
スキーヤー・スノーボーダーの皆様へのお願い 

 

このスキー場では、皆様の安全を守るため最善の努力を尽くしています。皆様は次のことがらをよく

ご理解の上、スキー場の行動規則を守って、事故の無いようにしてください。 

 

１、スキー・スノーボードには次のような特有の危険があることをご承知の上、これをご自分の注意に

より避けるようにしてください。 

① 雪・風・霧など、天候による危険 

② ガケ・凹凸など、地形による危険 

③ アイスバーン・雪崩など、雪の状態による危険 

④ 岩石・立木など、自然の障害物による危険 

⑤ リフト施設・建物・雪上車両など、人口の障害物による危険 

⑥ 他のスキーヤーとの接触による危険 

 

２、次の「スキー場の行動規則」を守ってください。 

① 他人を傷つけたり、おびやかしたりしてはならない。 

② 地形・天候・雪質・技能・体調・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつで

も危険を避けるために止まれるよう、滑り方を選ばなければならない。 

③ 前にいる人の滑走を妨害してはならない。 

④ 追い越すときは、その人との間隔を十分にあけなければならない。 

⑤ 滑りだすとき、合流するとき、斜面を横切るときは、上をよく見て安全を確かめなければなら

ない。 

⑥ コースの中で座り込んではならない。せまい所や上から見通せない所では立ち止まることも慎

まなければならない。転んだときはすばやくコースをあけなければならない。 

⑦ 登るとき、歩くとき、止まるときは、コースの端を利用しなければならない。 

⑧ スキーやスノーボードには、流れ止めをつけなければならない。 

⑨ 掲示・標識・場内放送等の注意を守り、スキーパトロール・スキー場係員の指示には従わなけ

ればならない。 

⑩ 事故に出会ったときは救助活動と通報に協力し、当事者・目撃者を問わず身元を明らかにしな

ければならない。 

 

３、スキー場の管理区域の外に出ないでください。管理区域内でもコースに指定されていない所には出

ないでください。 

 

４、保護者の目の届かない所でのお子様の単独行動は、おやめください。 

 

５、リフト・ゴンドラの乗車中およびゲレンデ内は禁煙です。喫煙は定められた場所でしてください。 

 

６、リフト・ゴンドラ上からのゴミの投げ捨て、ゲレンデ内でのゴミの投げ捨てはお止め下さい。 

 

７、当スキー場では、この告知およびスキー場の行動規則の無視・軽視による事故には責任を負いかね

ます。 

 

以上のことがらを承認できない方は、このスキー場でのスキー・スノーボードの滑走をお断りします。 

 

中央バス観光開発株式会社 

小樽天狗山スキー場 



Notice to skier and snow boarders 

 

I do my best to keep the security of all of you in this skiing area. All of you follow action rules of the skiing area 

after understanding in the next matter well. 

 

1, Please avoid this by attention of oneself in understanding a thing at risk for the following characteristic for ski 

snowboarding. 

① Danger caused by the weather including snow, wind, the fog 

② Danger by the topography including a cliff, the irregularity 

③ Danger by the snowy state including an icy road, the snowslide 

④ Danger by the obstacle of nature including rock, grove 

⑤ Danger by the obstacle of the population including lift facilities, building, the upon the snow vehicle 

⑥ Danger by the contact with other skiers 

 

2, Please follow the next "action rule of the skiing area". 

① Do not injure another person and must not threaten it. 

② You must choose way of sliding to add it and the situation such as the topography, weather, nature of the snow, a 

skill, physical condition, the congestion, and to control speed, and to be able to stop to avoid danger anytime. 

③ You must not interfere with the run of the person whom there is before. 

④ When you overtake it, you must leave the interval with the person enough. 

⑤ When you cross the slope when you join when you begin to slide, you look at the top well and must check 

security. 

⑥ You must not sit down in courses. You must be careful with stopping in the place not to be able to foresee from 

the small place and top. When you fell down, you must leave the course quickly. 

⑦When you stop, when you walk, when you climb it, it must be the edge of the course 

⑧ You must attach a flow stopper to a ski and the snowboard. 

⑨ You keep attention such as notice, mark, the hall broadcast and must obey the instructions of the ski patrol 

skiing area person in charge. 

⑩ When you came across an accident, you cooperate with a rescue operation and a report and must clarify birth 

and parentage regardless of the person concerned, an eyewitness. 

 

3, Do not appear outside the management area of the skiing area. Do not appear in the place that is not appointed 

in the course in the management areas either. 

 

4, You must not let a child do an independent action in the place where the mesh of the protector does not reach 

 

5, During the ride of the lift gondola and the slope are smoking cessation. You may do the smoking only at a decided 

place. 

 

6, Please stop dumping of the garbage from the lift gondola, stop the dumping of the garbage in ski courses. 

 

7, In our skiing area, I cannot take responsibility for an accident by disregard, the contempt of this notice and 

action rule of the skiing area. 

 

The person who cannot approve the above-mentioned matter declines the ski snowboarding in this skiing area. 

 

Chuo bus Kanko Kaihatsu Co., Ltd. 

Otaru Tenguyama skiing area 


