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相模原 横　浜 川　崎

三浦市 伊勢原 川　崎

相模原

横　浜 横　浜 相模原

横　浜 平　塚

横　浜 横　浜 横　浜

横　浜 横浜 横　浜

横　浜 横　浜 横　浜

横　浜 川　崎 川　崎

川　崎 川　崎 川　崎

川　崎 川　崎 川　崎

相模原 相模原 小田原

藤　沢 藤　沢 鎌　倉

平　塚 大　和 伊勢原

伊勢原 厚　木 秦   野

綾   瀬 横須賀

相模原市役所スキー部

　

SAK専門委員/SAJスキー技術員

クリスタライズスキークラブ

【スキー専門委員】

岡本　洋一
SAK専門委員/SAJスキー技術員

島村　陽一

　

小沼　みはる

SAK専門委員/SAJスキー技術員

SAK2017年度 ＳＡＪ専門委員及びSAK教育本部専門委員

綾瀬中央スキークラブ 横須賀雪友クラブ

山岸　亮良
SAK専門委員/SAJスキー技術員

大嶋　輝也
SAK専門委員/SAJスキー技術員

　

湘南スキークラブ

　

SAK専門委員/SAJスキー技術員

平塚スキークラブ まつりスキークラブ

　

シルバースパークレーシングクラブ

中田　　修

沖村　芳仁

厚木スキークラブ 日立ESDスキークラブ

　

井上   伸裕
SAK専門委員/SAJスキー技術員

湘南スキークラブ

　 　

SAK専門委員/SAJスキー技術員

SAK専門委員/SAJスキー技術員

高島　亜也子

金子　　努 沼上　一浩

荒井　拓磨

SAK専門委員/SAJスキー技術員

いすゞ藤沢スキー部

雪朋スキークラブ

百海　　廷
SAK専門委員/SAJスキー技術員

長田　　亨

スノーラヴァーズ

教育本部理事/SAJスキー専門委員

　

堀　　祐樹

袖山　大樹

雪稜スキークラブ

横浜ペガサススキークラブ

SAK専門委員/SAJスキー技術員

SAK専門委員/SAJスキー技術員

教育本部長/SAJスキー専門委員

相雪スキークラブ

　

教育本部長付/SAJスキー専門委員

湘南スキークラブ

シーフェルスキークラブ

SAK専門委員/SAJスキー技術員

萩原　裕史

栗田　嘉也

　

SAK専門委員/SAJスキー技術員

　

　

SAK専門委員/SAJスキー技術員

川崎スキークラブ

　

　

総括常務理事/SAJ理事

横浜ＳＯＳスキークラブ

シーフェルスキークラブ

　

　

SAK専門委員/SAJスキー技術員

小池　　光
教育本部理事/SAJスノーボード専門委員

SAK専門委員/SAJスキー技術員

川崎スノーボードクラブ

町田　基宏

　

SAK専門委員/SAJスキー技術員

SAK専門委員/SAJスキー技術員

渡　　勝利

SAK専門委員/SAJスキー技術員
高柴　一彦

ジャンボスキークラブ

SAK専門委員/SAJスキー技術員

　

安全対策委員/SAJ安全対策専門委員
上杉　一哲

SAK専門委員/SAJスキー技術員

ウィ！！スキークラブ

　

SAK専門委員/SAJスキー技術員

ハマスキークラブ

佐々木　生道

岡田　良平

教育本部理事/SAJスキー専門委員

大渕   泰蔵
SAK専門委員/SAJスキー技術員

SAK専門委員/SAJスキー技術員

横浜ペガサススキークラブ

東芝スキークラブ　

　

菅原　有介

河邉　邦彦

柴田　裕直

　

中村　浩人 佐藤　博一

　

ハマスキークラブ

　

教育本部長付/SAJスキー専門委員

相雪スキークラブ

石濱　慎司

加賀　義人

三森　朋宏

SAK専門委員/SAJスキー技術員

日立システムズスキー部

SAK専門委員/SAJスキー技術員

　

横浜スキー同好会

　

Ｓｋｉ Ｔｅａｍ Ｃａｍｅｌｌｉａ

SAK専門委員/SAJスキー技術員

エリアスキークラブ

SAK専門委員/SAJスキー技術員

向井　裕一
SAK専門委員/SAJスキー技術員

　

東芝スキークラブ　

藤田　浩介

田村　昌重

小沼　裕司

渡部　亮
SAJスノーボードデモンストレーター

教育本部理事/SAJスキー技術員

教育本部理事/SAJスキー技術員

神奈川若葉スキークラブ

ハマスキークラブ

　

中村　英知

シュリットスキークラブ

　

望月　光弘

吉田　俊史

嘉代　　雄

　

川崎スキークラブ

門脇　　均
SAK専門委員/SAJスキー技術員

相雪スキークラブ

SAJデモンストレーター

シュリットスキークラブ 平塚市役所スキー部

シーサイドスキークラブ
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行事名 事　業 目的 日　程 会場

