
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

君も３日間でかっこよくすべろう！！～初心者も３日間で滑れるわくわく体験～ 

 

 

 

スキー・スノーボード研修では滋賀県スキー連盟の先生や個性豊かなスタッフが指導してくれます。 

すでに上手に滑れる人も先生の指導でさらに上級へステップアップ。 

一日の終わりには指導者の先生とゆっくり話す時間もあり、上達へのアドバイスももらえるよ。 

さらに、参加者のみんなやおもしろいスタッフとレクリエーションやゲームをする時間もあり、たくさんの友達ができます。 

スキー・スノーボードはもちろん、それ以外にも楽しいプログラムがたくさん！ 

楽しい愉快な仲間と一緒の３日間ならきっと素敵な思い出ができるはず。 

晴天率８０％のゲレンデでおもいっきり楽しもう！ 

 

宿泊はゲレンデまで徒歩１分の絶好のホテルを利用。乾燥室ももちろん完備しています。 

ボリュームたっぷりのごはんはスペシャルメニューで食べ盛りのみんなも大満足！（バイキングは個食となる場合があります） 

 

この冬、今年最後の思い出は雪山で決まり！ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研修について 

 近江の子スキー・スノーボード研修 ～雪山研修～ は、 

「スキー・スノーボード実習や交流活動の中で集団活動・共同生活を通して生きる力・自立心・たくましさ・物を大切にする力

を養い、自己啓発と連帯意識を高め、次代を担う健全な青少年の育成を図る」を趣旨としています。本研修は１９９１年より開

催され、毎年、県内の小中学生を中心に多数の参加を頂いています。 

 

主催・後援について 

 文部科学省・滋賀県・滋賀県教育委員会 の後援により、日本リーダー養成協会が主催し実施します。 
 募集活動に関しては滋賀県内小学校への配布、板橋区内の一部へは板橋区教育委員会のご協力を得て、各地域センターを通じた自治会への案内を行っています。 

 

旅行業法について 

 本研修は観光庁発行[観観産第 173 号]により旅行業法の適用は受けないことを関係機関に確認しています。 

 

指導について 

滋賀県スキー連盟のスキー・スノーボード指導員（25 名を予定）が実習指導を担当します。 

また、生活面での指導、サポートは日本リーダー養成協会の社会人、大学生のボランティアスタッフが行います。 

 

研修場所について 

 長野県『白樺湖ロイヤルヒルスキー場』を利用します。例年、スキーを楽しめる程度に積雪しています。 

人口降雪機が設置してあるため、積雪が少なくても研修に影響はありません。 

 

研修内容について 

詳細はお申込確定後に送付する「研修のしおり」にてご案内しまが、下記のスケジュールで研修を実施します。 
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集合 － バス － 昼食 夕食

7:15 8:00 12:00 13:00 17:00 20:00
朝食 昼食 夕食
7:15 8:00 12:00 13:00 20:00
朝食 昼食 閉講式 － バス 解散ゲレンデ研修４
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集合・解散について 

 詳細はお申込確定後にお渡しする「研修のしおり」をご確認下さい。 

 ＪＲ南草津駅 西口ロータリー  集合：２８日 ６時 00 分 解散：３０日 20 時頃 

 ＪＲ彦根駅  東口ロータリー 集合：２８日 ６時４０分 解散：３０日 19 時３０分頃 

  ※解散時間については交通事情により大幅に変動する可能性があります。 

  ※集合解散場所は参加者人数の都合により変更となる場合があります。 

出来る限り保護者の方の送迎をお願いいたします。 

 集合解散場所は駅のロータリーとなるため、送迎のための駐車はご遠慮ください。（近隣の有料駐車場をご利用ください） 

 

宿泊施設について 

 信州・白樺湖 花の館 亀屋ホテル（長野県茅野市北山白樺湖）※宿泊施設への直接のお問合せはご遠慮下さい。 

 例年、参加者の皆さんに施設や食事で好評を頂いています。 

宿泊する部屋について、同時にお申込み頂いた方は同じ部屋になるように調整いたしますが、人数によっては別の部屋となる

場合があります。（ホテルに公衆電話はありませんので、緊急時をのぞき、研修中の電話はできませんのでご了承ください） 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、一部屋 5 名程度での利用となります。 

