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平成２９年度	 教育部（スキー）事業  
	 

スキー指導者研修会	 

No.	 事	 	 業	 	 名	 会	 	 	 期	 会	 	 場	 

1	 指導者研修会	 理論(1)	 平成 28 年 11 月 13 日(日) ＰＭ 千葉大学 

2	 指導者研修会	 実技(1)	 平成 28 年 12 月 9 日(金)～12 月 10 日(土) 北海道 

3	 指導者研修会	 実技(2)	 平成 29 年 1 月 7 日(土)～ 1 月 8 日(日) 会津高原高畑 

4	 指導者研修会	 理論(2)・実技(3)	 平成 29 年 3 月 18 日(土)～ 3 月 20 日(月) 万座温泉 

	 

スキー検定員クリニック	 

5	 クリニック	 理論(1)	 平成 28 年 11 月 13 日(日) 千葉大学 

6	 クリニック	 実技(1)	 平成 28 年 12 月 9 日(金) 北海道 

7	 クリニック	 実技(2)	 平成 29 年 1 月 7 日(土) 会津高原高畑 

8	 クリニック	 理論(2)・実技(3)	 平成 29 年 3 月 19 日(日) 万座温泉 

	 

認定スキー指導員・生涯スキーリーダー関係	 

9	 認定スキー指導員研修会 理論(1) 平成 28 年 11 月 13 日(日) ＰＭ 千葉大学 

10	 認定スキー指導員研修会 実技(1) 平成 28 年 12 月 9 日(金)～12 月 10 日(土) 北海道 

11	 認定スキー指導員研修会 実技(2) 平成 29 年 1 月 7 日(土)～ 1 月 8 日(日) 会津高原高畑 

12	 認定スキー指導員研修会 理論(2)・実技(3) 平成 29 年 3 月 18 日(土)～ 3 月 20 日(月) 万座温泉 

13	 生涯スキーリーダー認定講習会 平成 29 年 3 月 18 日(土)～ 3 月 19 日(日) 万座温泉 

14	 生涯スキーリーダー研修会 理論(1) 平成 28 年 11 月 13 日(日) ＰＭ 千葉大学 

15	 生涯スキーリーダー研修会 実技(1) 平成 28 年 12 月 9 日(金)～12 月 10 日(土) 北海道 

16	 生涯スキーリーダー研修会 実技(2) 平成 29 年 1 月 7 日(土)～ 1 月 8 日(日) 会津高原高畑 

17	 生涯スキーリーダー研修会 理論(2)・実技(3) 平成 29 年 3 月 18 日(土)～ 3 月 20 日(月) 万座温泉 

	 	 

検定関係	 

18	 準指導員検定会(理論) 平成 28 年 11 月 13 日(日)ＡＭ 千葉大学	 

19	 準指導員検定会(実技) 平成 29 年 3 月 4 日(土)～ 3 月 5 日(日) 会津高原高畑	 

20	 B･C 級検定員検定会 平成 29 年 3 月 4 日(土)～ 3 月 5 日(日) 会津高原高畑	 

21	 バッジテスト(1) 平成 29 年 1 月 9 日(月) 会津高原高畑	 

22	 バッジテスト(2) 平成 29 年 3 月 20 日(月) 万座温泉	 

	 

指導者養成講習会関係	 

23	 養成講習会	 基礎理論(1)	 平成 28 年 10 月 23 日(日) 四街道市文化ｾﾝﾀｰ 

24	 養成講習会	 基礎理論(2)	 平成 28 年 11 月 13 日(日) ＰＭ 千葉大学 

25	 養成講習会	 実技(1)	 平成 28 年 12 月 9 日(金)～12 月 11 日(日) 北海道 

26	 養成講習会	 実技(2)	 平成 29 年 1 月 7 日(土)～ 1 月 9 日(月) 会津高原高畑 

27	 養成講習会	 実技(3)	 平成 29 年 1 月 28 日(土)～ 1 月 29 日(日) 会津高原高畑 

28	 養成講習会	 実技(4)	 平成 29 年 2 月 11 日(土)～ 2 月 12 日(日) 会津高原高畑 
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技術選関係	 

29	 

千葉県スキー技術選手権 

兼･千葉県スキー技術クラブﾞ対抗戦 

兼・全日本スキー技術選手権選考会 

平成 29 年 1 月 20 日(金)～ 1 月 22 日(日) 戸隠 

30	 強化合宿(1) 平成 28 年 12 月 16 日(金)～12 月 18 日(日) 熊の湯 

31	 強化合宿(2) 平成 29 年 2 月 18 日(土)～ 2 月 21 日(火) 戸隠 

32	 技術選直前合宿 平成 29 年 3 月 5 日(日)～ 3 月 7 日(火) ルスツリゾート 

	 

その他	 

33	 レベルアップ講習会(1) 平成 28 年 12 月 9 日(金)～12 月 10 日(土) 北海道 

34	 レベルアップ講習会(2) 平成 29 年 1 月 7 日(土)～ 1 月 9 日(月) 会津高原高畑 

35	 レベルアップ講習会(3) 平成 29 年 3 月 18 日(土)～ 3 月 20 日(月) 万座温泉 

36	 キッズスノーキャンプ 平成 29 年 1 月 7 日(土)～ 1 月 8 日(日) 会津高原高畑 

	 

指導員会委託事業	 

委 1	 認定スキー指導員研修会 実技 平成 29 年 2 月 21 日(火)～ 2 月 22 日(水) かたしな高原 

委 2	 生涯スキーリーダー研修会 実技 平成 29 年 2 月 21 日(火)～ 2 月 22 日(水) かたしな高原 

	 

	 

ＳＡＪ･南関等	 

37	 中央研修会 平成 28 年 11 月 19 日(金)～11 月 20 日(日) 熊の湯 

38	 南関東ブロック研修会 平成 28 年 11 月 25 日(金)～11 月 27 日(日) 熊の湯 

39	 スキー大学(第 1 会場) 平成 29 年 1 月 6 日(金)～ 1 月 9 日(月) 朝里川温泉 

40	 スキー大学(第 2 会場) 平成 29 年 1 月 13 日(金)～ 1 月 16 日(月) 白馬五竜 

41	 スキー大学(第 3 会場) 平成 29 年 2 月 10 日(金)～ 2 月 13 日(月) 猪苗代 

42	 指導員検定会 平成 29 年 2 月 24 日(金)～ 2 月 26 日(日) 全国 5 会場 

43	 Ａ級検定員検定会 平成 29 年 2 月 25 日(土)～ 2 月 26 日(日) 全国 5 会場 

44	 第 54 回全日本スキー技術選手権大会 平成 29 年 3 月 8 日(水)～ 3 月 12 日(日) ルスツリゾート 

45	 環富士山スキー技術選手権大会 平成 29 年 3 月 11 日(土)～ 3 月 12 日(日) 白馬五竜 

	 

	 

※各事業の参加者は、スキー傷害保険への加入をお願いします。  
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ス キ ー 指 導 者 研 修 会	 

	 

①  研修会の申込方法	 
指導者研修会実技受講者は、必ず千葉県内での理論を受講してください。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

（ただし、実技(3)を除く）	 

指導者研修会参加申込書に記入のうえ、会場ごとに提出してください。	 

※オフシャルブックの購入は、希望者のみ（有料・割引価格）となります。ご希望の方は、申込

書に記入のうえ、提出してください。研修会・クリニック（理論）受付時にお渡しします。	 

②研修会宿泊について	 

実技(2)の宿泊に関しては、各自で手配してください。	 

理論(2)実技(3)の宿泊に関しては、クラブ単位で県連書式のFAX用紙で宿舎へFAX後、必ず宿

舎へ電話をし、手配を確認してください。	 

実技(2)	 福島県	 会津高原高畑スキー場	 	 

伊南旅館民宿組合	 連絡先	 TEL	 0241-76-2214	 

理論(2)・実技(3)	 群馬県	 万座温泉スキー場	 	 

万座高原ホテル	 連絡先	 TEL	 0279-97-3111	 FAX	 0279-97-3119	 

③指向別研修について	 (研修会・実技(2)のみ)	 

(１班)指導力向上班	 	 (２班)技術力向上班	 の２班の指向別班で研修を実施します。	 

班編成のため、申込用紙の志向別欄の希望する方に○印を記入してください。	 

なお、班編成の都合上、希望に添えない場合もあります事をご了承ください。	 

④参加申し込み後のキャンセルについて	 

参加費等は、返金できません。(事務手続き費用含む)。北海道事業は、国内旅行約款によります。	 

ただし、事業が雪不足並びに本連盟の事情により中止になった場合は、事務手数料として1,000

円を除いて返金します。	 

⑤研修会会場変更	 

やむをえない事由により会場変更をする場合は、１回の会場変更を認めます。	 

会場変更する場合は、研修会会場変更届出書と送金明細書に事務手続き費用1,000円を添えて、

変更前の会期の７日前までに事務局に送付願います。	 

⑥他県にて研修会に参加する場合	 

	 	 千葉県から他県で研修会に参加する方は、データベースに登録するため、事務手数料1,000円と

送金明細書を添えて事務局宛に送付願います。	 

⑦研修会会場での受付について	 

今年度から受付は、受講年度のＳＡＪ会員証の確認にて行いますので忘れずにご持参をお願い

します。ＳＡＪ会員証を忘れた場合は、確認ができないことから研修会の修了扱いとなりません

ので注意願います。	 

⑧ライセンスの再発行について	 

紛失等で再発行する場合は、全日本スキー連盟事務局に申請しますので、ライセンスカード等再

発行願と写真及び実費3,000円が必要となります。送金明細書を添えて事務局に申請してくだい。	 

なお、研修会現地では、再発行はいたしません。

研修会含め各種事業の申請は、申請書とともに千葉県スキー連盟所定の送金明細書を

添付し、クラブにて取りまとめの上、送付願います。  



教育 4 

ス キ ー 指 導 者 研 修 会	 

	 

