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全日本スキー連盟公認
スキー・スノーボードの楽しさをお伝えします。

2023年度　美唄スキー学校入校申込書
コースNo.

氏　　名

住　　所 連　絡　先
自宅 TEL
携帯 TEL

ジュニアテスト　　   　級　　　　　　　年取得
級別テスト　　　　　級　　　　　　　年取得

学  校  名

1.まったく初めて　2.歩行可能　3.一人で斜面を登れる　4.補助付きで滑れる　
5.一人で滑れる　6．一人で滑って止まれる　7.ハの字で滑れる　8.滑って曲がれる

講習の参加にあたり、自己の責任における事故や怪我等については、美唄スキー連盟が加入する保険の範囲内で対応し、それ以上の賠償責任を求めないことを誓約します。
令和　　年　　月　　日

誓　約　書（保護者が必ず署名願います）

保護者氏名

1.未経験　 2.親同伴で搭乗可能　
3.ひとりで搭乗可能

但し、スキー学校受講料（保険料含む）

一金             　　　　　　円也

様

上記金額正に領収しました。
令和　　年　　月　　日

美唄スキー学校

技術レベル リフトの
経験

男  ・  女 学年

資　格

生年
月日 平成 年 月 日 年齢 歳年

フリガナ

コース名
管理番号

Jr.コース
検定希望

切り取ってお使い下さい（コピー可）

領　収　書
5級 6級

北海道

2023スキー学校生徒募集！2023スキー学校生徒募集！シ
ー
ズ
ン

申込み受付は【12/3美唄市民会館】【12/3（13時）～ 12/9スポーツショップタケマツ】で行います。なお、申込締切日若しくは定員になり次第、受付を終了致しますのでご了承願います。
【スポーツショップﾟタケマツ　美唄市大通東 1条南 1丁目 1-28　☎64-2221】

シ
ー
ズ
ン

詳しくは
ウラ面を
みてね！

BIBAI SKI SCHOOL

びば
いスキー学校びば
いスキー学校

2022年１２月3日（土） １０：００～１２：００入校受付

美唄市民会館（2階）大会議室受付場所

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため，以下の事項を守ってスノースポーツを楽しみましょう。

１．講習前に体調確認（体温チェック等）を行いますので確認事項について速やかにお答え下さい。
２．講習中及び休憩中も含めて周囲の人となるべく距離を空け、大声での会話をしないで下さい。
３．整列する場合は前後左右、呼気の影響を避けるため十分な距離を保って下さい。（２ｍ以上）
４．講習会に参加する場合マスクを持参して下さい。（屋内施設利用の場合は必ず着用）
５．こまめな手洗い、アルコール等による消毒をして下さい。
６．唾や痰を吐くことは極力さけて下さい。
７．次の事項に該当する場合は自主的に講習会への参加を控えて下さい。
（１）発熱（37.5度以上）、咳、咽頭痛、嗅覚・味覚異常など、体調が良くない場合

（２）同居家族や身近な知人に感染が疑われる場合

（３）過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期を必要とされている国、地域等への渡航ま

　  たは当該在住者との濃厚接触がある場合

８．講習会終了後、2週間以内に新型コロナウイル感染症を発症した場合、美唄スキー連盟に対して
　速やかに濃厚接触者の有無等について報告して下さい。

９．新型コロナウイルス感染拡大予防のために、美唄スキー連盟が定めた予防対策事項を守り、指示
　に従っていただきます。なお、予防対策事項を遵守できない場合は、講習会への参加を認めること

　ができませんのであらかじめご承知おき願います。

～受講者の皆様へ～
公益財団法人北海道スキー連盟の「スポーツイベント再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に基づき新型コロナウイルス感染拡大防止策を定めます。
１．受講生募集時の対応
　美唄スキー連盟（以下「連盟」）は、受講生募集に際し、感染拡大の防止のために受講生が遵守すべき事項を明確にして、協力を求める。
　また、これを遵守できない受講生には、他の受講生の安全を確保する等の観点から、受講の取消を求めることができる。
２．受付時の留意事項
　連盟は、当日の受付時に受講者同士が密になることへの防止や、安全な講習会等の実施に配慮した受付事務を行う。
３．受講者への対応
　（１）体調の確認　（２）マスク等の準備
４．講習会等における留意事項
　講習会等に参加する個人や団体は、三つの密を避け、会話時にマスクを着用するなどの感染対策に十分に配慮する。
５．連盟の留意事項
　スノースポーツの際の栄養補給等として飴等の食べ物を受講者に提供することはしないよう、スタッフに周知する。
　受講者に見学者、応援者がいる場合には、当事者同士が密な状態とならないよう、距離をおいて（２ｍ以上）並べるように目印の設置等を行う。
　また、大声での声援を送らないことや会話を控えること、会話をする場合にはマスクを着用すること等の留意事項を周知する。
　密をさけるため、検定結果の発表や表彰等は時間短縮または屋外で行う。
６．講習会等における留意点
　連盟は、受講者に対し、以下の留意点や利用者が遵守すべき内容を周知・徹底する。
　（１）体調の確認　（２）ソーシャルディスタンス及び大声での会話の抑制　（３）マスク等の準備　（４）こまめな手洗い、アルコール等による消毒
　（５）新型コロナウイルス感染拡大予防のために、連盟が定めた予防対策事項の遵守
７．その他の留意事項
　連盟は、万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながら、受講当日に受講者より提出を求めた情報を1年間保存する。
　また、講習会等終了後に、受講者から新型コロナウイルス感染症を発症したとの報告があった場合や地域の生活圏において感染拡大の可能性が報告さ
　れた場合の対応方針について、美唄市と連携し対処する。