 

研修中の食事について 

初日の昼食から最終日の昼食まで用意します。（朝食２食・昼食３食・夕食２食 計７食） 

ホテルでの初日昼食を除き、実習班毎にテーブルを用意しています。 

食べ物アレルギーがある場合は申込書にその旨をご記入下さい。食事のメニューを配慮できる事があります。 

 飲食物や食事はすべて用意されますので、お弁当、水筒、お菓子は不要です。 

例年バス内での朝食を可能としていましたが、感染症拡大防止のため、バス内での食事は禁止とします。 

朝食を摂ってから集合して下さい。また、解散時にクリームパンをお渡しします。 

 
 

お土産の購入について 

 ホテルでグループごとに１日目もしくは２日目の夜にお土産を購入する時間があります。 

 また、帰りの行程の中で、高速道路に乗るまでの間にドライブインにて購入する時間があります。 

 自分で購入したお菓子等をバス内、ホテル内で食べることは禁止しています。（帰りのドライブイン（おぎのや）でのみ、車外での飲食は可能です） 

 

 

 

 

研修の持ち物について 

 詳細はお申込確定後の研修のしおりにてご案内します。 

 貴重品（財布・携帯電話）については、研修中、お預かりし、お土産購入時に、返却します。 

お小遣いについてはお土産を購入する時間を用意していますので、常識の範囲内でご用意下さい。 

 

体調不良やけがの場合 

不慮の怪我、病気となった場合は引率看護師と相談のうえ、近隣の救急病院へ搬送する場合があります。 

また、研修を継続して受講できないと判断された場合、感染症等でバスに乗車が出来ない場合等は保護者に現地へのお迎えを

お願いします。交通機関の事情などでお迎えが出来ない場合は引率するスタッフの往復交通費相当額と研修生本人の片道交通

費相当額を申し受けます。 研修中、緊急連絡先には必ず連絡がつく様にお願い致します。  

草津発着の場合 



傷害保険について 

研修に参加される方全員が（社）全国社会福祉協議会の「ボランティア行事用保険」に加入します。 

保険については研修の活動中とその往復中について、下記の通り補償されますが、補償範囲以上をご希望される場合は、各自

で別途旅行傷害保険等にご加入下さい。 

ケガの補償：死亡４００万円、後遺症４００万円（限度額）、入院３５００円（日額）、通院２２００円（日額） 

賠償責任保険 ：対人事故２億円（限度額）対物事故１０００万円（限度額） 

但し上記金額は最大の補償額となります。保険の詳細が必要な場合、事務局までお問い合わせください。 

また事故報告などは当会で行いますが、保険会社への請求は保護者にて行って頂きます。 

 

緊急連絡先について 

 お申し込み確定後に送付する資料の中で、現地との緊急連絡先をお知らせします。 

 申込書の緊急連絡先については必ず保護者の方と連絡のつく電話番号の記入をお願いいたします。 

 自宅に固定電話がなく、携帯電話番号を記載の場合は、別の連絡先を必ずご記入ください。 

 

研修中の撮影について 

撮影した写真や動画は当会の広報等や活動報告で利用することがありますので、ご理解をお願い致します。 

研修中に撮影した写真の販売、閲覧は写真販売のインターネットサイトを参加者に案内します。 

 

研修中の様子について 

 研修中の様子は随時、当会のブログにてお知らせいたします。 

バスの運行状況等もお知らせしています。（画面の更新がない場合、読み込み直してください） 

 昨年の様子もブログに掲載しておりますので、ご覧下さい。 

 また、ホームページでは昨年参加者のアンケート結果も公開しています。 

 

バスについて 

バスは片道４時間半ほど乗車します。交通事情により前後することがありますが、酔いやすい方は集合前に酔い止めなどを服

用してご参加ください。 

また、お友達とのお申し込みの場合、出来る限り同じバスになる様に調整しますが、キャンセル待ちなどの場合は同じバスに

乗車できない場合があります。また、座席は先着順となります。お友達同士で座りたい方はできるだけ早く受付にお越しくだ

さい。（参加者の補助シートの着席は禁止しています） 

 