研修会：理論(1)	 千葉大学	 

	 

会 期	 	 	 平成２８年１１月１３日（日）	 

	 

会 場	 	 	 千葉大学	 文学部１号館	 ２０３講義室	 

	 

定 員	 	 	 ２７０名（指導者、認定スキー指導員及び生涯スキーリーダーを含む）	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１０月２４日（月）事務局必着	 

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。	 

	 

受 講 料	 	 	 ２，５００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員、SAJ立会責任者	 

	 

担当理事	 	 	 内田	 衛	 TEL	 090-2647-4783	 

	 

講 師	 	 	 SAJ役員、SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員他	 

	 

日 程	 	 	 受	 付	 	 １１月１３日（日）１２：３０～	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １３：００	 

閉会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １７：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（２）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（３）会場に駐車場は、ありません。車での来場は、ご遠慮ください。	 

（４）講師は、都合により変更になる場合があります。	 

（５）他都道府県連盟所属の方の申し込みは、必ず所属連盟を通じて申し込みをしてください。	 

個人での申し込みは、受付いたしません。	 

交通案内	 

・JR 西千葉駅から西千葉キャンパス南門まで徒歩約 2 分	 

・京成みどり台駅から西千葉キャンパス正門まで徒歩約 7 分	 

・千葉都市モノレール天台駅から西千葉キャンパス北門まで徒歩約 10 分	 
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ス キ ー 指 導 者 研 修 会	 
	 

研修会：実技(1)	 北海道	 

	 

会 期	 	 	 平成２８年１２月	 ９日（金）～１２月１０日（土）	 

	 

会 場	 	 	 北海道	 サッポロテイネ	 

	 

宿 泊	 	 	 京王プラザホテル	 TEL	 011-271-0111	 

〒060-0005	 北海道札幌市中央区北５条西７丁目	 

	 

定 員	 	 	 最低催行人員３０名	 

	 

申込方法	 	 	 別途、北海道スキーツアーパンフレットを参照してください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１１月１４日(月)	 

出発便を早便、通常便の２つに分けますので、各々定員になり次第、他便に	 

なる事もあります。詳細は、北海道スキーツアーパンフレットで旅行会社に	 

お問合せください。	 

	 

受 講 料	 	 	 ３，５００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員、SAJ立会責任者	 

	 

担当理事	 	 	 工藤喜明	 TEL	 090-6100-1829	 	 Eメール:y-kudou@car.zaq.jp	 

	 

講 師	 	 	 SAJ 専門委員、SAJ スキー技術員、SAC 技術員	 

	 

日 程	 	 	 １２月	 ９日（木）	 羽田空港発	 

１２月１０日（金）	 サッポロテイネ（予定）	 

１２月１１日（土）	 サッポロテイネ（予定）	 

１２月１２日（日）	 羽田空港夜着	 

	 

その他留意事項	 

（１）研修中、スキー指導者資格の方は、ネームプレートを装着してください。	 

（２）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（３）ツアー詳細については、別途、北海道スキーツアーパンフレットを参照してください。	 

（４）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（５）今年度から受付は、ＳＡＪ会員証２０１７の確認にて行いますので忘れずにご持参をお

願いします。ＳＡＪ会員証を忘れた場合は、確認ができないことから研修会の修了扱いと

なりませんので注意願います。	 
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ス キ ー 指 導 者 研 修 会	 
	 

研修会：実技(2)	 会津高原高畑	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 １月	 ７日（土）～	 １月	 ８日（日）	 

	 

会 場	 	 	 福島県	 会津高原高畑スキー場	 

	 

本 部	 	 	 小豆温泉	 花木の宿	 TEL	 0241-76-3111	 

〒967-0515	 福島県南会津郡南会津町大桃1041-1	 

	 

定 員	 	 	 ２００名（指導者、認定スキー指導員及び生涯スキーリーダーを含む）	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１２月１２日（月）事務局必着	 

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。	 

	 

受 講 料	 	 	 ３，５００円	 

	 

宿 泊	 	 	 各自で手配願います。	 

	 

役 員	 	 	 県連役員、SAJ立会責任者	 

	 

担当理事	 	 	 石塚照久	 TEL	 090-3319-8055	 

	 

講 師	 	 	 SAJ 専門委員、SAJ スキー技術員、SAC 技術員	 

	 

日 程	 	 	 開会式	 	 	 １月	 ７日（土）	 ９：３０	 

閉会式	 	 	 １月	 ８日（日）１４：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）研修中、スキー指導者資格の方は、ネームプレートを装着してください。	 

（２）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（３）宿泊の予約は、右記に行ってください。	 伊南旅館民宿組合	 TEL	 0241-76-2214	 

（４）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（５）他都道府県連盟所属の方の申し込みは、必ず所属連盟を通じて申し込みをしてください。	 

個人での申し込みは、受付いたしません。	 

（６）今年度から受付は、ＳＡＪ会員証２０１７の確認にて行いますので忘れずにご持参をお

願いします。ＳＡＪ会員証を忘れた場合は、確認ができないことから研修会の修了扱いと

なりませんので注意願います。	 
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ス キ ー 指 導 者 研 修 会	 
	 

研修会：理論(2)・実技(3)	 万座温泉	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ３月１８日（土）～	 ３月２０日（月）	 

	 

会 場	 	 	 群馬県	 万座温泉スキー場	 

	 

本部宿舎	 	 	 万座高原ホテル	 TEL	 0279-97-3111	 FAX	 0279-97-3119	 

〒377-1595	 	 	 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉	 

	 

定 員	 	 	 ８０名（指導者、認定スキー指導員及び生涯スキーリーダーを含む）	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２９年	 ２月１６日（木）事務局必着	 

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。	 

	 

受 講 料	 	 	 ６，０００円（理論のみ２，５００円	 実技のみ３，５００円）	 

	 

宿 泊	 	 	 クラブ単位で万座高原ホテルへFAXにてお願いします。	 

	 

役 員	 	 	 県連役員、SAJ立会責任者	 

	 

担当理事	 	 	 髙田	 茂	 TEL	 090-6108-5449	 Eメール:tkd171sgr@gmail.com	 

	 

講 師	 	 	 SAJ 専門委員、SAJ スキー技術員、SAC 技術員	 

	 

日 程	 	 	 開会式	 	 	 	 ３月１８日（土）	 ９：４５	 

研修会実技	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０：００～１２：００	 

研修会理論	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １３：３０～１７：３０	 

研修会実技	 	 ３月１９日（日）	 ９：３０～１１：３０	 

（クリニック理論・実技	 	 	 	 １３：００～１７：００）	 

研修会実技	 	 ３月２０日（月）	 ９：００～１１：００	 

研修会実技	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １２：００～１４：００	 

閉会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １４：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）研修中、スキー指導者資格の方は、ネームプレートを装着してください。	 

（２）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（３）宿泊は、県連書式のFAX用紙で宿舎へFAX後、必ず宿舎へ電話で手配を確認してくだ

さい。	 

（４）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（５）他都道府県連盟所属の方の申し込みは、必ず所属連盟を通じて申し込みをしてください。	 

個人での申し込みは、受付いたしません。	 

（６）今年度から受付は、ＳＡＪ会員証２０１７の確認にて行いますので忘れずにご持参をお

願いします。ＳＡＪ会員証を忘れた場合は、確認ができないことから研修会の修了扱いと

なりませんので注意願います。	 

	 



教育 8 

スキー検定員クリニック	 
	 

①  検定員クリニック実技申し込みについて	 
検定員クリニック実技受講者は、必ず千葉県内でのクリニック理論を受講してください。	 

（ただし、理論(2)実技(3)を除く）	 

	 

②検定員クリニック実技会場変更	 

検定員クリニック実技について会場変更する場合は、１回のみ会場変更を認めます。	 

会場変更する場合は、検定員クリニック会場変更届出書と送金明細書に事務手続き費用1,000円

を添えて、変更前の会期の７日前までに事務局に送付願います。	 

	 

③宿泊申込について	 

実技(1)の宿泊は、別途、北海道スキーツアーパンフレットを参照してください。	 

実技(2)の宿泊は、各自で手配願います。	 

理論(2)実技(3)の宿泊は、クラブ単位で県連書式のFAX用紙で宿舎へFAX後、必ず宿舎へ電話

をし、手配を確認してください。	 

	 

実技(2)	 福島県	 会津高原高畑スキー場	 	 

伊南旅館民宿組合	 連絡先	 TEL	 0241-76-2214	 

理論(2)・実技(3)	 群馬県	 万座温泉スキー場	 	 

万座高原ホテル	 連絡先	 TEL	 0279-97-3111	 FAX	 0279-97-3119	 

	 

④検定員クリニック会場での受付について	 

今年度から受付は、受講年度のＳＡＪ会員証の確認にて行いますので忘れずにご持参をお願い

します。ＳＡＪ会員証を忘れた場合は、確認ができないことから検定員クリニックの修了扱いと

なりませんので注意願います。	 

	 

⑤他県にて検定員クリニックに参加する場合	 

	 	 千葉県から他県で検定員クリニックに参加する方は、データベースに登録するため、事務手数

料1,000円と送金明細書を添えて事務局宛に送付願います。	 



教育 9 

スキー検定員クリニック	 

	 

検定員クリニック：理論(1)	 千葉大学	 

	 