スキー指導者養成講習会 理論　1 2017/10/14(土)　9:30受付 未定

スキー指導者養成講習会 理論　2 2017/10/22(日)　9:30受付 未定

スキー指導者養成講習会 理論　3 2017/11/11(土)　9:30受付
川崎市
教育文化会館

SB指導者養成講習会（理論）
SB検定員クリニック

公認スノーボード指導者養成講習会（Ａ）理論
スノーボード検定員クリニック（Ａ）

育成 2017/11/11(土)　9:30受付
川崎市
教育文化会館

指導者研修会理論 スキー指導者研修会理論　(川崎市) 育成 2017/11/11(土) 10:30受付
川崎市
教育文化会館

公認検定員クリニック理論 スキー公認検定員クリニック 理論  (川崎市)　 育成 2017/11/11(土)　9:30受付
川崎市
教育文化会館

パトロール養成講習会理論 パトロール養成講習会理論  (川崎市)　 育成 2017/11/11(土)　9:30受付
川崎市
教育文化会館

クラブ対抗駅伝大会 第19回クラブ対抗駅伝競技会 育成 2017/11/19(日)　9:30受付

相模原市
淵野辺公園
（競技本部
  コラボ行事）

南関東ブロック研修会
南関東ブロック研修会（ＳＡＪ技術員）＆専門委員研修（スキー・ボー
ド）

研究 2017/11/25(土)～26(日) 志賀高原熊の湯

Aコ－ス
2017/12/13(水)～17(日)

Bコ－ス
2017/12/14(木)～17(日)

車山行事Ⅰ

スキ－指導者/認定スキー指導員研修会
スキ－公認検定員クリニック実技
スキー指導者養成講習会
パトロ－ル専門員研修会

育成
・

普及
2017/12/23(土)～24(日) 車山高原

強化行事 スキー強化合宿（A）[指定選手・県技術選出場選手] 強化 2017/12/23(土)～24(日) 未定

湯沢行事

スキ－指導者研修会/認定スキー指導員研修会
スキ－公認検定員クリニック実技
スキ－ハイパー講習会（有資格者）
スノ－ボ－ド指導者研修会（Ａ）
スノーボード検定員クリニック（Ｂ）
公認スノーボード指導者養成講習会（Ｂ）(理論・実技)※理論は1/8開
催
認定スノーボード指導員A養成講習会 実技・理論
スノーボード級別テスト（A）

普及 2018/01/06(土)～07(日) ガーラ湯沢

第1会場
2018/01/06(土)～08(月)

朝里川温泉

第2会場
2018/01/12(金)～14(日)

白馬五竜

第3会場
2018/02/10(土)～12(月)

猪苗代

スキ－指導者養成講習会（3日コース） 育成 2018/01/19(金)～21(日)

スキ－指導者/認定スキー指導員研修会
スキ－公認検定員クリニック実技
スキ－指導者養成講習会 （2日コース）
認定スキー指導員A養成講習会
スキ－パトロ－ル養成講習会
スノーボードハイパー講習会
兼スノーボード指導者研修会（Ｂ）[正指・準指]
スノーボード指導者養成講習会（Ｃ）(理論・実技)※理論は1/19開催
スノーボード技術強化合宿（Ａ）
障がいをもつ人のためのスキー教室 (第31回)

育成
  ・
普及

2018/01/20(土)～21(日)

強化行事
スキ－技術強化合宿（Ｂ）[指定選手・県技術選出場選手]
ジュニア強化合宿

強化 2018/01/19(金)～21(日) 戸隠

戸隠行事

第31回神奈川県スキ－技術選手権大会（千葉県合同）
兼全日本スキ－技術選手権選考会
第5回神奈川県マスターズスキー技術選手権大会
第2回神奈川県ジュニアスキー技術選手権大会

大会
・

育成
2018/01/27(土)～28(日) 戸隠

スキー指導者研修会
スキー公認検定員クリニック
スキー指導者養成講習会
認定スキー指導員A養成講習会
スキーハイパー講習会［有資格者]
ベーシック講習会［級別テスト］

育成
・

普及

北海道
総務本部主催
（競技本部
  コラボ行事

SAJ主催行事 スキー大学 振興

五竜Ⅰ
白馬五竜
（総務本部
  コラボ行事）

  SAK2017年度 教育本部行事一覧（1/2）

指導者養成講習会（理論） 育成

北海道行事
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行事名 事　業 目的 日　程 会場

南関東ブロック[ＳＢ]
第17回南関東スノ－ボ－ド技術選手権大会
スノーボード級別テスト（Ｂ）
スノーボードプライズテスト

大会 2018/01/27(土)～28(日) 上越国際

スキ－指導者養成講習会（2日コース）
認定スキー指導員A養成講習会
スキ－指導者研修会
スキ－公認検定員クリニック実技
SAK選手によるハイパー講習会
バックカントリー講習会
スキーパトロール研修会

育成
・

普及

スキー技術員強化合宿 普及

強化行事［ＳＢ］ スノーボード技術強化合宿（Ｂ） 強化 2018/02/10(土)～11(日) 上越国際

車山行事Ⅱ

スキ－指導者養成講習会
認定スキー指導員A養成講習会
公認スノ－ボ－ド準指導員検定会［実技・理論］
認定スノーボード指導員A検定会［実技・理論］

育成
  ・
普及

2018/02/17(土)～18(日) 車山高原

強化行事 スキ－技術強化合宿（Ｃ）［指定選手］ 強化 2018/02/17(土)～18(日) 戸隠

SAJ主催行事［パトロール］ スキーパトロール検定会（2会場にて開催） 育成 2018/02/16(金)～18(日) 2会場

バックカントリースキー講習会 フィールド講習　志賀～草津ルート 普及 2018/02/24(土)～25(日) 志賀高原

スキー指導員検定会（5会場にて開催） 2018/02/23(金)～25(日)

スキーＡ検定員検定会（5会場にて開催） 2018/02/24(土)～25(日)

