
かもい岳 ちびっこスキースクール 申込書

かもい岳アルペン ジュニアスクール

かもい岳 ジュニアスキースクール 申込書

２０１４年３月３１日までに生まれた子
初めてのスキー又はリフトに1人で乗れない幼児・小学生

1人でリフトに乗れ山頂から１人で滑り降りられる、幼児と小学生

き ・ り ・ と ・ り

ふりがな

氏名 ※ 男 ・ 女

年 月 日生まれ 才

スキー・スキー靴のシーズンレンタル申し込み

※ 希望する ・ 希望しない

・申し込みは、スキー連盟に直接持参するか（平日のみ10:00〜15:00）、FAXでスキー連盟事務局宛に送付下さい。インターネット申し込みもできます。
申込先・・・〒073-0404 歌志内市歌神９５かもい岳スキー場センターハウス３階 かもい岳スキー連盟事務局 Tel  0125-42-2772  Fax 42-6969
・ 申込書に記載の氏名・生年月日・住所は、スポーツ傷害保険加入のために使用。記載された個人情報については、当スキー連盟が、必要と 判断したものに限り使用するものとします。
・ レッスン中に撮影した写真を、当スキー連盟にて、ホームページ・チラシ・ＳＮＳ等において使用させていただくことがありますので御了承ください。

料金１４，０００円

主催 かもい岳スキー連盟 競技部

（2018/19シーズン）

希望する方のみ

記入してください

・身長 ｃｍ ・体重 ｋｇ

・料金は、一式9000円 （スキー・金具スキー靴・ストックの一式です）
・スキーサイズは70～130cm ・自宅で保存です ・期間は１２月〜３月

希望する方のみ

記入してください

・身長 ｃｍ ・体重 ｋｇ

・料金は、一式9000円 （スキー・金具スキー靴・ストックの一式です）
・スキーサイズは70～130cm ・自宅で保存です ・期間は１２月〜３月

スキー・スキー靴のシーズンレンタル申し込み

※ 希望する ・ 希望しない

ふりがな

氏名 ※ 男 ・ 女
年 月 日生まれ 才

〒

住所
連絡先（自宅）Tel                                携帯

学校名・幼稚園名 学年

募集のご案内
かもい岳ちびっこスキースクールの指導のようす かもい岳ジュニアスキースクールの指導のようす

申し込み
の注意

12月から2月で8回のレッスン

2018/19シーズン

説明会（12/2）に納入ください
出席できない場合は、連盟事務局
に持参か、現金書留で送付ください

連盟事務局に持参、又は現金書留で送付ください

昨年ちびっこかジュ
ニアスキースクール
に参加
しましたか？

SAJジュニア検定を
受けたことがありますか？
何級をもってますか？※ちびっこ ・ ジュニア

※ はい ・ いいえ

級

学校名・幼稚園名 学年

保護者氏名

※ スキーを履くのが始めて ・ すこし滑られる

ちびっこスクールを去年卒業した （いずれかに○印）

※ 最初の何回かのレッスンで、スキーの先生が、スキー技術などで無理だ
と判断した場合は、ちびっこスクールに移っていただきます。

〒

住所
連絡先（自宅）Tel                                携帯

※ 去年ちびっこに入っていたとか、たいへん上手になったお子さんは、希望が
あれば途中でジュニアスクールに移れます。 １２月～２月で６回のレッスンと４回の小さなスキー大会出場

保護者氏名承諾サイン

私の子供が、ジュニアスキースクールで、スキー技術レベル等でついていけない場合は、
ちびっこスキースクールに移ることを承諾します。

・ 足のサイズ ｃｍ ・足のサイズ ｃｍ

料金13,000円（2018/19シーズン）

締切日１２月１５日締切日１２月１５日

（いずれかに○印）

（いずれかに○印） （いずれかに○印）



お願い

注意事項

ちびっこスキースクール レッスン内容 指導料13000円

スキーをはく・歩くなどの、スキーに慣れることから始めます

リフトに乗って滑れるようになるよう、楽しく登坂用ジュータンや人形やスポンジ
ゲートなどを使っておこないます（12月・1月・２月で８回のレッスン）。
平らなところで、ある程度滑られるようになった子供は、スノーモービルで、もう
すこし上まで上げて、ちょっと長い距離を練習します。
そのコースを滑られるようになったら、短い初心者用第２リフトにチャレンジ。

ジュニアスキースクール レッスン内容 指導料14000円

スキー指導は、東ゲレンデ初心者用かもい岳第２リフトを使ってポール練習。

まだ上手ではないけど１人でリフトに乗れ、山頂から１人で滑られるお子さん
対象なので、ポールを使った滑りのなかで変化に富んだ指導を楽しく行い、上手
にそしてスキーが大好きになるよう指導します。