会 期	 	 	 平成２８年１１月１３日（日）	 

	 

会 場	 	 	 千葉大学	 文学部１号館	 ２０３講義室	 

	 

定 員	 	 	 ２７０名	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１０月２４日（月）事務局必着	 

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。	 

	 

受 講 料	 	 	 １，０００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 内田	 衛	 TEL	 090-2647-4783	 

	 

講 師	 	 	 SAJ 専門委員、SAJ スキー技術員、SAC 技術員	 

	 

日 程	 	 	 受	 付	 	 １１月１３日（日）	 ９：３０～	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０：００	 

閉会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １２：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（２）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（３）会場に駐車場は、ありません。車での来場は、ご遠慮ください。	 

（４）講師は、都合により変更になる場合があります。	 

（５）他都道府県連盟所属の方の申し込みは、必ず所属連盟を通じて申し込みをしてください。	 

個人での申し込みは、受付いたしません。	 

交通案内	 

・JR 西千葉駅から西千葉キャンパス南門まで徒歩約 2 分	 

・京成みどり台駅から西千葉キャンパス正門まで徒歩約 7 分	 

・千葉都市モノレール天台駅から西千葉キャンパス北門まで徒歩約 10 分	 
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スキー検定員クリニック	 
	 

検定員クリニック：実技(1)	 北海道	 

	 

会 期	 	 	 平成２８年１２月	 ９日（金）	 

	 

会 場	 	 	 北海道	 サッポロテイネ	 

	 

本 部	 	 	 京王プラザホテル	 TEL	 011-271-0111	 

〒060-0005	 北海道札幌市中央区北５条西７丁目	 

	 

定 員	 	 	 最低催行人員３０名	 	 

	 

申込方法	 	 	 別途、北海道スキーツアーパンフレットを参照してください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１１月１４日(月)	 

出発便を早便、通常便の２つに分けますので、各々定員になり次第、他便に	 

なる事もあります。詳細は、北海道スキーツアーパンフレットで旅行会社に	 

お問合せください。	 

	 

受 講 料	 	 	 ２,０００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 工藤喜明	 TEL	 090-6100-1829	 Eメール:y-kudou@car.zaq.jp	 

	 

講 師	 	 	 SAJ 専門委員、SAJ スキー技術員、SAC 技術員	 

	 

日程（予定）	 開会式	 	 １２月	 ９日（金）	 ９：３０	 

閉	 会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １８：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）クリニック参加者は、検定員ライセンスを提出してください。	 

（２）クリニック中は、ネームプレートを装着してください。	 

（３）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（４）ツアー詳細については、別途、北海道スキーツアーパンフレットを参照してください。	 

（５）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（６）今年度から受付は、ＳＡＪ会員証２０１７の確認にて行いますので忘れずにご持参をお

願いします。ＳＡＪ会員証を忘れた場合は、確認ができないことからクリニックの修了扱

いとなりませんのでので注意願います。	 
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スキー検定員クリニック	 
	 

検定員クリニック：実技(2)	 会津高原高畑	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 １月	 ７日（土）	 

	 

会 場	 	 	 福島県	 会津高原高畑スキー場	 

	 

本 部	 	 	 小豆温泉	 花木の宿	 TEL	 0241-76-3111	 

〒967-0515	 福島県南会津郡南会津町大桃1041-1	 

	 

定 員	 	 	 １５０名	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に実技会場を明記の上、受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込

みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１２月１２日（月）事務局必着	 

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。	 

	 

受 講 料	 	 	 ２,０００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 石塚照久	 TEL	 090-3319-8055	 

	 

講 師	 	 	 SAJ 専門委員、SAJ スキー技術員、SAC 技術員	 

	 

日 程	 	 	 受	 付	 	 １月	 ７日（土）	 ８：３０～	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：３０	 

クリニック実技	 	 	 	 	 	 １６：００～１８：００	 

閉会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １８：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）クリニック参加者は、検定員ライセンスを提出してください。	 

（２）クリニック中は、ネームプレートを装着してください。	 

（３）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（４）宿泊の予約は、右記に行ってください。	 伊南旅館民宿組合	 TEL	 0241-76-2214	 

（５）ライセンスの返却は、翌日の研修会終了後になります。	 

クリニックのみで帰られる方は、受付時にお申し出ください。	 

（６）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（７）他都道府県連盟所属の方の申し込みは、必ず所属連盟を通じて申し込みをしてください。	 

個人での申し込みは、受付いたしません。	 

（８）今年度から受付は、ＳＡＪ会員証２０１７の確認にて行いますので忘れずにご持参をお

願いします。ＳＡＪ会員証を忘れた場合は、確認ができないことからクリニックの修了扱

いとなりませんのでので注意願います。	 
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スキー検定員クリニック	 
	 

検定員クリニック：理論(2)・実技(3)	 万座温泉	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ３月１９日（日）	 

	 

会 場	 	 	 群馬県	 万座温泉スキー場	 

	 

本部宿舎	 	 	 万座高原ホテル	 TEL	 0279-97-3111	 FAX	 0279-97-3119	 

〒377-1595	 	 	 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉	 

	 

定 員	 	 	 ４０名	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に実技会場を明記の上、受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込

みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２９年	 ２月１６日（木）事務局必着	 

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。	 

	 

受 講 料	 	 	 ３，０００円（理論のみ１，０００円	 実技のみ２，０００円）	 

	 

宿 泊	 	 	 クラブ単位で万座高原ホテルへFAXにてお願いします。	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 髙田	 茂	 TEL	 090-6108-5449	 Eメール:tkd171sgr@gmail.com	 

	 

講 師	 	 	 SAJ 専門委員、SAJ スキー技術員、SAC 技術員	 

	 

日 程	 	 	 受付（クリニックのみの受講者）	 ３月１９日（日）１２：３０～	 

クリニック理論・実技	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １３：００～１７：００	 

閉会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １７：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）クリニック参加者は、検定員ライセンスを提出してください。	 

（２）クリニック中は、ネームプレートを装着してください。	 	 

（３）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（４）宿泊は、県連書式のFAX用紙で宿舎へFAX後、必ず宿舎へ電話で手配を確認してくだ

さい。	 

（５）ライセンスの返却は、研修会終了後になります。	 

クリニックのみで帰られる方は、受付時にお申し出ください。	 

（６）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（７）他都道府県連盟所属の方の申し込みは、必ず所属連盟を通じて申し込みをしてください。	 

個人での申し込みは、受付いたしません。	 

（８）今年度から受付は、ＳＡＪ会員証２０１７の確認にて行いますので忘れずにご持参をお

願いします。ＳＡＪ会員証を忘れた場合は、確認ができないことからクリニックの修了扱

いとなりませんのでので注意願います。	 
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認定スキー指導員研修会	 
	 

理論(1)	 千葉大学	 	 	 	 	 	 	 …	 教育４ページ	 

	 

実技(1)	 北海道	 	 	 	 	 	 	 	 …	 教育５ページ	 

	 

実技(2)	 会津高原高畑	 	 	 	 	 …	 教育６ページ	 

	 

理論(2)・実技(3)	 万座温泉	 	 	 	 …	 教育７ページ	 

	 

上記詳細は、教育４～教育７ページのスキー指導者研修会を参照してください。	 

	 

実技(3)	 かたしな高原	 	 	 	 	 …	 指導員会委託事業	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ２月２１日（火）～	 ２月２２日（水）	 

	 

会 場	 	 	 群馬県	 かたしな高原スキー場	 

	 

留意事項	 	 	 本研修会は、千葉県スキー指導員会への委託事業となります。	 

詳細は、千葉県スキー連盟ホームページに掲載いたします。	 

	 

	 

	 

その他留意事項	 

（１）認定スキー指導員のネームプレートは、ありませんので装着不用です。	 

（２）実技研修では、認定スキー指導員証の提出をお願いします。	 

（３）他都道府県連盟所属の方の申し込みは、必ず所属連盟を通じて申し込みをしてください。	 

個人での申し込みは、受付いたしません。	 
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生涯スキーリーダー認定講習会	 
	 

趣 旨	 	 	 スキーを愛好し、地域や職域等においてそれぞれのライフスタイルに応じた、より

自由度の高いスキーリーダーを養成し、スキースポーツの普及と振興に寄与するこ

とを目的としています。	 

	 

主 管	 	 	 千葉県スキー連盟	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ３月１８日（土）～	 １９日（日）	 

	 

会 場	 	 	 群馬県	 万座温泉スキー場	 

	 

本部宿舎	 	 	 万座高原ホテル	 TEL	 0279-97-3111	 FAX	 0279-97-3119	 

〒377-1595	 	 	 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉	 

	 

宿 泊	 	 	 クラブ単位で万座高原ホテルへFAXにてお願いします。	 

	 

受講対象	 	 	 生涯スキー指導者を志す年齢 40 歳以上で、おおむね 2 級程度以上のスキーヤー	 

	 

募集人員	 	 	 ２０名	 （最少催行人数４名）	 

	 

受 講 料	 	 	 １０，０００円	 

	 

認 定 料	 	 	 ３，０００円（認定講習会修了後、認定基準に基づき適格者に認定書を授与します。）	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２９年	 ２月１６日（木）事務局必着	 

	 

担当理事	 	 	 髙田	 茂	 TEL	 090-6108-5449	 E メール:tkd171sgr@gmail.com	 

	 

講 師	 	 	 SAJ 専門委員、SAJ スキー技術員、SAC 技術員	 

	 

講習内容	 	 	 スキーの楽しさを伝え、安全に指導できるリーダーを養成するため、スキー技術の

方法論、スキー実技、安全対策や自然についてリーダーに必要な知識と技能を学ぶ。	 

（基礎理論：4 時間・実技実習：4 時間）	 

	 