参加費の納入について 

 研修参加費用 39,200 円 宿泊費・食費・保険代金・教材費・ヘルメット貸出・集合解散場所からの交通費 

 抗原検査キット  2,000 円 事前に新型コロナウィルス抗原検査キットを送付し、前日就寝前に検査をお願いします。 

 リフト代金  3,500 円 小学生  （3 日間の費用です。購入が必須となります） 

   6,200 円 中学生以上（3 日間の費用です。購入が必須となります） 

納入手数料    550 円 上記納入に必要な手数料となります（追加費用等で 40,000 円未満の場合は別途 330 円） 

 

レンタルについて 

 レンタル希望者は３日間を通じて下記の物品のレンタルを用意しています。 

  スキー 希望者 6,600 円：ブーツ、板、ストック 

  ボード 希望者 6,600 円：ブーツ、板 

  ウェア 希望者 3,500 円：ウェア上下 

  小 物 希望者 1,500 円：ゴーグル・手袋 

 

 レンタル料金は参加費と一緒に納入いただきます。ブーツのみ等単品でのレンタルはお受けできません。 

 ゴーグルは眼鏡の上からでも装着できるゴーグルをレンタルします。 

 ウェア、小物のレンタルはホテルの宿泊する部屋に事前に用意しておきます。 

板セットのレンタルは実習前にお渡しし、サイズの違いなどはその場で対応します。 

現地で持参の器材が使用できず、研修への参加ができない場合はレンタルを実施する場合があります。（後日清算） 

研修中は安全のため全員にヘルメット、スノーボードの参加者にはひざあてを貸出します。 

 

お申込みについての注意事項 

本研修は青少年の健全育成、異なる学年、学校の児童・生徒間の交流、スキー・スノーボードの上達を目的としています。 

また、申告頂いたスキル調査、他のお申込者の学年等を考慮して班分けを行いますので、同時に申し込まれたお友達と同じ班

にならない場合があります。（申込後、同じ班でないという理由でのキャンセルはお受けできません） 

上記を十分にご理解頂きお申込みをお願いいたします。 

 

虚偽及び申告漏れのお申し込みについて 

本申込書に虚偽の申告（スキルチェック等）及び研修を実施するうえで重大な情報（既往の病気、アレルギー等）を申告頂かな

かった場合、研修中及びそれ以前であっても研修への参加をお断りする場合があります。 

虚偽及び重大な申告漏れによりご参加をお断りした場合、キャンセル費用をご負担いただきます。 

また、友達同士で同じ班になりたいという理由からスキルチェックを同じにされた場合、現地での研修遂行上、問題となる場

合がありますので、必ず自身のスキルを保護者と相談し、ご記入下さい。 

（同じレベルであってもお友達同士で同じ班になるとは限りません）（宿泊部屋は班毎ではありません。）  

スタッフブログ 

http://leadership.sblo.jp/ 



申し込み方法 

郵送またはＦＡＸにて、『参加申込書』、『スキルチェックカード（どれくらい滑れるのかカード）』の２種類をご送付下さい。 

申込書には保護者の方の捺印をお願い致します。 

申込用紙の裏面と本紙をよくご確認頂いたうえでお申し込みをお願いいたします。 

ＦＡＸでのお申込みの場合で不鮮明な場合は、郵送をお願いする場合がありますのでご了承ください。 

参加の確定について、定員超過時は抽選となります。 

 

お友達とのお申込みについて 

 友達同士での参加申込みは同時に申込書を送付頂いた場合にのみ同室、同バスとなるように受付いたします。 

 お友達同士でお申込みの場合で人数が多い場合は分割して別の部屋となる場合があります。 

 バスの座席指定はありません。 

友達同士での申し込みの場合共通する代表者氏名と人数が一致している場合に限ります。 

 別々で申込書を送付頂いた場合、同室、同バスになりませんので必ず申込用紙は一緒にご提出ください。 

 本研修は異学年、異学校との交流も目的の一つとしているため、班割についてはお友達と別になる場合があります。 

 

申込後の流れ 

申込書到着後、１週間程度で当会より、申し込み受理のハガキ、または保護者の方に確認のお電話をさせて頂きます。 

11 月 29 日(月)頃にハガキにて参加可否のご案内を送付します。（定員超過時は抽選となります） 

当会より連絡がない場合は、お手数ですが、確認のご連絡をお願いいたします。 

お申込確定後、12 月 8 日頃に「受講承認書」「しおり」「参加費納入書」「貴重品袋」「名札」を当会より発送します。 

参加費納入書は用紙記載の期限までに主要なコンビニエンスストアにて、参加費を納入してください。 

 

