった

ホテル一体型の
スノーリゾート

上信越自動車道
信濃町I.Cまたは
妙高高原I.Cから

約10km

20分

初級～上級まで
バリエーション豊富な
ツリーランコース

信州タングラム斑尾タングラム斑尾
まだらお

翼がうまれる翼がうまれる翼がうまれる
タングラム、

斑尾高原スキー場
の

両方を滑れる!!

宿泊予約は3ヶ月前
同日より開始いたし

ます！！
宿泊予約は3ヶ月前

同日より開始いたし
ます！！斑尾山共通リフト
券付き！

Madarao Powder

CAR 上信越自動車道信濃町I.C、または妙高高原I.Cから約10km20分
JR JR長野駅、しなの鉄道黒姫駅よりバス運行。JR飯山駅より路線バス運行。〒389-1302 長野県上水内郡信濃町古海3575-8

TEL.026-258-3511ホテルタングラムご予約・お問合せは
詳しくはホームページ

タングラム

橋本　翼

大和市スキー協会

　まつりスキークラブ

　はじめにまず、今回コロナ禍の中で、検定会を開催していただけたこ
と、スキー場の関係者並びに神奈川県スキー連盟の関係者の皆様に感謝
申し上げます。
全部で 3 回の延期の連絡を受け、4 度目の日程で、様々な感染症対策を
していただき、開催できたことを嬉しく思います。そしてご指導いただ
いた皆様、開催にご協力いただいた皆様のおかげで無事に合格すること
ができました。ありがとうございました。これからも、ご指導いただい
た皆様のように素晴らし指導員になれるよう精進いたします。
私がスキーを始めたのは 2 歳の頃です。両親の影響でスキーを始め、物
心つく前から今回の検定会場であった車山スキー場も滑っていました。
小、中学生の頃はポール競技を行い、高校生の頃にバッチテスト 1 級を
取得したことをきっかけに準指導員取得を目指しました。
準指導員取得を目指すにあたって大変だったことが 2 つありました。1 つ目は学業との両立です。
自分は現在大学生であるため、平日は学校へ行き、休日はアルバイトをしていました。そのため、
2月の一番滑り込めるシーズンはテスト勉強との両立が大変でした。
もう 1 つ大変だったことは、モチベーションの維持です。昨年よりコロナウイルスの影響で延期
を余儀なくされ、今年度も同じ理由で 1 か月ごとの延期になりました。やり場のない悔しさがあ
りますが、誰のせいでもなく、無事開催される日を待ち望んでいました。実際に開催できたのが
3月になってしまい、雪が残っているか心配もありました。
そんな波乱に満ちた受検になりましたが、結果は皆様のご協力のおかげで合格できたこと、大変
うれしく思います。まだまだ未熟ですが、これからも沢山チャレンジして頑張っていきます。

　「一年越しの準指導員検定」
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綿 100%

［ ホワイト ]

［ ホワイト ]

［ ブラック ] ［ レッド ]

［ ネイビー ] ［ 杢グレー ]

NEW
ITEMS

綿60％、ポリエステル40％、鹿の子

サイズ

素　材（生地）

●男女兼用普通サイズ
　約 372 mm X 140mm（耳紐含む）
●男女兼用小さめサイズ
　約 333 mm X 130mm（耳紐含む）

ポリエステル｜ポリウレタン

SIK-000 指導員ネームプレート

SIK-019 ポリウレタン素材の採用で顔にフィットしやすい人気のマスク2枚セット。

SIK-015 ランドリーバッグ！

サイズ

素　材（生地）

W42cm　H53cm

ナイロン 100%

SIK-013 ドライカノコポロシャツ ドライ機能と消臭糸を使用した、着心地の良いこだわりのポロシャツ

SIK-018 ジップアップライトパーカー

SIK-003 ソフトシェルジャケット 透湿防水性に優れたストレッチ素材！

カジュアルに着こなせる２重フード！

￥３,000-

SIK-001 Tシャツ 着心地や素材感にこだわった上質な素材！

UV カット対応で、肌触りの良く、顔
にフィットしやすい素材を使用して
います。 ロゴマークや地柄は昇華転
写にて鮮やかに印刷されています。 
雪柄模様の地と白の地、２柄でのセッ
ト販売となります。