日 程	 	 	 	 	 	 現地受付	 ３月１８日（土）	 ８：３０（本部宿舎）	 

開講式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ８：５０	 

実技講習	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：００～１１：００	 

理論講習	 	 	 	 	 	 	 	 	 １３：３０～１５：３０	 

実技講習	 ３月１９日（日）	 ９：００～１１：００	 

理論講習	 	 	 	 	 	 	 	 	 １２：００～１４：００	 

閉講式及び認定書授与	 	 	 １４：００～１４：３０	 

解	 散	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １４：３０	 

その他留意事項	 

（１）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（２）宿泊は、県連書式のFAX用紙で宿舎へFAX後、必ず宿舎へ電話で手配を確認してくだ

さい。	 
（３）認定された方は、認定料を現地にて徴収いたします。	 

（４）参加申し込み後のキャンセルには、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 
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生涯スキーリーダー研修会	 
	 

研修会：理論(1)	 千葉大学	 

	 

会 期	 	 	 平成２８年１１月１３日（日）	 

	 

会 場	 	 	 千葉大学	 文学部１号館	 ２０３講義室	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１０月２４日（月）事務局必着	 

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。	 

	 

受 講 料	 	 	 ０円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 内田	 衛	 TEL	 090-2647-4783	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員、SAC専門委員	 

	 

日 程	 	 	 受	 付	 	 １１月１３日（日）１２：３０～	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １３：００	 

閉会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １７：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）研修会参加者は、現地受付時に生涯スキーリーダー認定証を提出してください。	 

（２）研修会は、理論４時間・実技８時間から成り立ち、理論研修会と実技研修会の両方の受講

参加で修了となります。理論のみや実技のみの参加では研修会修了とはなりませんのでご

注意ください。	 

（４）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（５）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（６）会場に駐車場は、ありません。車での来場は、ご遠慮ください。	 

	 
交通案内	 

・JR 西千葉駅から西千葉キャンパス南門まで徒歩約 2 分	 

・京成みどり台駅から西千葉キャンパス正門まで徒歩約 7 分	 

・千葉都市モノレール天台駅から西千葉キャンパス北門まで徒歩約 10 分	 
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生涯スキーリーダー研修会	 
	 

研修会：実技(1)	 北海道	 

	 

会 期	 	 	 平成２８年１２月	 ９日（金）～１２月１０日（土）	 

	 

会 場	 	 	 北海道	 サッポロテイネ	 

	 

宿 泊	 	 	 京王プラザホテル	 TEL	 011-271-0111	 

〒060-0005	 北海道札幌市中央区北５条西７丁目	 

	 

定 員	 	 	 最低催行人員３０名	 

	 

申込方法	 	 	 別途、北海道スキーツアーパンフレットを参照してください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１１月１４日(月)	 

出発便を早便、通常便の２つに分けますので、各々定員になり次第、他便に	 

なる事もあります。詳細は、北海道スキーツアーパンフレットで旅行会社に	 

お問合せください。	 

	 

受 講 料	 	 	 ８，０００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 工藤喜明	 TEL	 090-6100-1829	 Eメール:y-kudou@car.zaq.jp	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員、SAC専門委員	 

	 

日 程	 	 	 １２月	 ８日（木）	 羽田空港発	 

１２月	 ９日（金）	 サッポロテイネ（予定）	 

１２月１０日（土）	 サッポロテイネ（予定）	 

１２月１１日（日）	 羽田空港夜着	 

	 

その他留意事項	 

（１）研修会参加者は、現地受付時に生涯スキーリーダー認定証を提出してください。	 

（２）研修会は、理論４時間・実技８時間から成り立ちます。	 

（３）研修会実技参加者は、研修会理論(11/13)にも参加する必要があります。	 

研修会理論未参加の方は、研修会修了とはなりませんのでご注意ください。	 

（４）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（５）ツアー詳細については、別途、北海道スキーツアーパンフレットを参照してください。	 

（６）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 
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生涯スキーリーダー研修会	 
	 

研修会：実技(2)	 会津高原高畑	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 １月	 ７日（土）～	 １月	 ８日（日）	 

	 

会 場	 	 	 福島県	 会津高原高畑スキー場	 

	 

本 部	 	 	 小豆温泉	 花木の宿	 TEL	 0241-76-3111	 

〒967-0515	 福島県南会津郡南会津町大桃1041-1	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１２月１２日（月）事務局必着	 

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。	 

	 

受 講 料	 	 	 ８，０００円	 

	 

宿 泊	 	 	 各自で手配願います。	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 石塚照久	 TEL	 090-3319-8055	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員、SAC専門委員	 

	 

日 程	 	 	 受	 付	 	 １月	 ７日（土）	 ８：３０～	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：３０	 

閉会式	 	 １月	 ８日（日）１４：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）研修会参加者は、現地受付時に生涯スキーリーダー認定証を提出してください。	 

（２）研修会は、理論４時間・実技８時間から成り立ちます。	 

（３）研修会実技参加者は、研修会理論(11/13)にも参加する必要があります。	 

研修会理論未参加の方は、研修会修了とはなりませんのでご注意ください。	 

（４）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（５）宿泊の予約は、右記に行ってください。伊南旅館民宿組合	 TEL	 0241-76-2214	 

（６）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 
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生涯スキーリーダー研修会	 
	 

研修会：理論(2)・実技(3)	 万座温泉	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ３月１８日（土）～	 ３月２０日（月）	 

	 

会 場	 	 	 群馬県	 万座温泉スキー場	 

	 

本部宿舎	 	 	 万座高原ホテル	 TEL	 0279-97-3111	 FAX	 0279-97-3119	 

〒377-1595	 	 	 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２９年	 ２月１６日（木）事務局必着	 

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。	 

	 

受 講 料	 	 	 ８，０００円（理論のみ０円	 実技のみ８，０００円）	 

	 

宿 泊	 	 	 クラブ単位で万座高原ホテルへFAXにてお願いします。	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 髙田	 茂	 TEL	 090-6108-5449	 Eメール:tkd171sgr@gmail.com	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員、SAC専門委員	 

	 

日 程	 	 	 受	 付	 	 	 	 ３月１８日（土）	 ９：００	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：４５	 

研修会実技	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０：００～１２：００	 

研修会理論	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １３：３０～１７：３０	 

研修会実技	 	 ３月１９日（日）	 ９：３０～１１：３０	 

研修会実技	 	 ３月２０日（月）	 ９：００～１１：００	 

研修会実技	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １２：００～１４：００	 

閉会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １４：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）研修会参加者は、現地受付時に生涯スキーリーダー認定証を提出してください。	 

（２）研修会は、理論４時間・実技８時間から成り立ち、理論研修会と実技研修会の両方の受講

参加で修了となります。理論のみや実技のみの参加では研修会修了とはなりませんのでご

注意ください。	 

（３）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（４）宿泊は、県連書式のFAX用紙で宿舎へFAX後、必ず宿舎へ電話で手配を確認してくだ

さい。	 

（５）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

	 

注意	 

生涯スキーリーダー認定講習会の参加では、研修会修了とはなりませんのでご注意ください。	 

（ＳＡＪ生涯スキーリーダー規程を参照ください。）	 
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生涯スキーリーダー研修会（指導員会委託事業）	 
	 

研修会：実技(3)	 かたしな高原	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ２月２１日（火）～	 ２月２２日（水）	 

	 

会 場	 	 	 群馬県	 かたしな高原スキー場	 

	 

留意事項	 	 	 本研修会は、千葉県スキー指導員会への委託事業となります。	 

詳細は、千葉県スキー連盟ホームページに掲載いたします。	 
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ス キ ー 検 定 関 連	 
	 

公認スキー準指導員検定会	 （理論）	 

	 

会 期	 	 	 平成２８年１１月１３日（日）	 

	 

会 場	 	 	 千葉大学	 文学部１号館	 １０３講義室	 

	 

申込方法	 	 	 願書に写真（25mm×25mm）１枚を貼り、受検料、送金明細書を添えて事務局に申し

込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１０月２４日（月）事務局必着	 

	 

受 検 料	 	 	 １５，０００円（実技検定含む）	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 太田	 敏弘	 TEL	 090-3685-9240	 

	 

検 定 員	 	 	 Ａ級、Ｂ級検定員	 

	 

日 程	 	 	 受	 	 付	 	 １１月１３日（日）	 ９：００～	 

開	 会	 式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：３０	 

検定開始	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０：００	 

検定終了	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １２：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）願書に添付する書類	 

・バッジテスト１級合格証	 (コピー１部)	 

・受検年度のＳＡＪ会員証	 	 (コピー１部)	 	 

・養成講習会受講票を養成講習会(1)１０月２３日に配布するので、必要事項を記入し、写

真（25mm×25mm）を所定の場所に貼り付けて、１１月１３日準指導員検定会（理論）受付

に提出してください。	 

（２）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（３）会場に駐車場はありません。車での来場はご遠慮ください。	 

（４）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

	 
交通案内	 

・JR 西千葉駅から西千葉キャンパス南門まで徒歩約 2 分	 

・京成みどり台駅から西千葉キャンパス正門まで徒歩約 7 分	 

・千葉都市モノレール天台駅から西千葉キャンパス北門まで徒歩約 10 分
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ス キ ー 検 定 関 連	 

	 

公認スキー準指導員検定会	 （実技）	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ３月	 ４日（土）～	 ３月	 ５日（日）	 

	 

会 場	 	 	 福島県	 会津高原高畑スキー場	 

	 

