
横浜スポーツマンクラブ 2023 CLUB PLAN 
=各コースのご案内= 

❖ 初滑りコース（会員限定） 
日程： 2022年 12月 17日(土)～12月 18日(日) 1泊食事なし 

宿泊： 八ヶ岳 ベッティ山荘（北杜市立長坂総合スポーツ公園前） 

申込締切日： 12月 2日（金） 

定員 
最少 

催行人数 
講習 

級別 

テスト 

料金(円) 

会員 

10名 5名 無 無 1,000 

✩ 前泊可能（12/16 21時以降）。日帰り参加も OKです。 

✩ 料金は、宿泊代のみです。日帰りの方は無料です。 

✩ 食事は一切つきません（近隣に飲食店あり）。食材を用意すれば自炊も可能です。 

✩ スキー場はサンメドウズ清里を予定。 

 

❖ 年末丸沼コース 
日程： 2022年 12月 29日(木)夕食～12月 31日(土)午前中（2泊 4食） 

宿泊： 丸沼高原スキー場・ロッジ颯 

申込締切日： 12月 9日（金） 

定員 
最少 

催行人数 
講習 

級別 

テスト 

料金(円) キャンセル料(円) 

会員 一般 子供 12/22～26 12/27～ 

20名 8名 
希望者のみ 

（有料） 
無 20,000 22,000 18,000 7,000 全額 

✩ 講習は希望者のみ（有料）です。（講習料：会員 1日 2000円非会員 1日 3000円） 

✩ 料金にリフト、昼食代金は含まれません。 

✩ 夕食の時間に間に合うように 17:30迄には宿にお入りください。 

✩ 保険は希望者のみ(有料)加入できます。 
 

❖ 1 月菅平コース（競技部・普及部コラボ） 

日程： 2023年 1月 6日(金)夜～1月 9日(祝月)午前中（2.5泊 5食） 

宿泊： 菅平高原スキー場・ピュアハウスサングリーン 

申込締切日： 12月 16日（金） 
 

■普及部料金 

定員 
最少 

催行人数 
講習 

級別 

テスト 

料金(円) キャンセル料(円) 

会員 一般 子供 12/30～1/3 1/4～ 

20名 8名 
希望者のみ 

（有料） 有 24,000 26,000 22,000 7,000 全額 

✩ 講習は希望者のみ(有料)です。 

（講習料：会員 1日 2000円非会員 1日 3000円） 

✩ 料金にリフト、昼食代金は含まれません。 

✩ 0.5泊は 21:00以降のチェックインになります。 

✩ 保険は希望者のみ(有料)加入できます。 

 

■競技部料金（会員のみ） 

基本料金 宿泊 0.5泊 5,720円 宿泊：1泊 7,700円 ポールレッスン 1日 4,000円 

✩ 1 日だけの参加も可能です。レッスン参加日と宿泊日

をお知らせください。 

✩ 保険は各自でご加入ください。 

✩ 料金にリフト、昼食代金は含まれません。 

✩ 0.5泊は 21:00以降のチェックインになります。 

✩ キャンセル料は普及部と同様です。 

✩ レッスン中はヘルメットを着用してください。 

 

  

初めての丸沼コース

です。是非奮ってご

参加ください！ 

今年度も、競技部普及部コラボ

企画です。楽しくやり（飲み）ま

しょー！ 

バッジテスト受検予定の方は

必ず講習を受講ください。 

シーズン初めに八ヶ岳で足

慣らしをしましょう！ 

日帰りも OKですので気楽

に参加してください。 



  

❖ 2 月尾瀬岩鞍コース 

日程： 2023年 2月 10日(金)夜～2月 12日(日)午前中（1.5泊 3食） 

宿泊： 尾瀬岩鞍スキー場・ロッジ かぶらぎ 

申込締切日： 1月 27日（金） 

定員 
最少 

催行人数 
講習 

級別 

テスト 

料金(円) キャンセル料(円) 

会員 一般 子供 2/1～7 2/8～ 

20名 8名 無 無 17,000 19,000 15,000 7,000 全額 

✩ 料金にリフト、昼食代金は含まれません。 

✩ 0.5泊は 21:00以降のチェックインになります。 

✩ 1泊（‐5,500円）、2泊（＋4,000円）にも対応できます。 

✩ 保険は希望者のみ(有料)加入できます。 

 

 

 

❖ 3 月蔵王コース（往復新幹線利用・東京駅集合解散） 
日程： 2023年 3月 24日(金)～3月 27日(月) (2.5泊 5食) 

宿泊： 蔵王温泉スキー場・五感の湯つるや 

申込締切日： 2月 20日（月） 

定員 
最少 

催行人数 
講習 

級別 

テスト 

料金(円) キャンセル料(円) 

会員 一般 子供 2/24～3/4 3/5～3/23 

45名 30名 
有 

（無料） 
有 48,000 50,000 45,000 7,000 14,000 

✩ コロナ感染症拡大防止の対策により、現在の宿泊室定員制限のある金額です。 

✩ 参加費には、リフト代、昼食代は含まれません。 

✩ 1.5泊（3/24～3/26）の参加も可能です（復路交通費含まず参加費¥30,000）。 

復路は各自で手配願います。 

✩ 講習料は料金に含まれておりますがフリーご希望の場合は 5,000円減額します。 

✩ 保険料は料金に含まれておりますのでご不要の場合は申込書に明記願います（500円減額）。 

✩ 料金は、申込締切日までにクラブ口座にご入金ください。 

 