神奈川県スキー指導員会プレミアムグッズ販売

※ご注文は、専用注文書からお願いします。

※チーム対応可能（10 枚～協会名やクラブ名を入れられます。）

※チーム対応可能（10 枚～協会名やクラブ名を入れられます。）

※チーム対応可能（10 枚～協会名やクラブ名を入れられます。）

※チーム対応可能（10 枚～協会名やクラブ名を入れられます。）

※チーム対応可能（10 枚～協会名やクラブ名を入れられます。）

※チーム名等指定プリント位置

（1 色プリント）

注）普通サイズと小さめサイズの組合わせ不可注）「新型コロナウィルス飛沫防止、感染（侵入）を完全に防ぐ製品ではあいません。

●雪柄の製品

●雪柄

●白地

※本体カラーにより
プリントデザインが異なります！

※チーム名等指定プリント位置
1 色プリント
代金 1000 円プラス

※チーム名等
指定プリント位置
1 色プリント
代金 1000 円プラス

※チーム名等指定刺繍位置（1 色刺繍）

※チーム名等指定刺繍位置　左袖（1 色刺繍）代金８00 円プラス　

KANAGAWA SC

※販売価格には、消費税及び送料が含まれた金額になります。

代金８00 円プラス

代金８00 円プラス

S ｜身丈 61cm　身幅 50cm
M ｜身丈 69cm　身幅 52cm
L ｜身丈 73cm　身幅 55cm
XL｜身丈 77cm　身幅 58cm

S ｜身丈 66cm　身幅 52cm
M ｜身丈 69cm　身幅 56cm
L ｜身丈 72cm　身幅 60cm
XL｜身丈 75cm　身幅 64cm

S ｜身丈 64cm　身幅 46cm
M ｜身丈 68cm　身幅 50cm
L ｜身丈 71cm　身幅 54cm
XL｜身丈 75cm　身幅 58cm

S ｜身丈 64cm　身幅 47cm
M ｜身丈 67cm　身幅 50cm
L ｜身丈 70cm　身幅 53cm
XL｜身丈 73cm　身幅 56cm

［左胸 ワッペン］

［右袖 プリント］

しなやかで軽量なナイロン素材の巾着型のランドリーバッグ！

W80mm X H35mm

アクリル透明 2.0t

税込販売価格

￥7,500-税込販売価格

￥4,500-税込販売価格

￥5,500-税込販売価格

￥1,800-税込販売価格

￥1,500-税込販売価格

￥3,500-税込販売価格

値下げいたしました！

FootProStation 
フットプロ　ステーション ブーツチューンとインソールのお店
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Ski resort
スキー場

スノーヴァ新横浜　TEL 045-570-4141

富士見パノラマリゾート
●リフト1日券が通常料金より大人 500円 /
　 シニア400円割引( 子供割引無し）
　本人含め同伴者5名まで割引対象。
　他の割引券との併用不可
　https://www.fujimipanorama.com/

●リフト 1 日券   
　大　人  3,100 円 →2,700 円
　シニア  2,300 円 →1,900 円（60 才以上）
　http://hakkai36.com

八海山麓スキー場

タングラムスキーサーカス

マリンスポーツ

Marine Sports

●リフト1日券   大人 ￥4,300→￥3,000
シニアも同額
https://www.tangram.jp/　　　　　　　

シルフィードクラブ （湘南江ノ島）★ＮＥＷ★
　https://sylphideclub.jp/
　SUP(スタンドアップパドルボード )、サー
　フィン、ウィンドサーフィンの初級スクール
　レッスン料金20％OFF(例えば通常￥6,500
　⇒￥5,200)
　（用具一式・ウェットスーツ・ライフジャケッ
　ト・講　習料・ロッカー・シャワー
　使用含む）　
　レンタル 20％OFF※同伴者も同一特典

　HP またはお電話からお申込みの際に
　「神奈川県スキー指導員会会員」と伝えて
　ください。         
　神奈川県藤沢市片瀬海岸 1-12-9
　電話：0466-22-2511
　（小田急片瀬江ノ島駅より徒歩 4 分）

　湘南ならでは SUP波乗り！駐車場割引有り　　

神立スノーリゾート
http://www.kandatsu.com/
※21/22 シーズンについては確認中です。決定後
に SIK ホームページに掲載します。

●SIK会員の「身近な家族・仲間」を「身近な
　ゲレンデ」にお連れしよう
　https://www.snovashinyoko.co.jp
　横浜市鶴見区梶山1-2-43
①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」
②フルセットレンタル〔スキーセット上下/グ
　ローブ〕が特別割引
　(通常￥3,000→￥1,500)手ぶらでどうぞ！