本 部	 	 	 小豆温泉	 花木の宿	 TEL	 0241-76-3111	 

〒967-0515	 福島県南会津郡南会津町大桃1041-1	 

	 

申込方法	 	 	 理論検定に含む。	 

	 

申込締切	 	 	 理論検定に含む。	 

	 

受 検 料	 	 	 理論検定に含む。	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 石塚照久	 TEL	 090-3319-8055	 

	 

検 定 員	 	 	 Ａ級、Ｂ級検定員	 

	 

日 程	 	 	 受	 	 付	 	 ３月	 ４日（土）	 	 ９：００	 

開	 会	 式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：３０	 

検定開始	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０：００	 

閉	 会	 式	 	 ３月	 ５日（日）	 １３：３０	 

	 

その他留意事項	 

（１）事業詳細は、現地公式掲示によります。	 

（２）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（３）宿泊の予約は、右記に行ってください。	 伊南旅館民宿組合	 TEL	 0241-76-2214	 

（４）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（５）高畑事業宿泊割引申込書・リフト割引は、発行いたしません。	 

よりリーズナブルな宿泊パックをご利用ください。	 
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ス キ ー 検 定 関 連	 
	 

Ｂ・Ｃ級検定員検定会	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ３月	 ４日（土）～	 ３月	 ５日（日）	 

	 

会 場	 	 	 福島県	 会津高原高畑スキー場	 

	 

本 部	 	 	 小豆温泉	 花木の宿	 	 TEL	 0241-76-3111	 

〒967-0515	 福島県南会津郡南会津町大桃1041-1	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受検料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２９年	 ２月	 ９日（木）事務局必着	 

	 

受 検 料	 	 	 Ｂ級	 ４，０００円	 

Ｃ級	 ３，０００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 石塚照久	 TEL	 090-3319-8055	 

	 

検 定 員	 	 	 Ａ級、Ｂ級検定員	 

	 

日 程	 	 	 受	 付	 	 ３月	 ４日（土）	 ８：３０	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：００	 

発	 表	 	 ３月	 ５日（日）	 ９：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）Ｂ級受検願書に添付する書類	 	 

・指導員認定証	 (コピー１部)	 または、指導員ライセンス	 (コピー１部)	 

・Ｃ級検定員認定証(コピー１部)	 または、Ｃ級検定員ライセンス	 (表・裏コピー１部)	 

・受検年度のＳＡＪ会員証	 (コピー１部)	 

（２）Ｃ級受検願書に添付する書類	 

・準指導員認定証	 (コピー１部)	 または、準指導員ライセンス	 (表・裏コピー１部)	 

・受検年度のＳＡＪ会員証	 (コピー１部)	 

（３）事業詳細は、現地公式掲示による。	 

（４）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（５）宿泊の予約は、右記に行ってください。伊南旅館民宿組合	 TEL	 0241-76-2214	 

（６）高畑事業宿泊割引申込書・リフト割引は、発行いたしません。	 

よりリーズナブルな宿泊パックをご利用ください。	 
（７）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（８）今年度、指導員検定受検予定者でＢ級検定員検定の受検を希望する方は、締切までに願書

（右上に今年度指導員受検と朱書する）と必要書類を添えて事務局に申込みしてください。

ただし、指導員検定後、指導員認定証	 (コピー１部)と受検料は、送金明細書を添えて平

成２９年３月１日（水）事務局必着で送付してください。	 

（９）他県連での受検を希望する場合は、事務局に事前に事務手続きを行ってください。	 

	 	 	 	 	 なお、データベースに登録するため、事務手数料1,000円と送金明細書を添えて事務局宛に

送付願います。	 

	 

	 



教育 23 

ス キ ー 検 定 関 連	 
	 

公認スキー指導員検定会	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ２月２４日（金）～	 ２月２６日（日）	 

	 

会 場	 	 	 第一会場	 	 北海道	 	 朝里川温泉スキー場	 

第二会場	 	 岩手県	 	 網張スキー場	 

第三会場	 	 山梨県	 	 サンメドウズ清里スキー場	 

第四会場	 	 福井県	 	 スキージャム勝山	 

第五会場	 	 鳥取県	 	 だいせんホワイトリゾート	 

	 

申込方法	 	 	 ＳＡＪ指定受検願書に受検料と送金明細書を添えて県連事務局に申し込みしてく

ださい。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１１月２３日（水）事務局必着	 

	 

受 検 料	 	 	 指導員検定	 	 ２０，０００円	 

	 

担当理事	 	 	 内田	 衛	 TEL	 090-2647-4783	 

	 

その他留意事項	 

（１）ＳＡＪ規定によります。	 

（２）指導員検定の受検を予定されている方は、ＳＡＪへ県連推薦として願書を提出することか

ら県連役員の面接を行ないますので養成講習会理論(1)会場（１０/２３	 ８：３０受付）

に来場してください。その際、受検願書をお渡しいたします。	 

（３）指導員受検初年度及び養成講習会有効期間を越えた方は、養成講習会(1)、(2)ともに必修

になりますので両日とも出席してください。	 

（４）指導員検定受検者は、受検日時点までに資格継続の研修会修了が必修となりますので、昨

年度、研修会を修了していない方は、受検日までに修了する今年度の研修会(北海道か高

畑が該当)への参加が必須となりますので、必ずご参加ください。	 

（５）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 



教育 24 

ス キ ー 検 定 関 連	 
	 

Ａ級検定員検定会	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ２月２５日（土）～	 ２月２６日（日）	 

	 

会 場	 	 	 第一会場	 	 北海道	 	 朝里川温泉スキー場	 

第二会場	 	 岩手県	 	 網張スキー場	 

第三会場	 	 山梨県	 	 サンメドウズ清里スキー場	 

第四会場	 	 福井県	 	 スキージャム勝山	 

第五会場	 	 鳥取県	 	 だいせんホワイトリゾート	 

	 

申込方法	 	 	 ＳＡＪ指定受検願書に受検料と送金明細書を添えて県連事務局に申し込みしてく

ださい。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１１月２３日（水）事務局必着	 

	 

受 検 料	 	 	 Ａ級検定員検定	 	 ５，０００円	 

	 

担当理事	 	 	 内田	 衛	 TEL	 090-2647-4783	 

	 

その他留意事項	 

（１）ＳＡＪ規定によります。	 

（２）Ａ級検定員検定の受検を予定されている方は、ＳＡＪへ県連推薦として願書を提出するこ

とから県連役員の面接を行ないますので検定員クリニック会場（１１/１３	 ９：３０受

付）に来場してください。その際、受検願書をお渡しいたします。	 

（３）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 



教育 25 

スキー指導者養成講習関連	 

	 

①  指導者養成講習会履修単位について	 
	 

養成講習会履修単位は、養成講習会理論(３単位)を履修したのち、さらに養成講習会実技(1)

(５単位)、実技(2)(６単位)、実技(3)	 (4)(各４単位)の４つの養成講習会実技で合計１０

単位(１単位２時間)(理論は含まない)を履修し、指導実習（様式1～3）を提出した者を指導者

養成講習会修了者として認めます。	 

	 	 指導実習（様式1～3）は、養成講習会実技(2)(3)(4)の受付時に提出してください。	 

または、事務局に平成２９年２月１０日（金）必着で提出してください。	 

	 

②  修了証の発行	 
	 

指導員受検者は、養成講習会(4)終了後に発行します。	 

ただし、準指導員受検者については、発行を省略します。	 

	 

③  養成講習会修了証の有効期限	 
	 

指導員受検者の有効期限は、３か年です。	 

準指導員受検者の理論および指導実習の有効期限は、２か年であり、実技の有効期限は、受講年

度のみです。	 

	 

④  養成講習会ビブについて	 
	 

準指導員検定受検者の養成講習会ビブは、最初に参加される養成講習会で貸与し、以後の養成講

習会は、同じビブを使用し、準指導員検定会初日の受付にて回収します。	 

養成講習会期間中の貸与ですので、「紛失しないよう」「きれいに」管理してください。	 

指導員検定受検者は、養成講習会受講中、ネームプレートを装着してください。	 

	 

⑤  参加申し込み後のキャンセルについて	 
	 

参加申し込み後の受講料等の返金はできません。また、申込締切を過ぎたものについては、会場

の変更もできませんのでご注意ください。	 

	 

	 

受講生のご協力をお願いします。	 



教育 26 

スキー指導者養成講習関連	 

	 

指導者養成講習会	 理論(1)	 （２単位）、理論(2)（１単位）	 

	 

会 期	 	 	 理論(1)平成２８年１０月２３日（日）	 

理論(2)平成２８年１１月１３日（日）	 

	 

会 場	 	 	 理論(1)四街道市文化センター	 ２０１、２０２号室	 

	 	 	 	 	 	 	 理論(2)千葉大学	 文学部１号館	 １０３講義室	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２９年１０月１７日（月）事務局必着	 

	 

受講コース	 	 指導員受検コース・準指導員受検コース	 

	 

受 講 料	 	 	 ５，０００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 (1)井上尚之	 TEL	 080-5531-1574	 

(2)太田敏弘	 TEL	 090-3685-9240	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員、SAC専門委員他	 

	 

日 程	 	 	 (1)受付	 １０月２３日（日）	 	 ９：１５～	 

開始	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：４５	 

終了	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １５：００	 

(2)受付	 １１月１３日（日）	 １２：３０～	 

開始	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １３：００	 

終了	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １５：００	 

その他留意事項	 

（１）必要な資料（指導員検定基準の理論に準じます。）	 

・日本スキー教程	 

・日本スキー教程（安全編）	 

・オフシャルブック 2017	 

・資格検定受検者のために	 

上記図書は、指導者養成講習会	 理論(1)受付時に販売を予定しています。	 

（２）養成講習会受講票（理論(1)当日に配布）に必要事項を記入し、写真（25mm×25mm）を所

定の場所に貼り付け、１１月１３日（日）準指導員検定会理論受付に提出してください。	 

（３）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（４）会場に駐車場は、ありません。車での来場は、ご遠慮ください。	 