スノーボード指導員検定会（3会場にて開催） 2018/02/23(金)～25(日) 3会場

SAJ主催行事 [SＢ]
第15回全日本スノーボード技術選手権大会 兼 第8回スノーボードデモ
ンストレーター選考会

大会 2018/03/01(木)～04(日) 上越国際

スキ－準指導員検定会［実技と理論］
認定スキー指導員A検定会［実技と理論］

育成 2018/03/02(金)～04(日)

スキ－ＢＣ級公認検定員検定会［理論・実技］
スキープライズテスト

育成 2018/03/03(土)～04(日)

強化行事 スキー技術強化合宿（Ｄ） 強化 2018/03/05(月)～06(火) ルスツリゾート

SAJ主催行事 第55回全日本スキ－技術選手権大会 兼 第36回デモンストレーター選考会大会 2018/03/07(水)～11(日) ルスツリゾート

五竜行事Ⅲ 第16回環富士山スキ－技術選手権大会 大会 2018/03/10(土)～11(日) 白馬五竜

全国スキーパトロール総会 調査

スキーパトロール研修会（東日本） 普及

SAJ主催行事 第2回スキージュニア技術選手権大会 大会 2018/03/23(金)～25(日) ルスツリゾート

車山行事Ⅳ

スキ－指導者/認定スキー指導員研修会
スキ－公認検定員クリニック実技
スノ－ボ－ド指導者研修会（Ｃ）
スノーボード級別テスト（Ｃ）
障がいをもつ人のためのスキー教室（第32回）
第34回神奈川県スキー指導員会フェスティバル

育成
・

普及
2018/03/24(土)～25(日)

車山高原
（総務本部
  ・指導員会
    コラボ行事）

車山行事Ⅲ 車山高原

SAJ主催行事［パトロール］ 2018/03/17(土)～18(日) 猪苗代

五竜行事Ⅱ 2018/02/10(土)～11(日) 白馬五竜

SAJ主催行事 育成
5会場

 SAK2017年度 教育本部行事一覧（2/2）

教育庁の指導により、教育、競技とも各事業の目的を明確にし、表示しました。
（事業）

第４条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
（１） スキーの普及及び振興に関する事業・・・・振興 （２） スキーの技術等に係る調査・研究に関する事業・・・調査

（３） スキーの各種大会の開催に関する事業・・・大会 （４） 指導者の育成に関する事業・・・・・・・・・・・・育成
（５） 選手の育成に関する事業・・・・・・・・・強化 （６） 競技会に対する役員及び選手の派遣に関する事業・・派遣
（７） スキーに関する情報の収集及び提供に関する事業・・情報 （８） その他目的を達成するために必要な事業・・・・・・達成
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スキー行事併用参加　可否　一覧表

指導者研修会
検定員

クリニック
養成講習会 強化合宿

ハイパー
講習会

プライズテスト

講習・受検
県技術選

環富士山
技術選

バックカントリー
講習会(入門)

パトロール
研修会

指導者研修会 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

検定員
クリニック ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

養成講習会 ○ ○ × × × ○ × × ×

強化合宿 ○ ○ × × × × × × ×

ハイパー
講習会 ○ ○ × × × × × × ×

プライズテスト
講習・受検 × × × × × × × × ×

県技術選 ○ ○ ○ × × × × × ×

環富士山
技術選 ○ ○ × × × × × × ×

バックカントリー

講習会(入門) ○ ○ × × × × × × ×

パトロール
研修会 ○ ○ × × × × × × ×

行事参加料金　＆　他県連参加料金　について

SAK登録
会員料金

非会員
（他県連）

追加受付
手数料

０円 5,000円 0円

０円 5,000円 2,000円

3,000円 4,000円 3,000円

9,000円 10,000円 3,000円

6,000円 7,000円 3,000円

5,000円 ---- 3,000円

10,000円 11,000円 3,000円

5,000円 5,000円 3,000円

4,000円 5,000円 3,000円

3,000円 4,000円 3,000円

7,200円 7,200円 追加受付無し

4,000円 6,000円 現地受付無し

4,000円 6,000円 現地受付無し

4,000円 6,000円 3,000円

15,000円 18,000円 3,000円

4,000円 6,000円 3,000円

注意事項

1）併設行事の参加については、追加受付手数料は、3,000円を上限とします。

　　例えば、クリニック + ハイパー講習会に参加の場合、追加受付手数料は3,000円となります。

2）養成講習会・プライズ・ハイパー講習会・バックカントリー講習会の追加エントリーは前もっての問い合わせが必要です。

　　（参加人数などにより、可能な場合のみ受付可能。）

　　プライズテストの受検のみ、事前講習のみの参加については、要項を参照してください。

パトロール研修会

B級検定員受検

C級検定員受検

バックカントリー講習会(入門)

バックカントリー講習会(フィールド)

県技術選

行　事　内　容

養成講習会(2日)

養成講習会(3日)

スキー強化合宿

ハイパー講習会

プライズテスト事前講習

指導者研修会（理論）

公認検定員 クリニック

指導者研修会（実技）

クラウンプライズ受検

テクニカルプライズ受検

備 　考

参加資格は各コースで異なります。要項を参照してください。

＊注意事項 2

＊注意事項 2

＊注意事項 2

＊注意事項 2

願書の提出方法は、要項を参照してください。
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スキー指導者養成講習会（理論）
主 催 (公財）全日本スキー連盟
主 管 (公財）神奈川県スキー連盟
会 期 理論1 理論2  理論3

日           時

2017年10月14日(土) 2017年10月22日(日) 2017年11年11日(土)