会員特典の紹介
2021～2022　指導員会●会員特典

最新情報は https://sik.arts-k.com

ニュー･グリーンピア津南
https://new-greenpia.com/

車山高原 SKYPARK スキー場
●リフト 1 日券   
　大　人  4,800 円 →3,500 円
　シニア  4,200 円 →3,500 円（ 55 才以上）
　小学生   2,800 円 →2,500 円

お一人様1泊2食（平 日）12,700円
お一人様1泊2食（休前日）16,700円

（いずれも入湯税100円別） 
特 典：滞在中リフト券付き 
 〈子供料金〉小学生70％・3才～幼児50％
お問い合わせ・ご予約はお電話にて「神奈
川県スキー指導員会会員」とお伝えくださ
い。） ホテル予約係 TEL 025-765-4611 　
　　　　　　　　   FAX 025-765-4620

●

ニュー･グリーンピア津南

●

富士見パノラマリゾート

ピュアスポーツ（湘南江ノ島）
●マリンスポーツ３種　
　ＳＵＰ（スタンドアップパドルボード) /
　ウインドサーフィン」の初級スクール
　（体験レッスン）
　20％ OFF　通常￥5500→￥4400（税込）
　（用具一式・ウェットスーツ・ライフジャケット・
　講習料・ロッカー使用・シャワー使用含む）
　駐車場割引有り
　神奈川県藤沢市片瀬海岸1-11-13
　TEL0466-28-7311　FAX0466-24-6109
　http://pure-sp.com
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Ski resort
スキー場

スノーヴァ新横浜　TEL 045-570-4141

富士見パノラマリゾート
●リフト1日券が通常料金より大人 500円 /
　 シニア400円割引( 子供割引無し）
　本人含め同伴者5名まで割引対象。
　他の割引券との併用不可
　https://www.fujimipanorama.com/

●リフト 1 日券   
　大　人  3,100 円 →2,700 円
　シニア  2,300 円 →1,900 円（60 才以上）
　http://hakkai36.com

八海山麓スキー場

タングラムスキーサーカス

マリンスポーツ

Marine Sports

●リフト1日券   大人 ￥4,300→￥3,000
シニアも同額
https://www.tangram.jp/　　　　　　　

シルフィードクラブ （湘南江ノ島）★ＮＥＷ★
　https://sylphideclub.jp/
　SUP(スタンドアップパドルボード )、サー
　フィン、ウィンドサーフィンの初級スクール
　レッスン料金20％OFF(例えば通常￥6,500
　⇒￥5,200)
　（用具一式・ウェットスーツ・ライフジャケッ
　ト・講　習料・ロッカー・シャワー
　使用含む）　
　レンタル 20％OFF※同伴者も同一特典

　HP またはお電話からお申込みの際に
　「神奈川県スキー指導員会会員」と伝えて
　ください。         
　神奈川県藤沢市片瀬海岸 1-12-9
　電話：0466-22-2511
　（小田急片瀬江ノ島駅より徒歩 4 分）

　湘南ならでは SUP波乗り！駐車場割引有り　　

神立スノーリゾート
http://www.kandatsu.com/
※21/22 シーズンについては確認中です。決定後
に SIK ホームページに掲載します。

●SIK会員の「身近な家族・仲間」を「身近な
　ゲレンデ」にお連れしよう
　https://www.snovashinyoko.co.jp
　横浜市鶴見区梶山1-2-43
①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」
②フルセットレンタル〔スキーセット上下/グ
　ローブ〕が特別割引
　(通常￥3,000→￥1,500)手ぶらでどうぞ！

会員特典の紹介
2021～2022　指導員会●会員特典

最新情報は https://sik.arts-k.com

ニュー･グリーンピア津南
https://new-greenpia.com/

車山高原 SKYPARK スキー場
●リフト 1 日券   
　大　人  4,800 円 →3,500 円
　シニア  4,200 円 →3,500 円（ 55 才以上）
　小学生   2,800 円 →2,500 円

お一人様1泊2食（平 日）12,700円
お一人様1泊2食（休前日）16,700円

（いずれも入湯税100円別） 
特 典：滞在中リフト券付き 
 〈子供料金〉小学生70％・3才～幼児50％
お問い合わせ・ご予約はお電話にて「神奈
川県スキー指導員会会員」とお伝えくださ
い。） ホテル予約係 TEL 025-765-4611 　
　　　　　　　　   FAX 025-765-4620