（５）指導員、準指導員受検者で初年度及び養成講習会有効期間を越えた方は、養成講習会

理論(1)、(2)ともに必修になります。両日とも出席してください。	 

（６）指導員検定受検者には、受検願書を理論(1)１０月２３日（日）にお渡しいたします。	 

交通案内	 

理論(1)	 ・ＪＲ四街道駅下車	 北口から徒歩約 15 分	 

	 理論(2)・JR 西千葉駅から西千葉キャンパス南門まで徒歩約 2 分	 

・京成みどり台駅から西千葉キャンパス正門まで徒歩約 7 分	 

・千葉都市モノレール天台駅から西千葉キャンパス北門まで徒歩約 10 分	 



教育 27 

スキー指導者養成講習関連	 
	 

指導者養成講習会	 実技(1)（５単位）	 

	 

会 期	 	 	 平成２８年１２月	 ９日（金）～１２月１１日（日）	 

	 

会 場	 	 	 北海道	 サッポロテイネ	 

	 

本 部	 	 	 京王プラザホテル	 TEL	 011-271-0111	 

〒060-0005	 北海道札幌市中央区北５条西７丁目	 

	 

定 員	 	 	 最低催行人員３０名	 

	 

申込方法	 	 	 別途、北海道スキーツアーパンフレットを参照してください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１１月１４日(月)	 

出発便を早便、通常便の２つに分けますので、各々定員になり次第、他便に	 

なる事もあります。詳細は、北海道スキーツアーパンフレットで旅行会社に	 

お問合せください。	 

	 

講習内容	 	 	 指導員､準指導員ともSAJで定めた養成課程。	 

	 

受 講 料	 	 	 １４，０００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 工藤喜明	 TEL	 090-6100-1829	 Eメール:y-kudou@car.zaq.jp	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員	 

	 

日 程	 	 	 １２月	 ８日（木）	 羽田空港発	 

１２月	 ９日（金）	 サッポロテイネ（予定）	 

１２月１０日（土）	 サッポロテイネ（予定）	 

１２月１１日（日）	 サッポロテイネ（予定）	 

羽田空港夜着	 

	 

その他留意事項	 

（１）事業詳細は、現地公式掲示によります。	 

（２）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（３）ツアー詳細については、別途、北海道スキーツアーパンフレットを参照してください。	 

（４）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 



教育 28 

スキー指導者養成講習関連	 
	 

指導者養成講習会	 実技(2)（６単位）	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 １月	 ７日（土）～	 １月	 ９日（月）	 

	 

会 場	 	 	 福島県	 会津高原高畑スキー場	 

	 

本 部	 	 	 小豆温泉	 花木の宿	 	 TEL	 0241-76-3111	 

〒967-0515	 	 福島県南会津郡南会津町大桃1041-1	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書と受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１２月１２日（月）事務局必着	 

	 

講習内容	 	 	 指導員受検コース	 

準指導員受検コース	 

＊指導員､準指導員ともSAJで定めた養成課程。	 

	 

受 講 料	 	 	 １６，０００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 井上尚之	 TEL	 080-5531-1574	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員	 

	 

日 程	 	 	 受 付	 	 １月	 ７日（土）	 	 ８：３０	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：３０	 

閉会式	 	 １月	 ９日（月）	 １４：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）事業詳細は、現地公式掲示によります。	 

（２）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（３）宿舎の予約は、右記に行ってください。	 伊南旅館民宿組合	 TEL	 0241-76-2214	 

（４）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 



教育 29 

スキー指導者養成講習関連	 
	 

指導者養成講習会	 実技(3)（４単位）	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 １月２８日（土）～	 １月２９日（日）	 

	 

会 場	 	 	 福島県	 会津高原高畑スキー場	 

	 

本 部	 	 	 小豆温泉	 花木の宿	 	 TEL	 0241-76-3111	 

〒967-0515	 	 福島県南会津郡南会津町大桃1041-1	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２９年	 １月	 ５日（木）事務局必着	 

	 

講習内容	 	 	 指導員受検コース	 	 

準指導員受検コース	 

＊指導員､準指導員ともSAJで定めた養成課程。	 

	 

受 講 料	 	 	 １２，０００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 太田敏弘	 TEL	 090-3685-9240	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員	 

	 

日 程	 	 	 受 付	 	 １月２８日（土）	 ８：３０	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：３０	 

閉会式	 	 １月２９日（日）１３：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）事業詳細は、現地公式掲示によります。	 

（２）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（３）宿舎の予約は、右記に行ってください。	 伊南旅館民宿組合	 TEL	 0241-76-2214	 

（４）高畑事業宿泊割引申込書・リフト割引は、発行いたしません。	 

よりリーズナブルな宿泊パックをご利用ください。	 
（５）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 



教育 30 

スキー指導者養成講習関連	 
	 

指導者養成講習会	 実技(4)（４単位）	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ２月１１日（土）～	 ２月１２日（日）	 

	 

会 場	 	 	 福島県	 会津高原高畑スキー場	 

	 

本 部	 	 	 小豆温泉	 花木の宿	 	 TEL	 0241-76-3111	 

〒967-0515	 	 福島県南会津郡南会津町大桃1041-1	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２９年	 １月１９日（木）事務局必着	 

	 

受講コース	 	 指導員受検コース	 

準指導員受検コース	 

＊指導員､準指導員ともSAJで定めた養成課程	 

	 

受 講 料	 	 	 １２，０００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 井上尚之	 TEL	 080-5531-1574	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員	 

	 

日 程	 	 	 受 付	 	 ２月１１日（土）	 	 ８：３０	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：３０	 

閉会式	 	 ２月１２日（日）	 １３：００	 

	 

その他留意事項	 

（１）事業詳細は、現地公式掲示によります。	 

（２）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（３）宿舎の予約は、右記に行ってください。	 伊南旅館民宿組合	 TEL	 0241-76-2214	 

（４）高畑事業宿泊割引申込書・リフト割引は、発行いたしません。	 

よりリーズナブルな宿泊パックをご利用ください。	 
（５）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 



教育 31 

ス キ ー 技 術 選 関 連	 
	 

千 葉 県 ス キ ー 技 術 選 手 権	 

兼 ・ 千 葉 県 ス キ ー 技 術 ク ラ ブ 対 抗 戦	 

兼 ・ 全 日 本 ス キ ー 技 術 選 手 権 選 考 会	 
	 

会 期	 	 	 平成２９年	 １月２０日（金）～	 １月２２日（日）	 

会 場	 	 	 長野県	 戸隠スキー場	 

本 部	 	 	 ロッジぴこ	 0262-54-3806	 

〒381-4101	 長野県長野市戸隠3507-80	 

申込方法	 	 	 デジエントリー(http://dgent.jp/）又は、所定の申込書に参加料と送金明細書を

添えて事務局に申し込みしてください。	 

申込締切	 	 	 平成２９年１２月２６日（月）事務局必着	 

参 加 料	 	 	 個人戦参加料(オープン参加可)	 事務局申し込みの場合	 ８，５００円	 

デジエントリーの場合	 ８，０００円	 

クラブ対抗戦参加料	 １チームにつき	 

事務局申し込みの場合	 １，５００円	 

デジエントリーの場合	 １，０００円	 

役 員	 	 	 県連役員	 

担当理事	 	 	 内田	 衛	 TEL	 090-2647-4783	 

審 判 員	 	 	 Ａ級、Ｂ級検定員	 

日 程	 	 	 受	 付	 	 	 	 	 １月２０日（金）	 ２０:３０～２１:００	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２１:００～２１:３０	 

当日受付	 	 	 	 １月２１日（土）	 	 ７:３０～	 ８:００	 

競技開始	 予選	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９:００～、コール開始	 ８:４５～	 

決勝	 	 	 	 	 	 １月２２日（日）	 	 ８:４５～、コール開始	 ８:３０～	 

閉会式・表彰式・代表選手発表	 	 	 １４：００～	 

その他留意事項	 
（１）別途大会要項を参照してください。	 

（２）団体戦参加者は、必ず個人戦の申し込みをしてください。団体戦のみの出場は、できませ
ん。男女混合の参加は、認めません。最低２名以上で申し込みしてください。１チームの
最大人数は、５名です。５名を超える場合は、チームを分けて申し込みください。	 

（３）各自傷害保険に加入の上、参加してください。	 

（４）選手会は、参加者の受付を兼ねています。	 

（５）全日本スキー技術選手権千葉県代表選手を選考します。	 

（６）代表選手は、閉会式後に全日本申込み手続きを行ないますがその際、SAJ会員№・加入傷
害保険の会社名、証書番号及び全日本スキー技術選手権申込金が必要です。また、ｺﾏｰｼｬﾙ
ﾏｰｷﾝｸﾞの申請を行なう予定の選手は、事前に担当理事に問合わせをしてください。	 

（７）全日本スキー技術選手権千葉県代表選手は、すべての強化合宿に参加することとします。	 

（８）宿泊の予約は、各自行ってください。	 

（９）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（10）受付は、各自受付時間内に済ませてください。（代理可）	 

（11）ビブは、受付時に配布します。	 

（12）スタートコールに間に合わない場合、その種目は、失格になります。	 

（13）表彰には、オープン参加者は、含みません。	 

（14）安全のためヘルメットの着用を義務付けます。	 

（15）種目およびスケジュールは、天候の都合等により変更する場合があります。	 
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平成２８、２９年度ＳＡＣ教育部強化指定選手一覧	 
	 