A 10：00～12：00 C 10：00～12：00 E 10：00～12：00

B 13：00～15：00 D 13：00～15：00 F 13：00～15：00

会 場 神奈川県社会福祉会館 神奈川県社会福祉会館 川崎市教育文化会館

申 込 み ①デジエントリーにて申込み。

②デジエントリーで申し込みができない場合は、理論会場にて受付けします　

受 講 料 １回の講習につき各5,000円 (1回に2時間または4時間の受講でも受講料は同じです)

受  付 当日会場にて●午前受講時は9:30～9:50、●午後受講時は12:30～12:50

講習会に ①取得単位時間

  ついて     基礎理論 12 時間 （集合講習 6時間、自主学習 6時間）

②集合講習

本年度、指導員・準指導員を受検される方は、必ず6時間の受講が必要です。

講義は2時間1単位とし 上記A～F講義の内3回以上の受講が必要です。

原則として次の場合を除きます。

(a)準指導員受検：昨年度、養成講習会（理論）3単位6時間を受講済みの場合

(b)指導員受検：昨年度、養成講習会（理論）3単位6時間を受講済みの場合

③ 自主学習

本年度、指導員・準指導員を受検される方は、6時間の自主学習が必要です。

レポート提出は不要といたします。各自で自主学習を行ってください。

④補講について

本年度は雪上行事において、2回の補講を行います。

1行事2時間の1単位とします。1回につき5,000円の受講料が必要になります。

理論補講実施行事：車山Ⅰ、五竜Ⅰ（各行事希望順先着10名様）

開催時間：各行事、土曜日15時～17時予定です。

⑤学習テキスト

受講時のテキストは以下とします。

スキー教程・オフイシャルブック2018年度版他。必要テキストは別途案内致します。

（オフィシャルブック2018年度版他必要テキストは、養成講習会会場にて販売予定です）

注 意 事 項 その他

・喫煙は所定の場所でお願いします。

・ごみ類は、各自でお持ち帰りください。

・受講の際は、指導者としての自覚を持って臨んでください。

・会場へは、電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。

Hideyuki
ハイライト表示

Hideyuki
ハイライト表示



主 催

主 管

行 事 名 日   程 受講料 締切り（下段：申込書）

北海道 Aコース（18） (注)日曜AM迄出席 2017年12月13日（水） 7,000円 2017年

※1 Bコース（13） (注)日曜AM迄出席 2017年12月14日（木） 6,000円 11月15日(水)

～12月17日（日）

2017年12月23日（土） 2017年11月23日(木)

～12月24日（日） 書：2017年11月23日(木)

2018年1月19日（金）

～1月21日（日） 2017年12月20日(水)

2018年1月20日（土）

～1月21日（日） 書：2017年11月23日(木)

2018年2月10日（土） 2018年1月10日(水)

～2月11日（日） 書：2017年12月19日(火)

2018年2月17日（土） 2018年1月17日(水)

～2月18日（日） 書：2017年12月19日(火)