●

ニュー･グリーンピア津南

●

富士見パノラマリゾート

ピュアスポーツ（湘南江ノ島）
●マリンスポーツ３種　
　ＳＵＰ（スタンドアップパドルボード) /
　ウインドサーフィン」の初級スクール
　（体験レッスン）
　20％ OFF　通常￥5500→￥4400（税込）
　（用具一式・ウェットスーツ・ライフジャケット・
　講習料・ロッカー使用・シャワー使用含む）
　駐車場割引有り
　神奈川県藤沢市片瀬海岸1-11-13
　TEL0466-28-7311　FAX0466-24-6109
　http://pure-sp.com

ひとりでこっそり練習して２級１級バッヂ取得を目指すスキーヤーを
コソ練者（通称コソレンジャー）と呼んでます。

★特典内容★
①空いてる平日（木、金曜日）午後の２Hr
　を利用して年間通じてコソ練できます。
　初心者からＯＫ。
②少人数制（各回３名迄）で、レベルアッ
　プに向けたポイントをアドバイス。
③講師はＳＩＫバンク登録会員経験者等
　の有志複数名が担当します。
④ＳＩＫ会員/賛助会員は”無料”で何度で
　も受講できます。（施設利用料等は別
　途必要）
⑤レンタルセット〔スキーセット/ウェア上
　下/グローブ〕が
　特別割引（通常￥3000→￥1500）　
　てぶらでOK
日時：木曜か金曜の午後（１２時～１６時
の間２時間）を基本とします。受講者ニー
ズと講師都合とで柔軟に対応しますので
お気軽に相談ください。

　場　　所　
「スノーヴァ新横浜」

横浜市鶴見区梶山1-2-43

ＳＮＯＶＡコソレンジャー
平日に開催してます！

https://www.snovashinyoko.co.jp
TEL 045-570-4141　FAX 045-570-5258

利用方法
https://sik.arts-k.com/wp/wp-content/
uploads/2020/08/b2237bb0df4b9e8ab
aab2cf2b537d513.pdf
▶氏名・電話連絡先・受講希望日を明記
し、ＳＩＫ会員サービス部
kamakura24zono@gmail.com 宛てに利
用２週間前までに「コソレンジャー希望」
とメールください。
▶当日の担当講師より折り返し集合時間
等を連絡します。
▶当日受付でＳＮＯＶＡ施設利用手続き
を行なってください。
(非会員の方は、当日ＳＮＯＶＡ受付で入会
手続き可能です。SIK年会費は￥1000で
す。)一般スキーヤーの皆様はどなたでも
賛助会員として入会できます。

メルマガ会員に登録ください！

Ski Instructorｓ Kanagawa 
会員の皆様へ

指導員バンク

指導員会会員向けにスキー学校等の
求人を紹介・斡旋する「指導員バンク制
度」を御存じですか。

スクールと会員皆様の仲介・パイプ役
を行ないますので、豊かなスキーライフの
一助として活用ください。

【案内方法】
　　スキー学校等から届いた求人概要・
斡旋依頼を、ＳＩＫホームページやブログ
に 逐一掲載します。
また、バンクメルマガ登録された会員に
は、タイムリーにメルマガ配信します。

　　詳しい利用方法はこちらまで
https://sik.arts-k.com/wp/wp-content/
uploads/2020/08/4cc7bce41eb4b9781
b66f4bae9aa4741.pdf
バンクメルマガ会員の登録は、会員サー
ビス部（sikoba@arts-k.com）宛に「バンク
メルマガ希望」の旨をメールで申込みくだ
さい。スクール求人情報を中心に、会員向
けのホットな情報を配信します。

【過去の実績】
以下のスクールにてSIK会員に活躍いただ
きました。引き続きブログ/メルマガでご
案内します。
❶杉山スキー＆スノースクール
　http://www.sugiyama-ski.com/
❷パノラマスノーアカデミー　　　　　
　https://psa-ski.com/　

1

2

Ski Instructorｓ Kanagawa 会員／一般スキーヤーの皆様へ

ジェイ・ハウス（Ｊ．ＨＯＵＳＥ）
●スキー / ブーツチューンナップサービス
　( 会員証提示 で 2 0 ％ 割 引 )
　納期 1 週問・宅配受け付け OK
　水曜定休 ( 春季・夏季・年末年始休有 )
　営業時間 12:00 ～ 20:30