1月まで4回目の後と、2月の2回のレッスン後はタイムレースとして、ほんとう
に小さな低学年対象のスキー大会に出て、楽しんでもらいます。このときは、
ジュニアスクールの先生が、子供さんが不安のないように引率して、安心して滑
られるようにやさしく指導します。 この４回の小大会は、学年別・男女別で、10
位まで入賞なので、人数の少ない組は失格しないでゴールすると入賞でき、セ
ンターハウス前の表彰台で表彰されます。
上手になるので、ジュニア検定にもどんどんチャレンジしましょう。

① ケガをしないように、できる限りヘルメットの着用をお薦めします。
② リフト券の割引は、かもい岳スキー連盟事務局にお尋ねください

スキー用具のシーズンレンタルについて

・・・・70〜１３０cmまでの用具を用意しています・・・・

スキーの上達には、適切な用具を使用することがたいへん大切です。
身長が伸びることを見越したり、何年も使用するために、長めのスキーや大きめのスキー靴を
用意しがちですが、その為なかなかうまく滑るようにならない子供が多く見受けられます。
幼児のためのシーズンレンタルは、当スキー連盟が低価格で利用できるようにかもい岳
スキー場に依頼をして実現している事業です。ご希望の方は、申込用紙にてお申し込み下さい。

料金9,000円 期間１２月〜３月（自宅保管） 申し込み締切日２０１８年１２月１５日

かもい岳はスキーの本場

かもい岳からは、ちびっことジュニアスキースクールでスキー技術を習い、さらにかもい岳レーシングチームで育ち鍛えられたスキー選手
が、日本および世界のひのき舞台で活躍しています。
今現在も、当スキースクール出身で2月のピョンチャンオリンピックに出場した石井智也選手（29才）が、今シーズンの世界選手権（スウェー
デン）をめざして、ヨーロッパで世界の選手相手に、国際スキー大会を転戦中です。
かもい岳スキー場は、コースが東と西にバラエティーに富み、８本のゲレンデと1１本のコース、高速の２人乗りテー
バーリフトや、雪をアイスバーンにするための散水装置やスノーマシンがあります。
そのことで、日本ではジュニアスキーの聖地・スキー合宿の聖地と言われ、ちびっこやジュニアスキーの指導にも、
広々としたコース幅やほどよい斜度が、レッスンに適しています。
また、もっとも大切な指導面では、長年本場オーストリアから学んだ指導方法が生かされて、のびのびと練習できる
環境が整っています。

1回目 12月16日(日） 13:00〜15:00 ポールレッスン
2回目 〃 23日(日） 13:00〜15:00 ポールレッスン
3回目 1月 6日（日） 13:00〜15:00 ポールレッスン
4回目 〃 13日(日） 13:00〜15:00 ポールレッスン

5回目 〃 19日（土) タイムレースとして小学生・幼児スキー大会1日目参加

6回目 〃 20日（日） タイムレースとして、 〃 2日目参加

7回目 2月 10日(日） 13:00〜15:00 ポールレッスン
8回目 〃 17日(日) 13:00～15:00     ポールレッスン
9回目 〃 23日 (土) タイムレースとして、ジュニアスキー大会 1日目参加

10回目 〃 24日 (日) タイムレースとして、 〃 2日目参加

かもい岳 ジュニアスキースクール レッスン日程

かもい岳 ちびっこスキースクール レッスン日程

レッスン内容は、
全てスキーレッスンです。
集合場所は、
東ゲレンデのセンターハウス前
開始10分前までお集まり下さい

スキーが上達し、第2リフトに１人で乗れ、１人で滑られるようになったお子さんは、さら
に上手になるために、ジュニアスキースクールへ移ることができます。
ちびっこ練習5回以後から入る・・・・4０００円（ポールレッスンと４回小さなスキー大会に出られる）
ちびっこ練習終了後（2月17日後）入る・・・・・2000円（2回小さなスキー大会に出られます）

かもい岳スキー場
センターハウス

★12月 2日(日） 14:00～ ちびっこ説明会
1回目 12月 9日(日） 10:00〜11:30
2回目 〃 16日(日） 10:00〜11:30
3回目 〃 23日(日） 10:00〜11:30
4回目 1月 6日(日） 10:00〜11:30
5回目 〃 13日(日） 10:00〜11:30
6回目 〃 14日（月祭日 ）10:00〜11:30      
7回目 2月 10日(日） 10:00〜11:30
8回目 〃 17日(日） 10:00〜11:30                              

ちびっこ＆ジュニアスキースクールの活動内容

ジュニアスキースクールの目標
ポールレッスンで、スキーが楽しくじょうずになろう。
小さな幼児・小学生のスキー大会やジュニア検定で力をため
そう。できたら入賞をめざそう。