 

 

 

❖ 春スキーコース 
日程： 2023年 3月か 4月（1泊 2日） 

宿泊： 未定 

✩ 決まり次第クラブ HPでお知らせします。ご希望がありましたら、どしどしご提案下さい。 

 

 

  

みなさん是非ご参

加くださーい 

楽しく滑りましょう 

全日程フリー滑降のツアー♪ゲ

レンデ内のロッジなので！ 

「朝練」も「居残り」も自由！ 

往復新幹線で行きも帰りも楽々！ 

講習も含まれていますので検定を受

けたい方は是非ご参加ください！ 

指導員も募集します！ 

どしどしご応募ください。 



【菅平高原スキー場】 

ピュアハウスサングリーン 

〒386-2204 

長野県上田市菅平高原 1224-5 

電話 0268-74-2672 

http://sungreen.mallet-golf.com/index.shtml 

 

関越・上信越道経由 上田菅平 ICから 

国道 144号線⇒406号線 約 20km 約 30分 

 

【丸沼高原スキー場】 

ロッジ颯 

〒386-2204 

群馬県利根郡片品村東小川 4658-85 

電話 0278-25-8014 

http://lodge-hayate-web.jimdosite.com 

 

練馬 I.C～（関越道125km）～沼田 I.C～

（R120 40km）～丸沼ペンション村 

 

=各宿泊所のご案内= 

◇アクセス 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

㉗ ロッジ颯 

http://sungreen.mallet-golf.com/index.shtml
http://lodge-hayate-web.jimdosite.com/


【ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場】 

ロッジかぶらぎ 

〒378-0412 

群馬県利根郡片品村大字土出２６０９ 

電話 0278-58-7788 

http://www.ozeiwakura.com/kaburagi/ 

沼田インターから国道 120号・国道 401号線から

スキー場内「ロッジかぶらぎ」へ 

【蔵王温泉スキー場】 

五感の湯つるや（つるやホテル） 

〒990-2301 

山形県山形市蔵王温泉 710番地 

電話 023-694-9112 

https://www.tsuruyahotel.co.jp/ 

山形・蔵王の中心部に位置し、蔵王温

泉バスターミナルの道路を挟んだ向か

いです。 

 

 

 
  



=注意事項= 
 

1. ３月蔵王コース以外の行事は現地集合･現地解散です 

2. 参加費は現地で集金します。ただし、３月蔵王コースは事前振込が必要です 

3. 各行事、参加人数が少ない場合は中止となる場合があります 

全ての行事に最小催行人数が設定されています。人数に達しない場合はクラブ行事としての実施は中止と

致しますのでご了承下さい。 

4. 申込締切日以降の申しこみは行事幹事に直接相談して下さい 

幹事は決まった時点で HPの会員専用ページに記載いたします。 

5. キャンセル料や 3月蔵王コースの払い込みについて 

【キャンセル料】 

 各行事においての直前キャンセル（当日・前日など）による負担（クラブ経費・幹事・宿泊先など）が増加し

ている為、キャンセル料を明確にし徴収させていただきます。 

 直前キャンセルの場合は、早急に担当幹事及び事務局に連絡して下さい。 

 キャンセル料の払い込みは郵便振替か行事参加の友人、知人にお願いして幹事にお届け下さい。郵便

振替の場合は行事終了日から５日以内に払い込み願います。 

 キャンセル料は基本的に会員・一般・大人・子供、同額です。 

【3月蔵王コース振込】 

 旅行会社への支払い等があるため、申込締切日までに下記のクラブ口座に払い込みください。 

 

6. 新型コロナウィルス感染防止対策について 

 基本的な感染対策を踏まえた上で行事にご参加ください 

 発熱、だるさ、のどの痛み等の体調不良を感じる場合は行事への参加をご遠慮ください 

 車での移動時、宿泊施設滞在中は、マスク着用をお願いします。 

 各施設の入り口に設置されている手指の消毒にご協力ください。 

 感染防止の観点から予定されているイベントや親睦会が予告なく中止になる場合があります。 

☆★☆今年度も楽しんでレベルアップ！☆★☆ 

✻ 今年度も各行事、皆様に楽しんで頂けるように内容盛り沢山で開催いたします。 

✻ 「丸沼高原」「菅平高原」「尾瀬岩鞍」「蔵王温泉」それぞれのスキー場でスキーを満喫するのはもちろ

んの事、美しい自然、温泉、美味しい食事、くつろげる宿でゆっくりお過ごしください。 

✻ 各行事は諸事情により変更となる場合があります。（HPへ掲載） 
 

＜横浜スポーツマンクラブ総務部＞ 

FAX  045-320-1068 
Mail   contact@ysmc.jp 

✻ ご不明な点がございましたら、クラブ総務部へ Mail または FAX してください。後程担当者から連絡さ

せて頂きます。 

＜払い込み先＞ 
 

払込銀行 ：ゆうちょ銀行   口座番号 ： 022550 

店名（フリガナ） ：029（ゼロニキュウ） 記号番号 ： 00260-8-022550  

預金種目 ：当座    口座名義 ：横浜スポーツマンクラブ 
 

通信欄には 【キャンセル料の場合】 

 「○○行事キャンセル料」と記入 

 キャンセルした全員の氏名 を記入 

 【3月蔵王コースの場合】 

 「3月蔵王コース参加料」と記入 

 

mailto:contact@ysmc.jp

