
～ご協力ください～
スキー積み込みのため、

5分前集合
お願いします

コース
記号

開催日
ジュニア クラス エキスパート クラス

定員 お昼ごはんメニュー
午前 午後 午前 午後

A 1 月 23 日（日） 講習 検定 講習 検定 50 カツカレー（豚肉）

B 30 日（日） 講習 検定 講習のみ
（検定なし）

50 豚丼

C 2 月 6 日（日） 講習 検定 講習 検定 50 あんかけ焼きそば

E 20 日（日） 講習 検定 講習 検定 50 カツカレー（豚肉）

＊記載の定員は、ジュニア・エキスパート合計数です ＊お昼ごはんのメニューは選択できません（アレルギー等により食べられない場合は申込時にお申し出ください）

⚫対象：＜SAJジュニアテスト 6級以上＞＜SAJ級別テスト 5級以上＞をお持ちの年長以上
＊各級同等レベルの方もお申し込みいただけます

⚫料金：1コース7,700円｜ 2コース目以降550円OFF！
＊レッスン料・リフト代・昼食代・バッジテスト検定料・保険料を含みます

→ 1日スキー教室は、各コースの前日17時まで、お申し込み承ります

検定に合格
した方

当日ゲレンデで【合格通知書】をお渡しします。

後日、クラブ受付（石川町）にて通知書に記載の「公認料」をお支払いのうえ、【合格証】＆【バッジ】をお受け取りください。

●セット：板＋ストック＋ブーツ

3,300円

●単品
各1,980円

～参加3日前までにお申し込みください～

レ
ン
タ
ル

より上級のバッジテスト合格を目指そう！ 午前講習→午後検定 でどんどんレベルアップを！ ～初心者のレッスンはありません～

実力アップ！1日スキー教室

in

⚫ スケジュール／概要：すべて単日（1日のみ）コース

乗降位置 行き 帰り 乗降位置 行き 帰り

江口眼科前バス停 8:00 16:50 函館アリーナ（電車通り側） 8:00 17:00

函館大谷幼稚園 8:15 16:35 なんでもリサイクル花園店 8:05 16:50

乃木神社 8:20 16:30 ラルズマート本通店 8:15 16:45

NTT松陰 8:25 16:25 函館地方気象台 8:30 16:30

八幡小学校（八幡通り側） 8:35 16:15 サン・スポーツクラブ 8:40 16:20

港小学校（郵便局側） 8:45 16:05 函まるずし桔梗店 8:55 16:10

浜分小学校グラウンド前 8:55 15:55 七飯町地域センター 9:05 16:00

七飯スノーパーク 9:30 15:30 七飯スノーパーク 9:30 15:30

各エリアを走る
専用バスで無料送迎！
GPS搭載により、ホームページ上で

運行状況をリアルタイムに把握できます

＊開催1週間前〜前日までは「1,100円」、当日は「参加費全額」のキャンセル料が発生します（会員さまはいずれの場合も発生しません）

＊本ページ記載の内容は、1日スキー教室です。2日間スキー教室については裏面をご覧ください／表示価格はすべて【税込】です

ご理解・ご協力お願いいたします
・発熱時や咳、倦怠感がある場合は参加をお控えください ・レッスン時以外のマスク着用を徹底ください
・バス乗降時や食事前後は特に、消毒を徹底ください ・バス運行中は定期的に換気いたします
・「おやつタイム」は帰りバスのみ（おやつ交換禁止！）とさせていただきます

コロナ
対策

現地の様子は、クラブ公式facebookでご案内します！
（後日公開）

1コース目（初回参加時）のお申し込みのみ、お支払い＝お申し込み確定です

平日 10:00～21:00／土 9:30～19:00／日 9:30～15:30
＊平日が祝日の場合は18:30まで
＊短期教室の期間中（～1/9）や、
おとな休館日（毎月10日・20日）は上記とは異なります
（ご不明の場合はご来館前にお電話ください）

＊12/31～1/3、1/10、2/12・13は完全休館です

申
込
受
付
時
間

函館市石川町167-39 （0138）34-5880
現地に直接来られる方 ▶七飯スノーパーク・無料休憩所 付近へ 9:40 までにお集まりください



平日 10:00～21:00／土 9:30～19:00／日 9:30～15:30
＊平日が祝日の場合は18:30まで
＊短期教室の期間中（～1/9）や、
おとな休館日（毎月10日・20日）は上記とは異なります
（ご不明の場合はご来館前にお電話ください）