	 

指定ランク	 氏名	 クラブ名	 

Ａ 平井	 良司 船橋スキークラブ 

Ａ	 鶴井	 靖之	 あとりえＳ雪山滑降部隊	 

Ａ	 髙谷	 陽子	 パルレーシングスキークラブ	 

Ｂ	 奥村	 和正	 ジャックフロストスキークラブ	 

Ｂ 岩崎	 羚 ジャックフロストスキークラブ 
Ｂ 織田	 翼 パルレーシングスキークラブ 
Ｂ 田中	 将 未定体育会スキー部 
Ｂ 楢﨑	 剛 ＪＲ千葉支社スキークラブ 

Ｂ 橋口	 泰一 テクニカルスキークラブ 
Ｂ 上野	 桃子 Ｃ－ＳＯスキークラブ 
Ｂ 岩﨑	 舞 テクニカルスキークラブ 
Ｂ 伊集院	 文 ジャックフロストスキークラブ 
Ｂ 鬼澤	 文乃 ヨシキスキークラブ 

Ｃ	 内田	 譲治 柏市スキー連盟 

Ｃ	 酒井	 雅行 テクニカルスキークラブ 

Ｃ	 渡邉	 友章 ジャックフロストスキークラブ 

Ｃ	 杉山	 敬明 日大基礎スキー同好会 

Ｃ	 永野	 夏樹 市原ウインスキークラブ 

Ｃ	 林	 亮徳 ヨシキスキークラブ 

Ｃ	 齊木	 啓文 ジャックフロストスキークラブ 

Ｃ	 中村	 優 ＳＥＶＥＮスキークラブ 

Ｃ	 羽切	 宏光	 ジャクフロストスキークラブ	 

Ｃ	 古俣	 純子	 Ｃ－ＳＯスキークラブ	 

Ｃ	 齊木	 優明子	 ジャックフロストスキークラブ	 

Ｃ	 有山	 あずさ	 ジャックフロストスキークラブ	 

Ｃ	 酒井	 葉子	 テクニカルスキークラブ	 

Ｃ	 松本	 享子	 Ｃ－ＳＯスキークラブ	 

	 

教育部強化指定選手制度要綱による	 
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ス キ ー 技 術 選 関 連	 

	 

強化合宿(1)	 

	 

会 期	 	 	 平成２８年１２月１６日（金）～１２月１８日（日）	 

	 

会 場	 	 	 長野県	 熊の湯スキー場	 

	 

本 部	 	 	 志賀パレスホテル	 TEL	 0269-34-2221	 

〒381-0401	 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原熊の湯ほたる温泉	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

現地申し込みは、一切できませんのでご了承ください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１１月２３日（水）事務局必着	 

	 

参 加 料	 	 	 1 日当り	 Ａ指定無料、Ｂ指定 1,500 円、Ｃ指定 2,000 円	 

SAC 一般 5,000 円、他県連所属 6,000 円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 竹内宏之	 TEL	 090-1600-2747	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員、SAC専門委員	 

	 

日 程	 	 	 １２月１６日（金）	 受付	 ９：００	 開始	 ９：３０	 

１２月１７日（土）	 受付	 ９：００	 開始	 ９：３０	 

１２月１８日（日）	 受付	 ８：３０	 開始	 ９：００	 終了	 １４：００	 

各日ともに開始時間に「レストラン	 ベルドール」内に集合	 

１日単位の参加も可能です。	 

	 

参加資格	 	 	 千葉県スキー連盟教育部強化指定選手	 

技術選を目指す選手	 

	 

その他留意事項	 

（１）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（２）コンディショントレーニングを行う場合ありますので、雪上で運動のできる服装・シュー

ズ・手袋等を持参してください。	 

（３）各自傷害保険に加入の上、参加してください。	 

（４）宿舎の予約は、個人で行ってください。	 

（５）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 
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ス キ ー 技 術 選 関 連	 
	 

強化合宿(2)	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ２月１８日（土）～	 ２月２１日（火）	 

	 

会 場	 	 	 長野県	 戸隠スキー場	 

	 

本 部	 	 	 ロッジぴこ	 0262-54-3806	 

〒381-4101	 長野県長野市戸隠 3507-80	 

	 

申込方法	 	 	 所定の申込書に参加料と送金明細書を添え事務局に申し込みしてください。	 

現地申し込みは、一切受できませんのでご了承ください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２９年	 ２月	 ２日（木）事務局必着	 

	 

参 加 料	 	 	 1 日当り	 Ａ指定無料、Ｂ指定 1,500 円、Ｃ指定 2,000 円	 

SAC 一般 5,000 円、他県連所属 6,000 円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 竹内宏之	 TEL	 090-1600-2747	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員、SAC専門委員	 

	 

日 程	 	 	 開始	 ２月１８日（土）９：００	 (各日とも９：００「シャルマン戸隠」集合)	 

終了	 ２月２１日（火）午後	 

１日単位の参加も可能です。	 

	 

参加資格	 	 	 千葉県スキー連盟教育部強化指定選手	 

技術選を目指す選手	 

	 

その他留意事項	 

（１）宿舎の予約は、下記に行ってください。	 

ロッジぴこ	 0262-54-3806	 （強化合宿参加の旨を伝えてください）	 

（２）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（３）コンディショントレーニングを行う場合ありますので、雪上で運動のできる服装・シュー

ズ・手袋等を持参してください。	 

（４）各自傷害保険に加入の上、参加してください。	 

（５）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 

（６）全日本スキー技術選手権千葉県代表選手及びリザーブは、本合宿および直前合宿に参加し

てください。	 
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ス キ ー 技 術 選 関 連	 

	 

技術選直前合宿	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ３月	 ５日（日）～	 ３月	 ７日（火）	 

	 

北海道	 ルスツリゾート	 

	 

本 部	 	 	 ルスツリゾートホテル	 

	 

参加資格	 	 	 全日本スキー技術選手権出場者	 

	 

申込方法	 	 	 県スキー技術選手権終了後詳細連絡	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 竹内宏之	 TEL	 090-1600-2747	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員、SAC専門委員	 

	 

集 合	 	 	 全日本スキー技術選手権開会式前々日朝	 

	 

その他留意事項	 

（１）各自傷害保険に加入の上、参加してください。	 

（２）全日本スキー技術選手権千葉県代表選手及びリザーブは、強化合宿(2)および本合宿に参

加してください。	 
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レベルアップ講習会	 
	 

レベルアップ講習会(1)	 

	 

会 期	 	 	 平成２８年１２月	 ９日（金）～１２月１０日（土）	 

	 

会 場	 	 	 北海道	 サッポロテイネ	 

	 

本 部	 	 	 京王プラザホテル	 TEL	 011-271-0111	 

〒060-0005	 北海道札幌市中央区北５条西７丁目	 

	 

定 員	 	 	 最低催行人員３０名	 

	 

受講資格	 	 	 ＳＡＪ１・２級程度以上	 

	 

申込方法	 	 	 別途、北海道スキーツアーパンフレットを参照してください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１１月１４日(月)	 

出発便を早便、通常便の２つに分けますので、各々定員になり次第、他便に	 

なる事もあります。詳細は、北海道スキーツアーパンフレットで旅行会社に	 

お問合せください。	 

	 

受 講 料	 	 	 ８，０００円	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 工藤喜明	 TEL	 090-6100-1829	 Eメール:y-kudou@car.zaq.jp	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員、SAC専門委員	 

	 

日 程	 	 	 １２月	 ８日（木）	 羽田空港発	 

１２月	 ９日（金）	 サッポロテイネ（予定）	 

１２月１０日（土）	 サッポロテイネ（予定）	 

１２月１１日（日）	 羽田空港夜着	 

	 

その他留意事項	 

（１）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 
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レベルアップ講習会	 
	 

レベルアップ講習会(2)・級別テスト（１・２級）	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 １月	 ７日（土）～	 １月	 ９日（月）	 

	 

会 場	 	 	 福島県	 会津高原高畑スキー場	 

	 

本 部	 	 	 小豆温泉	 花木の宿	 	 TEL	 0241-76-3111	 

〒967-0515	 	 福島県南会津郡南会津町大桃1041-1	 

	 

定 員	 	 	 ２５名	 （最少催行人員３日間コース５名、２日間コース６名）	 

	 

受講資格	 	 	 ＳＡＪ１・２級程度以上	 

	 

申込方法	 	 	 所定の参加申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１２月１２日（月）事務局必着	 

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。	 

	 

受 講 料	 	 	 ３日間コース	 １０，０００円	 

２日間コース	 	 ８，０００円	 

(級別テスト受検料	 １級	 １，５００円	 ２級	 １，２００円)	 

	 

宿 泊	 	 	 各自で手配願います。	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 井上尚之	 TEL	 080-5531-1574	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員、SAC専門委員	 

	 

日 程	 	 	 受	 付	 	 １月	 ７日（土）	 	 ９：００～	 

開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：３０	 

閉会式	 	 １月	 ９日（日）	 １１：００	 

級別テスト	 	 	 	 	 	 	 	 	 １２：００～	 

その他留意事項	 

（１）事業詳細は、現地公式掲示によります。	 

（２）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（３）希望者には、級別テスト１･２級を実施いたします。	 

レベルアップ講習会(1)(2)を 1 回以上受講した方が対象となります。	 

（４）級別テスト願書に添付する必要書類	 

１級受検者	 ２級合格証	 (コピー１部)	 

事前講習会修了証(コピー１部・レベルアップ講習会(2)参加者は不要です)	 

