
2021年度（2020/2021シーズン）ＳＡＣ教育部事業案カレンダー

《スキー関係》 2020/10/4 SAC教育部
No. 行事名称 場所 会　場 本部宿舎（予定）

1 スキー検定員クリニック（理論・実技） 千葉県 千葉市教育会館 11月3日
火

(祝)

2 2020年度 スキー準指導員検定会（理論） 千葉県 千葉市教育会館 11月3日
火

(祝)
午前

3 2021年度 スキー指導者養成講習会 基礎理論 千葉県 千葉市教育会館 11月3日
火

(祝)

4 スキー技術員研修会（南関東） 長野県 湯の丸高原 11月27日 金 ～ 11月29日 日 湯の丸高原ホテル

5 スキー指導者研修会等 理論(1) 実技(1) 長野県 湯の丸高原 12月12日 土 ～ 12月13日 日 湯の丸高原ホテル

6 スキー指導者養成講習会 実技① 10h 長野県 湯の丸高原 12月12日 土 ～ 12月13日 日 湯の丸高原ホテル

7 スキー指導者研修会等 理論(2) 実技(2) 北海道 テイネハイランド 12月18日 金 ～ 12月19日 土 京王プラザホテル札幌

8 スキー指導者養成講習会 実技②　10h 北海道 テイネハイランド 12月18日 金 ～ 12月20日 日 京王プラザホテル札幌

9 スキーレベルアップ講習会① 北海道 テイネハイランド 12月18日 金 ～ 12月19日 土 京王プラザホテル札幌

10 強化合宿① 2020年度強化指定選手等対象 長野県 アサマ2000 12月18日 金 ～ 12月20日 日 アクアホテル佐久平

11 スキー指導者養成講習会 実技③　10ｈ 福島県 会津高原高畑 1月9日 土 ～ 1月10日 日 南会津・小豆温泉 花木の宿

12 スキーレベルアップ講習会② 福島県 会津高原高畑 1月9日 土 ～ 1月10日 日 南会津・小豆温泉 花木の宿

13 スキーバッジテスト① 福島県 会津高原高畑 1月11日 月

14 2020年度 スキー準指導員検定会（実技） 福島県 会津高原高畑 1月23日 土 ～ 1月24日 日 南会津・小豆温泉 花木の宿

12月に研修会を実施する理由ですが，シーズン当初に研修会を受講することによって，先生方には，シーズン初めから実践をしていただき，実際の講習の
現場で早期に活用して欲しいとの考えで設定いたしました。
参考までに，関東他県連の研修会の昨年の実施状況ですが，東京都は12/7～8で，場所は熊の湯，12/14～15で菅平他２か所で実施，神奈川県は12/21
～22で場所は車山，埼玉県は12/7～8と9～10で鹿沢，茨城県は12/14～15で丸沼，山梨県は12/12に，ふじてんにて実施しております。
結果，北海道は別として，本県を除く関東他県連はシーズン当初の12月に研修会を実施しておりました。
昨年のような雪不足も危惧される中，シーズン当初の12月に実施するのはどうか？と不安要素があることも承知はしておりますが，実施会場に選択した長
野県湯の丸高原は，その前々週に南関東ブロック研修会，前週に長野県連の研修会が実施される予定です。
また，皆様も御存じかと思いますが，このスキー場は人工降雪機等の設備が整っており，気温も比較的冷える場所であるためスキー場オープンも早く，昨年
の南関東ブロック研修会では一つのバーンのみの滑走環境でしたが，約200名の参加実績や，ホテル側の受け入れ体制なども整っていることが選択した理
由です。
なお，新型コロナウイルスへの感染及び感染拡大の防止策として参加者数を80名に設定いたします。その理由はNo.17の「変更理由 ・ 重要事項など」欄の
とおりです。
そして，参加される先生方の宿泊の手配については，クラブ単位で直接湯の丸高原ホテルへ電話してください。宿泊費は，税込で1泊2食7,700円，1泊朝食
5,500円，昼食代は1,000円，リフト代は1日券2,500円で，現在「Go Toキャンペーン」の対象の有無と併せてホテルと交渉しております。

2020年度の準指導員検定会（実技）を1月（No.14）に延期して実施いたしますが，例年通りの日程だとすると，検定会前に参加可能な養成講習会は1/9～10
（No.11）しかないため設定しました。
 昨年のような雪不足も危惧される中，シーズン当初の12月に実施するのはどうか？と不安要素があることも承知はしておりますが，実施会場に選択した長
野県湯の丸高原は，その前々週に南関東ブロック研修会，前週に長野県連の研修会が実施される予定です。
また，皆様も御存じかと思いますが，このスキー場は人工降雪機等の設備が整っており，気温も比較的冷える場所であるためスキー場オープンも早く，昨年
の南関東ブロック研修会では一つのバーンのみの滑走環境でしたが，約200名の参加実績や，ホテル側の受け入れ体制なども整っていることが選択した理
由です。
なお，参加される受講者の宿泊の手配については，クラブ単位で直接湯の丸高原ホテルへ電話してください。宿泊費は，税込で1泊2食7,700円，1泊朝食
5,500円，昼食代は1,000円，リフト代は1日券2,500円で，現在「Go Toキャンペーン」の対象の有無と併せてホテルと交渉しております。