北海道   全コース

車山Ⅰ・Ⅱ （土）

五竜Ⅰ・Ⅱ （金）（土）

北海道

車山行事Ⅰ・Ⅱ

五竜行事Ⅰ・Ⅱ

講習会に

  ついて 　①実技講習 22 時間 （集合講習 20 時間   自主学習 2時間）

　　集合講習：北海道～車山Ⅱまでの5行事

　②指導実習   6時間 （集合講習   2時間   自主学習 4時間）

　　集合講習：北海道～車山Ⅱまでの5行事

※1：北海道ツアー詳細ページをご確認のうえ、

   北海道専用申込用紙にて旅行代金、養成講習会受講料を添えて、直接取扱い旅行代理店へ

   お申込みください。

※2：五竜行事の参加者は、宿泊の予約は必ず白馬五竜観光協会を通して申し込み下さい。  

（Tel．0261-75-3131・Fax．0261-75-3926）リフト券セットがお得

本部宿舎

注意事項

6,000円

9,000円

6,000円

6,000円

6,000円

3日コース（13）

2日コース（8）

2日コース（8）

エスカルプラザ2Ｆ　9：00～9：30

札幌                     (札幌市内)　　TEL　

スカイパークホテル(車山高原)　　TEL　0266-68-2221

ウルル(白馬五竜)　　　　　　　　TEL　0261-75-2774

取得単位時間（詳細を養成講習会理論にて説明）

車山Ⅰ

五竜Ⅰ

五竜Ⅱ

車山Ⅱ

受付

スキー指導者養成講習会（実技）
(公財）全日本スキー連盟

(公財）神奈川県スキー連盟

コース（取得可能単位時間）

初日講習内にて

スカイプラザ2Ｆ　　9：00～9：30

2日コース（8）

2日コース（8）

中華街

西門

東門

善隣門

中華街

山下公園
横浜店

西門

東門

横浜
スタジアム
横浜

スタジアム

日ノ出町

横浜情報文化
センター

元
町

氷川丸

橋
ん
さ
大

外人墓地

マリンタワーマリンタワー

山下公園通り

善隣門

赤レンガ
倉庫
赤レンガ
倉庫みなとみらいみなとみらい

産業貿易
センタービル
産業貿易
センタービル

神奈川県民ホール神奈川県民ホール

■地下鉄みなとみらい線
　「日本大通り駅」3番出口より徒歩1分
■JR根岸線・横浜市営地下鉄
　「関内駅」南口より徒歩10分

馬車道駅馬車道駅

元町中華街駅元町中華街駅

コンチネンタルホテル
〒

り
通
大
本
日

り
通
道
車
馬

首都高速 首
都
高
速

新
山
下

>

<
東京方面

首都高速 首
都
高
速

新
山
下

>

<
東京方面

横浜情報文化
センター

神奈川
県庁
神奈川
県庁

ランドマーク
タワー
ランドマーク
タワー

桜木町駅

石川町駅

関内

桜木町

関内駅

みなとみらい線みなとみらい線

横浜市営地下鉄

JR根岸線

コンチネンタルホテル

外人墓地

元
町日ノ出町

横浜市営地下鉄

〒日本大通り駅日本大通り駅
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主 催

主 管

期 日

会 場

受 付

本 部 宿 舎

3月1日（木）    前日受付 　20：00～  21：00スカイパークホテル1Fロビー

3月2日（金）    受 付   8：30～　 9：00 スカイプラザ2F

　　　　　　　  開会式   9：00～　 9：30 スカイプラザ2F

　　　　　　 　 理論検定   10:00　～ スカイプラザ2F　

　　　　　　   実技検定 　13：00～ ゲレンデ

3月3日（土）    実技検定   9：00～ ゲレンデ

3月4日（日）    実技検定   10:00 ～ ゲレンデ

閉会式 　13:00～ スカイプラザ2F

2.その他

        早めの提出をお願いいたします。

受検料

※受検願書はSAKホームページよりダウンロードしてください。
http://www.sak.or.jp

日　　程

申込み

受付

備　考

　せん。

1．検定合格の際は、手続き料として別途17,000円が必要となります。

    （内訳：SAJ公認料10,000円、年次登録料5,000円、バッジ代2,000円）

2．受検者にはスキー傷害保険への加入を義務付けます。

      更に、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。

20,000円　　※申込み後は、受検の取り消しをされても返金は致しません。

※受付は受検者本人が行うこと（代理受付は不可）　＊実技検定受付はビブ着用のこと

※必要書類は検定会場に持参し、受付時に提出すること。書類に不備がある場合受付できま

  1. 受検年度の全日本スキー連盟登録会員証

  2. 級別テスト1級合格証

        白黒可）を1枚 用意し、受検願書に貼付してください。

  2．受検願書に必要事項を漏れなく記入した願書（原本のみ）に所属団体（クラブ）および

        加盟団体（協会）は、必要箇所を埋め、捺印してください。

  3．養成講習会（理論）受付時に、受検料を添えて、本人が提出してください。

        願書受付場所　理論養成講習会（10月14日・10月22日・11月11日）受付

        SAK事務局では、受付いたしませんので、願書は不備のないように、また、

2018年3月2日（金）～3月4日（日）

車山高原スキー場

　　　　3月1日（木） 20:00～21:00、3月2日（金） 8:30～9:00

車山高原SKYPARKホテル　　Tel 0266-68-2221

※閉会式終了後　　　合格者手続き　スカイプラザ2F

  1．顔写真はタテ3.0cm×ヨコ2.5cm（無背景・脱帽・顔が全体の1／３以上・

④   神奈川県スキー連盟が主催する指導者養成講習会（以下「養成講習」と いう。）

    を検定会までに修了し、証明された者。

    ただし、有効期限は、基礎理論及び指導実習は2か年、実技実習は 受講年度のみの

    有効期限内にある者

⑤　その他、公認スキー指導者検定規程に準ずる。

1.検定会

受検資格

スキー準指導員検定会
(公財)全日本スキー連盟

(公財)神奈川県スキー連盟

①　神奈川県スキー連盟に所属するSAJ登録会員であること

②　受検する年度の4月1日現在18歳以上の者

③　前年度までに、級別バッジテストの1級（プライズテストを含む）を取得している者
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主催主管

会 期

会 場

申 込 み

受 講 料

受 付

受講回数

レポート

受講

資格

主催主管

行 事 名 受講料 締切り（下段：申込書）

6,000円 2017年

6,000円 11月15日(水)

6,000円 2017年12月20日(水)

書：2017年11月23日(木)

6,000円 2018年1月10日(水)

書：2017年12月19日(火)

6,000円 2018年1月17日(水)

書：2017年12月19日(火)

※北海道行事では、公式日程の15日（金）～16日（土）を講習会とし、それ以外の日程は、

フリーとなります。

北海道 （金） 12月15日（金）公式日程で受付いたします。

車山Ⅱ （土） スカイプラザ2Ｆ　　9：00～9：30

五竜Ⅰ・Ⅱ （土） エスカルプラザ2Ｆ　9：00～9：30

北海道 札幌                     (札幌市内)　　TEL　

車山行事Ⅱ スカイパークホテル(車山高原)　　TEL　0266-68-2221

五竜行事Ⅰ・Ⅱ ウルル(白馬五竜)　　　　　　　　TEL　0261-75-2774

注意事項

認定スキー指導員A養成講習会（理論）
(公財)神奈川県スキー連盟

理論1 理論2  理論3

2017年10月14日(土) 2017年10月22日(日) 2017年11年11日(土)

A 10：00～12：00 C 10：00～12：00   E 10：00～12：00

B 13：00～15：00 D 13：00～15：00 F 13：00～15：00

1.本年度のSAJ登録会員であること

2.男女とも、受検する年度の4月1日現在18歳以上の者

3.SAJ級別テスト2級以上を取得していること

未定 未定 川崎市教育文化会館

①デジエントリーにて申込み。

②デジエントリーで申し込みができない場合は、理論会場にて受付けします。　

１回の講習につき各5,000円 (1回に2時間または4時間の受講でも受講料は同じです)