申込後のキャンセルについて 

お申込み後１週間以内のキャンセルの場合、キャンセル費用は不要です。 

但し、11 月 21 日(土)以降にキャンセルのお申し出を頂いた場合は上記に関わらず規定のキャンセル費用を申し受けます。 

11 月 18 日(木)まで 申込後 1 週間後から 100 円 抽選に漏れた場合等は不要 

１２月２１日まで 研修の ７日前まで 9,840 円 ２０% + 検査キット費用 

１２月２６日まで 研修の  一昨日まで 13,760 円 ３０% + 検査キット費用 

１２月２８日 午前 6 時まで 研修の前日、研修開始前 21,600 円 ５０%  ＋その他の費用全額 

１２月２８日以降 研修開始後、無断欠席 41,200 円 １００％ ＋その他の費用全額 

 12 月 26 日までにご連絡頂いた場合はリフト代金、レンタル代金の負担はありません。 

 12 月 27 日以降にキャンセルのご連絡を頂いた場合はリフト代金、レンタル代金等の全額をご負担いただきます。 

 キャンセル費用に関しても別途納入手数料が発生いたしますので、ご了承下さい。 

尚、納入済みの費用の返金ついては後日、所定の返金依頼書を送付しますので、返金依頼書にご記入後、ご返信頂いた後に指定

口座へのお振込、もしくはツインログハウスでの現金での返金となります。（振込を希望される場合は手数料が必要です） 

 

募集定員と抽選について 

 スキー：140 名 ボード：50 名 にて募集を行いますが今後の状況等により定員を削減する可能性があります。 

 定員超過時は 11 月 18 日(木)の締め切り後に抽選にて参加の確定を行います。 

 ※南草津、彦根の人数は申し込み到着順に各地域にバスを割り振りますので地域毎の定員は設けません。 

 抽選時にお友達との参加を希望される場合は、必ず申込書の代表者欄に記入して下さい。 

 お友達で一緒に参加を希望される場合で代表者欄、人数の記載がない場合は、一緒にご参加頂けない可能性があります。 

 抽選が漏れた方はキャンセル待ちとさせて頂き、12 月 23 日(木)までにキャンセルが出た場合は個別にご連絡します。 

 

申込期限 

 11 月 18 日(木) 事務局必着 定員に達した場合は抽選での参加確定となります。参加の確定は 11 月 29 日(月)頃。 

 

新型コロナウィルス感染症拡大防止への対策 

 バスの乗降時、ホテル内での移動時等アルコールによる消毒を行います。スタッフは常にアルコールを携帯します。 

 また、外での活動時と飲食時以外は常にマスクの着用をお願いします。マスクは予備も含めてご持参下さい。 

 参加者全員に抗原検査キットを送付しますので、前日就寝までに検査頂き、陰性の証明を提出頂きます。 

 

 

個人情報の取り扱いに関して 

資料請求時及び、研修お申込時に頂いた個人情報は当会の内部規則に基づき厳重な管理を行なうとともに、以下の通り、取り

扱いいたします。個人情報の利用停止を希望される場合は事務局までご連絡ください。 

 利用目的 ： 本研修での安全管理、研修を円滑に実施するうえでの利用 

    当会が実施する他の研修への案内等への利用 

 第三者提供 ： 宿泊施設等の受入先、社会福祉協議会、緊急時の医療機関等へ提供する場合があります。 

  

日本リーダー養成協会  〒523-0072 滋賀県近江八幡市牧町２０１５牧水泳場内ツインログハウス 

雪山研修事務局   電話/ＦＡＸ  ： ０５０－３４８８－６０４７（留守番電話対応） 

    メール   ： yuki-yama @leadership.jp 

    ホームページ ： https://leadership.jp/yukiyama/ 
 

当会はボランティアスタッフで組織されているため、常設事務員がおりません。ご連絡は出来る限りメール・ＦＡＸをご利用下さい。 

お電話の場合は留守番電話にメッセージをお願いいたします。当会は特定の宗教・政治団体・企業との関連はございません。 