以　上　

～美唄スキー連盟新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン（抜粋）～



■各コース、定員になり次第締め切らせていただきます。なお、お申込みの際は、講習料及び検定料は「つり銭」が発生しないようご協力願います。
■講習料及び検定料の中にはリフト料金含まず、講習及び検定時の傷害保険を含みます。尚、お客様の都合による各料金の払い戻しは一切致しません。
■申込書に記載された個人情報は、美唄スキー連盟及び美唄スキー学校が主催、主管、公認する事業を円滑に運営するためのみに利用されます。

みんなと一緒にスノースポーツを楽しもう！さあ、レッツ・スキー＆スノーボード！！

　下記の各コースにつきましては、雪不足によるスキー場のオープンの遅延、ゲレンデコンディションの不良、新型コロナウイルス感染症拡大等により、お客様の安全確保が困難と判断
した場合、開催を中止いたします。　中止となった場合、講習初回受付日の９：００～１２：００にスキー場レストハウスにて、受講料を返金させていただきます。ご不便をおかけしますがご理解
頂きますようお願い申し上げます。中止の決定は各コースの当日に判断する場合がありますのであらかじめご了承下さい。事前に中止決定した場合は、ホームページ等でお知らせします。 
■  美唄スキー学校ホームページ　http://bibaiski.site/　■  美唄スキー学校フェイスブック　https://m.facebook.com/bibaiski/

【各コース等に関するお問合せ先】  スキー学校 080-4508-3303 【スキー学校事務所】　0126-68-8262 （スキー場オープン後に開設）
【最新情報はこちら】  http://bibaiski.site

■各バッジテスト合格の際、ＳＡＪ公認料がかかります。
【スキー・ジュニアテスト】 Jr1級～1,500円／Jr2級～1,300円／Jr3級～1,200円／Jr4級～1,100円／Jr5級～1,000円／Jr6級～900円
【スキー・級別テスト】 1級～3,000円／2級～2,200円／3級～1,800円／4級～1,300円／5級～1,100円

■各バッジテスト合格の際、ＳＡＪ公認料がかかります。
【スノーボード・級別テスト】 1級～3,000円／2級～2,000円／3級～1,400円／4級～1,300円／5級～1,200円

※1級は公認料と別にＳＡＪ会員登録料が必要です。（一般4,000円／高校生1,500円／中学生以下700円）

※1級は公認料と別にＳＡＪ会員登録料が必要です。（一般4,000円／高校生1,500円／中学生以下700円）

コース名

スキージュニアテスト
(事前講習会あり）

スキー級別テスト

① 1月22日（日）  ② 2月18日（土）
③ 2月26日（日）

① 2月19日（日）  ② 3月5日（日）
③ 3月12日（日）

8：45～9：15
10:00～

● 1･2級
事前講習／9：30～11：30、検定／12：30～
● 3～5級
講習検定／9：30～12：00

講習・検定
8：30～9：00
検定のみ（1･2級）
11：30～12：00

日　　　程 講習・検定開始時間・集合場所受付時間 /場所 内容・講習・検定料金

※ くわしくはスキー学校、またはホームページでご確認ください。

一般講習会＆級別テスト

集合場所：リフト乗り場手前

集合場所：リフト乗り場手前

スノーボード
級別テスト ① 2月26日（日）  ② 3月12日（日） 8：50～9：30

● 1級
事前講習／10:00～12：00、検定／13：00～14:30
● 2 ~ 5級
検定／10:00～11：30 ※ くわしくはスキー学校、またはホームページでご確認ください。

集合場所：管理棟

受付：レストハウス

受付：レストハウス

受付：レストハウス

【重要なお知らせ】

随時
受付可

コース名

スノーボード講習 5
10,000円/年 
スキルアップ会員

※ 各回ごとの申込もできます（1回2,500円）。

5,000円/年 
一般会員なし5

単位 日　　　程 定 員 申込締切 対象者 料 金 講習時間 /集合場所受付時間 /受付場所内　　　　　　　　　容No.