保一堂スポーツ　　　　 
●スキー用品特別割引( 会員証を提示 )
　一般スポーツシューズも特価多数

Mt. 石井スポーツ横浜店
●優待割引（会員証を提示）
　通年スキー用具取扱い。通年チューンナップ受付中　
登山、アウトドア用品多数
　会員証提示特典
①スキーブーツ等の当たりだし、
　直し随時受付無料
②5000円以上のお買い物で当ビル地下　
　駐車場2時間無料（通常1時間のところ）
　営業時間　10：30 ～ 19：30　
　定休日なし。年始休み有り）
　横浜市中区日本大通 7 日本大通 7 ビル 1F
　TEL 045-651-3681

スキーショップ関係

Ski shop

　（詳細はＨＰにて）
　旧モデルウェア特別処分価格
　モニター販売有り。お気軽にお問合せ
　下さい（担当 保田修一）
　 〒 231-0041 横浜市中区吉田町 4-8 　
　TEL&FAX 　045-261-3187
　http://hoichido.sitemix.jp/

　 〒 226-0027 横浜市緑区長津田1-20-9
　 TEL & FAX　045-981-4622
　https://jhouse.yokohama/
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SIK ロゴは神奈川県スキー指導員会の登録商標です。

（【登録番号】 第 6061438 号）

ご使用になる場合には、ご連絡をお願いします。

　今回の９号の発行が遅れ、申し訳ありません。

記載する内容の変更が続いて発行が遅れてしまいました。でも今年も無事に発

行する事ができて安堵の気持ちでいっぱいです。あ～、良かった良かった。。。

　皆さまは、緊急事態宣言が明けて、ようやく普段の生活を取り戻そうとして

いるのではないですか？まだ第６波が心配されていますので、注意を払って良

いスノーシーズンを迎えましょう。

最近は寒さが肌で感じるようになってきましたね。スキーシーズンがいよいよ

始まります。スキーに行きたいという気持ちでワクワクする日々です。

22
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　去年に引き続き、今年７月の総会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面決議にさせていただ

きました。会員の皆様にご協力をいただきありがとうございました。

　昨年度はコロナ感染症対策のため、やむを得ず「志賀高原初滑りセミナー」「第 100 回親睦ゴルフコンペ春

季大会」を除く行事が中止となりました。役員改選については、神奈川県スキー指導員会の役員（幹事）は

２年ごとに改選される規約になっていますが、同じ書面決議にて昨年と同じ役員体制で運営させていただく

ことになりました。

　本年度は会員の皆さま、県スキー連盟、各スキー協会・クラブと緊密に連携し、積極的に事業を行う事で

スキー界の活性化と当会の発展に繋げてまいります。

以下に書面決議の結果をお知らせいたします。

２０２１年８月２５日
会員 各位

神奈川県スキー指導員会
会長 水島 三千夫

２０２１年（令和３年）神奈川県スキー指導員会
総会議案の書面表決結果

時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃からＳＩＫの活動にご理
解とご協力を賜り誠に有り難うございます。

さて、８月１０日提出期限にて実施した２０２１年総会議案の「書面表決」結果を
下記のとおりご報告申し上げます

記

１ 提出期限 年（令和 年） 月 日
２ 回答方法 書面表決書（はがき）
３ 結果

規約第１８条による議決の結果、各議案とも可決されました。

出出席席会会員員＝書面表決書提出者 ２５１名

参参考考（ 総会の議決 ）
第 １８ 条 総会の議事は、出出席席会会員員のの過過半半数数のの同同意意をもって決する、可否同数の

ときは議長がこれを決する。

議 案 賛 成 反対 無効 白票 総数

第１号議案 ２０２１年度事業報告 ２４５ １ ２ ３

２５１

第２号議案 ２０２１年度決算報告・監査報告 ２４５ １ ２ ３

第３号議案 ２０２２年度事業計画 案 ２４６ １ ２ ２

第４号議案 ２０２２年度予算 案 ２４６ １ ２ ２

第５号議案 役員改選（案） ２４７ ０ ２ ２

第６号議案 その他

１）コラボレーション支援行事関係

２）日本スキー指導者協会関係

２４５ １ ２ ３

注）無効＝氏名記入漏れ２件 白票＝チェックなし

以上

年 月 日
神奈川県スキー指導員会

会長 水島 三千夫
〒 横浜市神奈川区台町

ソレイユ台町
： ：
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