２級受検者	 特にありません。	 

（５）レベルアップ講習受講者には、事前講習修了書を発行いたします。	 

（６）宿舎の予約は、右記に行ってください。	 伊南旅館民宿組合	 TEL	 0241-76-2214	 

（７）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 
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レベルアップ講習会	 
	 

レベルアップ講習会(3)・級別テスト（１・２級）	 
	 
会 期	 	 	 平成２９年	 ３月１８日（土）～	 ３月２０日（月）	 
	 
会 場	 	 	 群馬県	 万座温泉スキー場	 
	 
本部宿舎	 	 	 万座高原ホテル	 TEL	 0279-97-3111	 FAX	 0279-97-3119	 

〒377-1595	 	 	 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉	 
	 
定 員	 	 	 ２５名	 （最少催行人員３日間コース５名、２日間コース６名）	 
	 
受講資格	 	 	 ＳＡＪ１・２級程度以上	 
	 
申込方法	 	 	 所定の参加申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

級別テスト希望者は、願書・受検料・必要書類・送金明細書を添えて事務局に申し
込みしてください。	 

	 
申込締切	 	 	 平成２９年	 ２月１６日（木）事務局必着	 

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。	 
	 
受 講 料	 	 	 ３日間コース	 １０，０００円	 

２日間コース	 	 ８，０００円	 
（級別テスト受検料	 １級	 １，５００円	 ２級	 １，２００円）	 

	 
宿 泊	 	 	 クラブ単位で万座高原ホテルへFAXにてお願いします。	 
	 
役 員	 	 	 県連役員	 
	 
担当理事	 	 	 髙田	 茂	 TEL	 090-6108-5449	 Eメール:tkd171sgr@gmail.com	 
	 
講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員、SAC専門委員	 
	 
日 程	 	 	 受	 	 付	 ３月１８日（土）	 ８：３０	 

開	 会	 式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ８：５０	 
受	 	 付	 ３月１９日（日）	 ８：３０	 
実技講習	 ３月２０日（月）	 ８：３０～１０：３０	 
級別テスト	 	 	 	 	 	 	 	 １１：３０～	 
閉	 会	 式	 	 	 	 	 	 	 	 	 １４：００～	 

	 
その他留意事項	 
（１）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 
（２）希望者には、級別テスト１･２級を実施いたします。	 

レベルアップ講習会(1)(2)(3)を 1 回以上受講した方が対象となります。	 
（３）級別テスト願書に添付する必要書類	 

１級受検者	 ２級合格証	 (コピー１部)	 
事前講習会修了証(コピー１部・レベルアップ講習会(3)参加者は不要です)	 

２級受検者	 特にありません。	 
（４）レベルアップ講習受講者には、事前講習修了書を発行いたします。	 
（５）宿泊は、県連書式のFAX用紙で宿舎へFAX後、必ず宿舎へ電話で手配を確認してくだ

さい。	 
（６）級別テストのみの受検者は、万座高原ホテルロビーにて３月２０日８：３０～９：００の

間に受付を行ないます。	 
（７）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 
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キッズスノーキャンプ	 
	 

キッズスノーキャンプ	 

	 

会 期	 	 	 平成２９年	 １月	 ７日（土）～	 １月	 ８日（日）	 

	 

会 場	 	 	 福島県	 会津高原高畑スキー場	 

	 

本 部	 	 	 小豆温泉	 花木の宿	 	 TEL	 0241-76-3111	 

〒967-0515	 	 福島県南会津郡南会津町大桃1041-1	 

	 

定 員	 	 	 最少催行人員５名	 

	 

受講資格	 	 	 ・小学１年生～６年生	 ※今年度から新１年生は含まれません。	 

・ＳＡＣ会員及び会員紹介者のお子さま	 

・レベルは、参加申込書参照	 

以上の資格を満たしていること。	 

	 

申込方法	 	 	 所定の参加申込書に受講料と送金明細書を添えて事務局に申し込みしてください。	 

	 

申込締切	 	 	 平成２８年１２月１２日（月）事務局必着	 

但し、定員になり次第締め切らせていただきます。	 

	 

受 講 料	 	 	 ８，０００円	 

	 

宿 泊	 	 	 各自で手配願います。	 

	 

役 員	 	 	 県連役員	 

	 

担当理事	 	 	 井上尚之	 TEL	 080-5531-1574	 

	 

講 師	 	 	 SAJ専門委員、SAJスキー技術員、SAC技術員、SAC専門委員	 

	 

日 程	 	 	 受	 	 付	 １月	 ７日（土）	 ９：００～	 ９：１５	 

レッスン	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：３０～１４：３０	 

※途中、１時間昼食タイム（付添いの方とお願い致します。）	 

受	 	 付	 １月	 ８日（日）	 ８：３０～	 ８：５０	 

レッスン	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９：００～１４：００	 

	 ※途中、１時間昼食タイム（付添いの方とお願い致します。）	 

閉	 会	 式	 	 	 	 	 	 	 	 	 １４：００～	 

	 

その他留意事項	 

（１）レッスンの開始、昼食タイム及び終了時間に必ずお迎えをお願いします。	 

（２）宿泊の予約は、右記に行ってください。	 伊南旅館民宿組合	 TEL	 0241-76-2214	 

（３）ヘルメットまたは帽子を必ず着用してください。可能であればﾍﾙﾒｯﾄが望ましいです。	 

（４）レンタルも含め、用具等は、各自で準備をお願いします。	 

（５）傷害保険は、参加者各自で加入してください。	 

（６）各自、昼食代を持たせてください。	 

（７）事業の問い合わせ等は、上記担当者に行ってください。	 

（８）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 



教育 40 

第１６回	 環富士山スキー技術選手権大会	 
	 

主 催	 	 	 山梨県スキー連盟・静岡県スキー連盟・(公財)神奈川県スキー連盟・千葉県スキー連盟 	 

主 管	 	 	 静岡県スキー連盟	 

会 期	 	 	 平成２９年	 ３月１１日（土）～	 ３月１２日（日）	 

会 場	 	 	 白馬五竜スキー場	 

本 部	 	 	 ペンション	 ウルル	 TEL	 0261-75-2774	 

申込方法	 	 	 所定の申込書と参加料と送金明細書を添えて事務局に申し込むこと。	 

申込締切	 	 	 平成２９年２月１３日（金）事務局必着	 

参 加 料	 	 	 ①６，２００円	 

	 	 	 	 	 	 	 ②小学生の部の参加者は、無料とします。	 

③ファミリー割引	 ５，２００円/人	 対象：親子、夫婦、兄弟・姉妹等	 

※例	 ご夫婦での参加の場合は、5,200円×2人＝10,400円での参加料となります。	 

問い合わせ	 	 	 千葉県スキー連盟	 事務局	 

競技種目	 	 	 〈予選〉	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〈決勝〉	 

（予定）	 	 	 ①大回り（急斜面・整地）	 	 	 	 ①大回り（急斜面・整地）	 

②総合滑降（総合斜面）	 	 	 	 	 ②小回り（急斜面・整地）	 

③小回り（急斜面・整地）	 	 	 ＊予選・決勝：飯森ゲレンデ	 

＊１	 小学生の部の予選種目は、①大回り、③小回りの２種目とします。	 

＊２	 申し込み締め切り後、参加人数により種目運営等を変更する場合があります。	 

日 程	 	 	 ３月１１日(土)	 

（予定）	 	 	 	 受付	 	 	 	 	 	 	 7:20～	 8:00	 	 エスカルプラザ内	 

開会式・選手会	 	 8:00～	 8:30	 	 エスカルプラザ内	 

予選(3種目)	 	 	 	 9:30～16:00	 

予選結果発表	 	 	 18:00～19:00	 	 エスカルプラザ内	 

３月１２日(日)	 	 

決勝(2種目)	 	 	 	 9:15～12:30	 

表彰式・閉会式	 	 14:30～	 	 	 	 	 	 	 エスカルプラザ前	 

※	 種目・時間については、天候等の状況により変更する場合があります。	 

参加資格	 	 	 ①SAJスキー指導員及び準指導員、SAJ１級又は同等以上の者	 

②スキー傷害保険に加入している方	 

③小学生の部（参加資格は指定なし）	 

組 別	 	 	 組別：組別は下記とし、年齢は2016年4月1日の年齢とする。	 

①男子１部（35歳未満）	 ②男子２部（35歳～39歳）③男子３部（40歳～44歳）	 

④男子４部（45歳～49歳）⑤男子５部（50歳～54歳）⑥男子６部（55歳～59歳）	 

⑦男子７部（60歳以上）	 

⑧女子１部（30歳未満）	 ⑨女子２部（30歳～39歳）⑩女子３部（40歳～）	 

⑪小学生の部（小学生４年生～小学生６年生）⑫中学生の部	 ⑬高校生の部	 

表 彰	 	 	 決勝総合表彰(予選からの総得点)男子、女子共各組	 上位表彰（開会式で連絡予定）	 

その他留意事項	 

（１）出場者には、スキー傷害保険に加入を義務付けます。	 

現地での怪我の応急処置は行いますが、それ以外は、本人責任となります。	 

保険証は、必ず持参してください。	 

（２）ビブは、受付時に配布します。	 

（３）スタートコールに間に合わない場合、その種目は、失格となります。	 

（４）その他詳細は、当日の開会式でお知らせします。	 

（５）出場者には、ヘルメットの着用を義務付けます。	 

（６）宿泊の予約は、必ず白馬五竜観光協会を通して申し込みをしてください。	 

TEL	 0261-75-3131	 FAX	 0261-75-3926	 

（７）参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。	 