2017年12月14日（木）

4.SAJが認める団体(外国スキー連盟)が推薦する者でSAJ登録会員であること。

・受検年度のSAJ会員証、SAJ級別テスト合格証

・教育本部オフィシャルブック(2018年度版)他、必要テキストは別途ご案内

  いたします。

認定スキー指導員A養成講習会（実技）
(公財）神奈川県スキー連盟

～12月17日（日）

2日コース（2） 2018年1月20日（土）

～1月21日（日）

コース（日数） 日   程

Aコース（2）　※ 2017年12月13日（火）

Bコース（2）　※

・理論講習については、スキー指導者養成講習会（理論）に倣います。

・宿泊の手配は各自で行ってください。

・五竜行事の参加者は、宿泊の予約は必ず白馬五竜観光協会を通して申し込み下さい。  

（Tel．0261-75-3131・Fax．0261-75-3926）リフト券セットがお得です。

2日コース（2） 2018年2月10日（土）

～2月11日（日）

2日コース（2） 2018年2月17日（土）

日     時

持 参 品

北海道

五竜Ⅰ

五竜Ⅱ

受付時間　●午前受講時は9：30～9：50　●午後受講時は12：30～12：50

A～Fの中で3回以上の受講が必要です。

レポートは実技検定受付時に提出してください。

車山Ⅱ

受付

本部宿舎

備考

・参加する受検者は傷害保険の加入を義務付けます。講習中に、怪我が発生した場合は、

　応急処置を行いますが、それ以外は本人責任となります。

① 北海道行事のお申込みは、“北海道ツアー詳細ページをご確認のうえ、

   北海道専用申込用紙にて旅行代金、養成講習会受講料を添えて、直接取扱い旅行代理店へ

   お申込みください。

～2月18日（日）
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主催 （公財）神奈川県スキー連盟 　　千葉県スキー連盟

期日 2018年1月26日（金）～1月28日（日）

会場 戸隠スキー場

本部 戸隠スキー場　戸隠高原ホテル内　TEL　0262-54-2525

1月2６日（金） 20：30～21：００　シャルマン２階

1月27日（土）　7：30～8：00（時間厳守）　戸隠高原ホテル

開会式　　1月2６日（金）　21：00～　シャルマン２階

競技開始（予選）　1月27日（土）　9：00～、 コール開始　8：45～

　　　　（決勝）   1月28日（日）　9：00～、 コール開始　8：45～

予選結果発表　　　1月27日（土）　20:00～、高原ホテル1F及びシャルマンに掲示

閉会式　  1月28日（日）  14：00～（総合表彰式）　戸隠高原ホテルレストラン

①SAK登録のＳＡＪスキー指導員及び準指導員、ＳＡＪ１級または同等以上の方

②オープン参加　ＳＡＪスキー指導員及び準指導員、ＳＡＪ１級または同等以上の方

ジュニア ①小学生4年生～高校生（保険加入、SAJ2級又は同等レベル、保護者の同意を得たもの

＜予選＞4種目　　　　　　　　＜決勝＞2種目　※予選カットラインは申込み後発表

①小回り（急斜面・整地・フリー）　  　   ①小回り（中斜面・不整地・フリー）

②大回り（総合斜面・フリー）       　　　 ②総合滑降（総合斜面・フリー）

③総合滑降（総合斜面・フリー）

④小回り（中斜面・規制）

＊マスターズ・ジュニアは、予選4種目1日の日程で競技を開催する。終了後成績発表

*競技種目及び、閉会式開始時刻は、運営上変更する場合があります。
　当日のプログラム、会場での掲示案内、アナウンス等に従ってください。

組別：組別は下記とし、年齢は2017年４月１日の年齢とする。

①男子１部（40歳未満）②男子２部（40歳以上）③男子３部（50歳以上）

①女子１部（40歳未満）②女子２部（40歳以上）

①男子１部（50歳～54歳）②男子2部（55歳～59歳）

③男子３部（60歳～64歳）④男子４部（65歳以上）

①女子１部（45歳～49歳）②女子２部（50歳以上）

ジュニア 男女共通：①小学生の部　②中学生の部　③高校生の部

男子上位10位まで、女子上位6位まで　予選から決勝までの総合点数

（同点の場合は、①決勝成績の上位者、の順で順位を決める）

マスターズは、各組別３位まで表彰する。

①男子２部、３部　上位3位まで　　　 ②女子２部、上位３位まで

③チーム対抗　男女各3位まで 男女別　男子3～5人女子2～3人　登録制(登録料:1,000円)

（登録者上位3名の予選総合合計点）　マスターズ混合チームでも参加可

申込み ①電子申込み　　②締切　2018年1月  ８日（月）

 個人参加 ￥8,000／人、チーム対抗戦 \1,000／チーム、オープン参加 ￥8,000／人

【マスターズ】￥5,000　【ジュニア】\4,000

①種目、組別等の大会要項の詳細は、別途、SAKホームページにて公開いたします。

②全日本スキー技術選手権大会への派遣選手選考は、本大会の成績を参考とし、神奈川県

　推薦枠条件を含め委員会を開催し決定する。（SAK登録者のみ）

③宿舎は各自でＳＡＫ指定宿舎へ申込みをして下さい。

⑤スタートコールに間に合わない場合は、その種目は失格となります。

⑥総合表彰、中間表彰には、オープン参加者は含みません。

  その他詳細は大会要項に準じて行ないます。

  安全のためヘルメットの着用を義務付けます。

※ 開催要項についての詳細は、後日SAKホームページに掲載します。

2018年 神奈川県・千葉県スキー技術選手権大会
（兼ＳＡＪスキー技術選手権大会選考会）

神奈川県・千葉県マスターズスキー技術選手権大会
神奈川県・千葉県ジュニアスキー技術選手権大会

受付

日程
（予定）

参加資格

種目
（予定）

組別
選手権

組別
マスターズ

総合表彰

予選成績
による
表彰

参加料

注意事項
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コース名

集　合

会　場

本部宿舎

申込締切

Ａ

B

申込み

Ａ

B

注意事項

１．A及びB合宿の申込みは、電子申込みのみとします。
２．ジュニアについては、保護者の同意を受けたもの。ならびに、引率責任者同行にて
トレーニングに参加できるものとします。