会場は例年通りですが，バーン状況がより良くなることを期待し，昨年度より１週後にずらして実施いたします。
また，例年使用していた宿舎がリニューアルによりその宿泊費が値上がりしてしまったため，宿舎を変更し宿泊費の負担を抑えます。

会　　期 変更理由 ・ 重要事項など

昨年度までは会場参加を原則とし，インターネットを活用したものを補助として案内をしておりましたが，今年度は新型コロナウイルス感染症への対応策とし
て，原則インターネットによる受講をお願いし，受講できない方向けに，千葉市教育会館で行なう「クリニック　理論・実技」を案内します。
また，新型コロナウイルス感染症の対策として，参加者へのガイドラインを事前にお示しする予定です。
なお，7月の代表委員会（書面開催）の時点では11/8(日)としていましたが，会場の確保ができなかったため，11/3(火・祝)に変更しました。

2020年2月29日～3月1日に開催できなかった理論検定を延期して実施いたします。
この日程で受検できない方は，No.22の検定会での受検も可能ですが，理論問題は2021年度版となりますのでご了承ください。
当該理論検定会への申込みについては，別紙「2020年度スキー準指導員検定会受検予定者で受検できなかった方へ」をご覧ください。
当該理論検定会とNo.22の検定会の両方が受検できない方は，受検料を返金する旨を連絡いたします。
合否の発表はNo.14もしくはNo.22の検定会で発表いたします。
また，新型コロナウイルス感染症の対策として，参加者へのガイドラインを事前にお示しする予定です。
なお，7月の代表委員会（書面開催）の時点では11/8(日)としていましたが，会場の確保ができなかったため，11/3(火・祝)に変更しました。

例年どおりですが，新型コロナウイルス感染症への対応策として，参加者へのガイドラインを事前にお示しする予定です。
2020年2月29日～3月1日に開催できなかった検定会の受検予定者で受検できなかった方は、当該理論の受講は不要ですが，No.22の検定会を受検する可
能性がある方は，理論問題が2021年度版のため受講をお薦めします。
なお，7月の代表委員会（書面開催）の時点では11/8(日)としていましたが，会場の確保ができなかったため，11/3(火・祝)に変更しました。

例年通り。

例年通り。

例年通り。

例年通り。

2020年2月29日～3月1日に開催できなかった実技検定を延期して実施いたします。
また，この日程で受検できない方は，No.22の検定会での受検も可能です。
なお，当該実技検定会への申込みについては，別紙「2020年度スキー準指導員検定会受検予定者で受検できなかった方へ」をご覧ください。
既に受検資格に必要な単位を取得しているため，2021年度の指導者養成講習会を履修する必要はありません。
当該実技検定会とNo.22の検定会の両方が受検できない方は，受検料を返金する旨を連絡いたします。
当該実技検定会を受検し合否が判明した後，No.22の検定会も受検する場合は，2021年度の指導者養成講習会を履修し，受検資格に必要な単位を取得す
るとともに，参加される指導者養成講習会への申込み及びNo.22の検定会のシクミネットによる申込みと受検願書の提出，その受講料及び受検料の納付は
必要となりますが，No.22の検定会のシクミネットによる申込みを合否が判明した後でもできるよう，その締切日について配慮いたします。

より降雪が見込めるよう，昨年度より１週後にずらして実施いたします。
会場及び宿泊先は例年通りですが，新型コロナウイルス感染症への対応策として，移動のバスを２台に増やし，指定席を設定するなど密の回避に努めま
す。
よって，バスの台数を増やすことによる参加費の増は否めませんが，「Go Toキャンペーン」の対象にすることによって，現地クーポン券の配布や返金等が見
込まれるため，参加される方の負担増が極力発生しないよう現在調整を図っています。
その他，機内及びホテル，スキー場等にあたってはそれぞれのガイドラインに則り実施させていただきます。
なお，任意参加で行っていました初日夜の親睦会は，新型コロナウイルス感染症への対策の一環として開催しないことといたしました。
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2021年度（2020/2021シーズン）ＳＡＣ教育部事業案カレンダー