会員制のスノーボード講習会
・スキルアップ会員
  1級取得者を対象としたレベルアップ講習です。
・一般会員（初級～上級）
  初心者から上級者までレベルに応じたグループレッスンです。

小学生以上

※ スキルアップ会員は1級  
　取得者以上となります。 ※各回の講習料は無料

スノーボード講習

集合場所：管理棟前受付場所:レストハウス

1月3日（火）（午後）
8日（日）（午前）

15日（日）（午前）
2月19日（日）（午前）

3月5日（日）（午前）

1月3日（月）
12：00～12：30

1月8日（日）以降
8：50～9：30

1月3日（月）
13：00～15：00

1月9日（日）以降
10：00～12：00

コース名

スノーボード

スキー

お客様のご都合に合わせて
日程を設定します。

毎週土曜日の午後（13時～15時）
※スキー連盟事業や大会等で
   対応できない場合もあります。
※上記時間帯以外にご希望の場合は
   別途ご相談下さい。

1/7～3/11
1名      6,000円
2名  10,000円
3名  12,000円

希望日の3日前までに下記へお電話でお申し込み下さい。

●スノーボード担当（担当：林） 090ｰ7658-2591（平日は17時30分以降）

●スキー担当（事務局） 080ｰ4508ｰ3303（平日は17時30分以降）

●スキー学校事務所（共通） 0126ｰ68ｰ8262（土日のみ）

期　　　間 申 込 方 法 料       金 講習時間内　　　容

スキー、スノーボードの技術講習
・基礎技術の習得
・バッジテスト対策 など
※初心者から上級者の方まで、年齢は問いませんが、
　お子様の場合、保護者の方の同伴をお願いする場
　合があります。

プライベートレッスン

1回2時間以内
※ 4名以上の場合は別途ご相談下さい。
※ 原則1グループにつき1名の教師で対応
　 いたします。

コース名

ジュニアコース 1 1月3日（火）

1月 7日（土）
8日（日）

1月 14日（土）
15日（日）

1月21日（土）・28日（土）
2月4日（土）・11日（土）

23日（水・祝）・25日（土）
1月21日（土）・28日（土）

2月4日（土）・11日（土）
18日（土）・25日（土）

3月4日（土）

7,500円 

5,000円 

10：00～
11：30

10：00～
12：00

4,000円 

10,000円 

1

3

4

30

50

20

30

なし

12月9日
（金）

２

3

2 2

6

7

ジュニアコース 2

なかよしクラブ

ジュニアポール コース

基礎スキー講習会

単位 日　　　程 定 員 申込締切 対象者 料 金 講習時間 /集合場所受付時間 /受付場所内　　　　　　　　　容No.

【1日目（午前・午後）、2日目（午前）の3単位で行います】　
年齢や級別で班編成し、スキーの基本動作からポール練
習まで行います。

【1日（午前・午後）、の2単位で行います】　
リフトにひとりで乗れて、滑って曲がれる方が
対象です。

級別テスト合格を目指した基礎スキー講習会です。
※ SAJジュニア３級以上が必要です。  ※ ポール練習は実施しません。
※ 各回ごとの申込みもできます（1回2,500円）。

ポールコースを滑ります。    ワンポイントアドバイスもいたします。
※ 一人でリフトに乗車できる方が対象です。※ 各回ごとの申込みもでき
ます（1回1,000円）。  ※ 対象年齢は令和5年1月1日現在

R5年4月
小学校就学者

小学６年生

Jr3級保有の小学生
～大人

～

R5年4月
小学校就学者

中学３年生

～

スキー講習

午前10：00～
           12：00

午前10：00～
           12：00

午後13：00～
           15：00

1日目

午前10：00～
           12：00
午後13：00～
           15：00

2日目

集合場所：リフト乗り場手前

集合場所：リフト乗り場手前

受付場所:レストハウス

受付場所:レストハウス

9：00～9：30
受付場所:レストハウス

9：00～9：30
受付場所:レストハウス

集合場所：リフト乗り場手前

集合場所：リフト乗り場手前

1月3日（火）
8：45～9：15

1月7日（土）
8：45～9：15

10：00～
12：006,000円 

満5歳から小学1年生までのコースです    
※ 1回2日間のコースで、初めてスキーをするお子様が対象です。
※ リフトは使用しません。  ※ 対象年齢は令和5年1月1日現在　　　　

1/14（土）
8：45～9：15

受付場所:レストハウス 集合場所：リフト乗り場手前
満5歳～小学1年生

※ジュニアテストの級を持っていない方で、ジュニア５・６級の受験を希
望される方は最終日にバッチテストを実施します。合格の際、すべての
級において別途SAJ公認料（バッチ代含む）がかかります。

※ インターネットのみの受付となります。お申し込みはこちら↑