参加料

※申し込み後に参加取り消しをされた場合、参加費の返金はいたしません。

【指定選手】指定選手の宿泊は、県連が一括手配いたします。やむを得ない事情がある
場　　　合担当理事へ連絡して下さい。
【一般選手・ジュニア】A合宿B合宿共通　　個人で宿舎の手配をお願いいたします。
※有資格者の強化合宿参加は、指導員研修会出席扱いとなります。
申込時に研修会/クリニック参加の申込みをしてください。クリニック実技は別途
￥3,000のクリニック参加費が必要です。

指定選手:　免除、　一般参加選手及びジュニア選手:￥3,000 ／1日

指定選手:　免除、　一般参加選手及びジュニア選手:￥3,000 ／1日

2017年12月　日(金) 2017年12月29日(金)

参加資格
各コース

1級保持者、強化指定選手及び県予選会出場予定の一般選手及びジュニア選
手

1級保持者、強化指定選手及び県予選会出場予定の一般選手及びジュニア選
手

12月23日(土)現地9:00集合 1月19日(金)現地9:00集合

苗場スキー場 戸隠スキー場

本橋ヒュッテ 戸隠高原ホテル

スキー技術強化トレーニング＆合宿
Ａコース Bコース

期　日

2017年 2018年

12月23日(土)～12月24日(日) 1月19日(金)～1月21日(日)



コース名

集　合

会　場

本部宿舎

申込締切

C

D

申込み

参加料

注意事項
C及びD強化合宿詳細については、県予選終了後指定選手宛連絡を致します。代表選手
は、必ずC合宿へ参加出きる様、スケジュールの調整をして下さい。

免除

2018年2月2日(金) 2018年2月9日(金)

参加資格
各コース

第55回全日本スキー技術選手権大会に出場する県代表選手及びリザーブ選
手。

第55回全日本スキー技術選手権大会に出場する県代表選手及びリザーブ選
手。

強化担当理事宛、直接申込みをして下さい。

2月17日(土)現地9:00集合 ３月５日(金)現地17:00集合

戸隠スキー場 ルスツリゾート

シャレー戸隠 ルスツリゾートホテル

スキー技術強化トレーニング＆合宿
Cコース Dコース

期　日

2018年 2018年

2月17日(土)～2月18日(日) 3月５日(月)～3月6日(火)
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主　　催

期　　日 2018年2月24日(土)～25日(日)

会　　場

8:30～9:00

石の湯ホテル

1日目 志賀高原の条件の良いフィールドを選んでセルフレスキューの講義、及び

簡単なサイドカントリールートの体験。

2日目 渋峠より芳が平を経て草津温泉へのバックカントリールートを滑走。

草津から迎えの車で志賀高原へ。

講　　師

講習内容

受講資格

定員14名

※ 募集定員に達した場合は、締切日前に申込み受付を終了する場合があります。　

15,000円（SAK非登録会員は18,000円）

※申込み後の取消は料金がかかります。締切日後の申込みは料金が異なります。

電子申込みでお申込みください。

締 切 日 2018年1月24日(水)

バックパックを必ずご用意ください。(必須とします。大きさは問いません。)

ビーコン、ゾンデ棒、スコップなどバックカントリーに必要な道具のある方はご用意く

ださい。

そ の 他 宿泊手配は石の湯ホテルで手配してください。

参加する受講者は傷害保険の加入を義務付けます。万一講習中に、怪我が発生した場

合は応急処置を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。

本　　部

受　　付

日　　程

バックカントリースキーフィールド講習会
(公財)神奈川県スキー連盟

長野県・群馬県　志賀～草津ルート

石の湯ホテル　長野県下高井郡山ノ内町大字平穏字志賀7148番地31号

℡ 　0269-34-2054

日程は受講者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

募集定員

受 講 料

申 込 み

持 参 物

日本山岳ガイド協会上級登攀ガイド　大雲 芳樹（SAK教育本部専門委員）

実際のフィールドへ出てバックカントリースキーの技術・知識を学びます。

自然のフィールドで自力移動、自力で起き上がることのできる人。



主　　催 （公財）全日本スキー連盟

主　　管 （公財）神奈川県スキー連盟

期　　日 2018年2月10日(土)～2月11日(日)

会　　場 長野県　白馬五竜スキー場（五竜Ⅱ行事）

本部 ペンション　ウルル　　℡ 0261-75-2774

第１日目(土)　受付　   9:00～9:30（エスカルプラザ）

第２日目(日)　閉会式 12:00（予定）

日程は参加者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

参加資格 SAJ公認スキーパトロール資格所持者

参 加 料 SAK登録者:4,000円、他加盟団体登録者:6,000円

【SAK登録者】申込書「安１号」をダウンロードして、必要事項を記入の上、

　　　　　　　締切日までにSAK事務所へ送付してください。

　　　　　　　FAXおよび電子申込みも可能です。

【他加盟団体登録者】オフィシャルブックにある全日本様式の申込み用紙に必要事項を

　　　　　　　　　　記入の上、締切日までにSAK事務所へ送付してください。

　　　　　　　　　　FAXおよび電子申込みはご利用いただけません。

書類不備のある場合は受付けいたしません。

締 切 日

①公認パトロール証　②SAJ会員証　③SAJ教育本部オフィシャルブック(当該年度版)