＊12/31～1/3、1/10、2/12・13は完全休館です

申
込
受
付
時
間

函館市石川町167-39 （0138）34-5880

～ご協力ください～
スキー積み込みのため、

5分前集合
お願いします

3日間スキーに参加した方は、さらに上達を目指そう！ 参加できなかった方も安心！初心者からしっかり＆楽しく指導します！

エンジョイ！2日間スキー教室
in

＊記載の定員は、ジュニア・エキスパート合計数です ＊お昼ごはんのメニューは選択できません（アレルギー等により食べられない場合は申込時にお申し出ください）

⚫対象：4歳年中以上～中高生
＊会員・一般問わず、どなたでも参加いただけます

⚫料金：15,400円
＊レッスン料・リフト代・昼食代・バッジテスト検定料・保険料を含みます

→ 2月10日（木）17時までに、クラブ受付（石川町）でお支払いをお願いします
（お支払い時に、くわしい参加者向けご案内をお渡しします）

●セット：板＋ストック＋ブーツ

6,600円

●単品
各3,850円

～参加3日前までにお申し込みください～

レ
ン
タ
ル

2

日
間

⚫ スケジュール／概要：2日間コース（単日参加はできません）

現地に直接来られる方 ▶ グリーンピア大沼ホテル内「大ホール すずらん 前」 へ 9:30 までにお集まりください

乗降位置 出発 到着 乗降位置 出発 到着 乗降位置 出発 到着

江口眼科前バス停 8:20 16:50 函館大谷幼稚園 8:00 17:10 函館アリーナ（電車通り側） 8:10 17:05

八幡小学校（八幡通り側） 8:35 16:35 乃木神社 8:05 17:05 なんでもリサイクル花園店 8:15 16:55

港小学校（郵便局側） 8:45 16:25 NTT松陰 8:10 17:00 ラルズマート本通店 8:25 16:50

浜分小学校グラウンド前 8:55 16:15 函館市総合保健センター 8:20 16:50 泉味亭向い 8:30 16:40

ラルズマート大野店 9:10 16:00 函館地方気象台 8:40 16:30 函まるずし桔梗店 8:55 16:25

サン・スポーツクラブ 8:50 16:20 七飯町地域センター 9:10 16:10

グリーンピア大沼 9:30 15:30 グリーンピア大沼 9:30 15:30 グリーンピア大沼 9:30 15:30

各エリアを走る
専用バスで無料送迎！
GPS搭載により、ホームページ上で

運行状況をリアルタイムに把握できます

＊本ページ記載の内容は、2日間スキー教室です。1日スキー教室については裏面をご覧ください／表示価格はすべて【税込】です

コース
記号

開催日 ジュニア クラス エキスパート クラス 定員 お昼ごはんメニュー

D 2 月
12 日（土） 講習 講習

100
カレーライスセット

13 日（日） 講習＆検定 講習＆検定 からあげセット

クラブスタッフが一緒にゲレンデへ行き
スキー指導します！

現地の様子は、クラブ公式facebookでご案内します！
（随時更新）

＊記載のバス時間・ルートは変更となる場合があります（くわしくは参加者向けご案内をご確認ください）

2日間スキー教室は、お支払い＝お申し込み確定です

検定に合格
した方

当日ゲレンデで【合格通知書】をお渡しします。

後日、クラブ受付（石川町）にて通知書に記載の「公認料」をお支払いのうえ、【合格証】＆【バッジ】をお受け取りください。

ご理解・ご協力お願いいたします
・発熱時や咳、倦怠感がある場合は参加をお控えください ・レッスン時以外のマスク着用を徹底ください
・バス乗降時や食事前後は特に、消毒を徹底ください ・バス運行中は定期的に換気いたします
・「おやつタイム」は帰りバスのみ（おやつ交換禁止！）とさせていただきます

コロナ
対策

＊開催1週間前〜前日までは「2,200円」、当日は「参加費全額」のキャンセル料が発生します（会員さまはいずれの場合も発生しません）