《スキー関係》 2020/10/4 SAC教育部
No. 行事名称 場所 会　場 本部宿舎（予定）会　　期 変更理由 ・ 重要事項など

15 2020年度 B･C級検定員検定会（理論・実技） 福島県 会津高原高畑 1月23日 土

16 神奈川県･千葉県スキー技術選手権等 長野県 戸隠 1月29日 金 ～ 1月31日 日 戸隠高原ホテル

17 スキー指導者研修会等 理論(3) 実技(3) 福島県 会津高原高畑 2月6日 土 ～ 2月7日 日 南会津・小豆温泉 花木の宿

18 スキーレベルアップ講習会③ 福島県 会津高原高畑 2月6日 土 南会津・小豆温泉 花木の宿

19 スキーバッジテスト② 福島県 会津高原高畑 2月7日 日 南会津・小豆温泉 花木の宿

20 スキー指導者養成講習会 実技④　10ｈ 福島県 会津高原高畑 2月13日 土 ～ 2月14日 日 南会津・小豆温泉 花木の宿

21 強化合宿② 2021年度強化指定選手等対象 長野県 戸隠 2月13日 土 ～ 2月15日 月 ロッジぴこ

22 2021年度 スキー準指導員検定会（理論・実技） 福島県 会津高原高畑 2月27日 土 ～ 2月28日 日 南会津・小豆温泉 花木の宿

23 2021年度 B･C級検定員検定会（理論・実技） 福島県 会津高原高畑 2月27日 土

24 テクニカル・クラウンプライズテスト事前講習会 福島県 会津高原高畑 2月27日 土 南会津・小豆温泉 花木の宿

25 テクニカル・クラウンプライズテスト 福島県 会津高原高畑 2月28日 日

26 第５８回全日本スキー技術選手権大会，第３８回デモンストレーター選考会等 新潟県 苗場 3月1日 月 ～ 3月8日 月 未定

27 スキー指導者研修会等 理論(4) 実技(4) 長野県 車山高原 3月20日 土 ～ 3月21日 日 車山高原スカイパークホテル

2020年2月29日に開催できなかった検定会を延期して実施します。
また、この日程で受検できない方はNo.23の検定会での受検も可能ですが，理論問題は2021年度版となりますのでご了承ください。
なお，当該検定会への申込みについては，別紙「2020年度B･C級検定員検定会（理論・実技）を受検できなかった方へ」をご覧ください。
当該検定会とNo.23の検定会の両方が受検できない方は，受検料を返金する旨を連絡いたします。
当該検定会を受検し合否が判明した後でもNo.23の検定会が受検できるよう，シクミネットによる申込みの締切日について配慮いたします。

例年通り。

2020年2月29日～3月1日に開催できなかった検定会の受検予定者で受検できなかった方が，No.2及びNo.14の検定会も受検できなかった場合でも，当該検
定会への受検は可能です。
よって，その場合は，既に受検資格に必要な単位を取得しているため，2021年度の指導者養成講習会を履修する必要はありませんが，理論問題は2021年
度版となりますのでご了承ください。。
当該検定会への申込みは，別紙「2020年度スキー準指導員検定会受検予定者で受検できなかった方へ」をご覧ください。
No.2及びNo.14の検定会を受検し合否が判明した後，当該検定会も受検する場合は，2021年度の指導者養成講習会を履修し，受検資格に必要な単位を取
得するとともに，参加される指導者養成講習会への申込み及び当該検定会のシクミネットによる申込みと受検願書の提出，その受講料及び受検料の納付
が必要となります。

2020年2月29日に開催できなかった検定会の受検予定者で受検できなかった方が，No.15の検定会も受検できなかった場合でも，当該検定会への受検は可
能ですが，理論問題は2021年度版となりますのでご了承ください。
当該検定会への申込みについては，別紙「2020年度B･C級検定員検定会（理論・実技）を受検できなかった方へ」をご覧ください。

参加者の安全面に配慮し，使用するコースをセパレートして実施いたします。
なお，No.22のスキー準指導員検定会（実技）と一部同じコースを使用して実施する予定です。

３月１～２日：直前合宿，３月３日：開会式，３月４～５日：予選，３月６日：決勝，３月７日：決勝・閉会式，３月８日：デモンストレーター選考会

研修会のみ例年どおり開催いたします。
また，新型コロナウイルスへの感染及び感染拡大の防止策として参加者数を80名に設定いたします。その理由はNo.17の「変更理由 ・ 重要事項など」欄の
とおりです。
なお，昨年度まで同日程で実施していた，レベルアップ講習会等は参加者の減少及び全体の行事が増えたことにより，今年度は見送ることとしました。

例年の1月から2月に移行して研修会等を実施することについての理由ですが，過去4年間の研修会の会場別参加人数の平均をとったところ，12月の北海道
が24人，1月の高畑が129人，3月の車山が38人となっており，参加人数の大きな変動等は特にありませんでした。
今後の県連主催行事に関する新型コロナウイルスへの対策は，今後示されるであろうSAJのガイドラインに則って運営していかなければならないことと承知
しておりますが，「行事参加者の集中による密を必ず避けなければならない」ことが必須条件になるのではと思っております。
よって，最も参加者が多くなる1月の研修会の参加者を分散することが求められます。
そこで，北海道を除く研修会を12月と2月に新たに設け，3月を加えた計3回とすることよって分散化を図るとともに，それぞれの参加者数を各回とも80名に設
定することによって，研修会等に参加される方々の新型コロナウイルスへの感染及び感染拡大を防止したいと考えております。
 なお，研修会を１つ増やすことによる予算上の影響ですが，講師等スタッフの配置人数を各回で調整するなどした結果，あくまでも概算ですが68,000円程度
の増額となる予定です。

7月の代表委員会（書面開催）の時点では2/ 6 日(土) ・7日(日)としていましたが，「プライズテストと事前講習は続きのほうがいい，同じ週末の方が受検者も
増えると思う。」とのご意見を頂戴し変更いたしました。

例年通り。

例年通り。
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