④日本スキー教程(安全編)　⑤筆記用具　⑥スキー用具　⑦三角巾・ロープ

研修会修了に必要な単位は実技4単位、理論2単位です。

宿泊手配は五竜観光協会経由で各自手配してください。

参加する研修者は傷害保険の加入を義務付けます。万一研修中に、怪我が発生した

場合は応急処置を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。

日程

そ の 他

2018年1月5日(金)

公認スキーパトロール研修会

携行品

申 込 み



75─　　─



76─　　─



平日はリフト割引など特典多数！！　詳しくは HP をチェック！！

山梨県南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1

横浜から車で約９０分 !　この近さはやっぱりうれしい !!　富士山のゲレンデへGO!!

http://www.fujiten.net/
TEL0555-85-2000

お得な記念イベント開催予定 !お得な記念イベント開催予定 !

おかげさまで

30周年
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会　　場 会　　期 本部宿舎 受　　付

福島県
猪苗代スキー場

2018年
　3月17日（土）
　　～3月18日
（日）

ヴィライナワシロ
℡ 0242-62-4111

詳細はオフィシャル
ブック参照

福井県
九頭竜スキー場

2018年
　3月3日（土）
　　～3月4日（日）

国民宿舎パークホテル九頭竜
℡ 0779-78-2326

詳細はオフィシャル
ブック参照

研修会費

申し込み

　http://www.sak.or.jp

ＳＡＪ公認スキーパトロール研修会

4,000円

スキー傷害アンケート協力依頼

　スポーツの性格上、ある程度の事故は起きる可能性があります。だからといって、見過ごしている
と取り返しのつかない大きな傷害事故を発生させてしまうこととなります。起きてしまったことを悔
やむより、結果を冷静に分析し、以降の活動に役立てたいと考えます。
　ついては、スキー傷害アンケート用紙提出を、会員の義務のひとつとしてとらえていただき、必ず
報告を頂くようお願い申し上げます。
　なお、個人情報保護のため、アンケートは無記名となっております。また、他の目的等に利用する
ことは一切ありませんので、正しくご記入ください。
　よろしくご協力くださいますようお願い申し上げます。

１）　調査対象
　　　各所属団体員若しくはその関係者
２）　傷害の対象
　　　○スキー中の全ての事故
　　　○スキー休息中の事故
　　　○宿舎及び移動中の事故
３）　アンケート及び報告方法
　　　○スキー傷害アンケート用紙　→　各団体にて記入→ＳＡＫ事務所へ提出してください。
　　　　（随時報告又は、シーズン終了時＝４月末までにお送りください）
　　　＊級別テスト実施行事については、級別テスト実施報告書にアンケート用紙を添付すること
　　　　になっております。

所定の申込用紙（ＳＡＫ事務所にあります）に必要事項を記入の上、研修会費
を添えて2018年１月10日（水）までにＳＡＫ事務所へ申し込むこと。

※アンケート用紙はSAKホームページよりダウンロードしてください。
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主　　催

Bコース(湯沢)・実技4単位 Cコース(五竜Ⅰ)・実技4単位

Dコース(湯沢)・理論2単位 Eコース(五竜Ⅰ)・理論2単位

2018年1月6日(土) 2018年1月19日(金)

　　　　　　  ～1月8日(月) 　　　　　　  ～1月21日(日)

川崎市教育文化会館 新潟県　ガーラ湯沢スキー場　 長野県　白馬五竜スキー場

SAK事務所 越後湯沢温泉「大峰山荘」 ペンション「ウルル」

9:15～9:30 8:50～9:20 9:0０～9:3０

現地入口に掲示します。 カワバンガ(山麓駅)1F エスカルプラザゲレンデ側

開会式   9:30～10:00 【1日目】 【1日目】

理論    10:00～12:00　 開会式  ９:30～10:00 理論    10:00～12:00

理論　 13:00～15:00　 実技Ⅰ 10:00～12:00 理論　 13:00～15:00　

演習　 15:00～16:00　 実技Ⅱ 13:00～16:30 【2日目】

閉会式 16:00～16:30 【2日目】 開会式　 9:00～ 9:30

解散    16:30 実技Ⅲ　9:00～11:30 実技Ⅰ 10:00～12:00

閉会式 12:00～12:30 実技Ⅱ 13:00～16:30

【3日目】 【3日目】

理論    10:00～12:00 実技Ⅲ　9:00～11:30 

理論　 13:00～15:00　 閉会式 12:00～12:30

解散    15:00 解散    12:30

日程は受講者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります

公認スノーボード指導員受検

公認スノーボード準指導員受検

※申込み後の取消・返金はできません。また、締切り日後の申込みは料金が異なります。

定　  員 20名 実技20名、理論若干名 実技20名、理論若干名

締 切 日 2017年10月21日(土) 2017年12月23日(土) 2018年1月6日(土

共通持参物

養成講習会を修了するには、実技4単位、理論2単位、自主学習2単位の取得が必要です。

全単位取得時に修了証を発行します。 ※自主学習の詳細については、別途指示します。

参加する受講者は傷害保険の加入を義務付けます。万一講習中に、怪我が発生した場合は応急

処置を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。

昨年度までにSAJスノーボード級別テスト１級を取得した者。

[実技]　6,000円 (※外国語通訳希望の場合は、12,000円)

申込み

期　　日

公認ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ準指導員取得後2年経過した者。(取得年度含まず)

若干数を販売予定です。

[理論]　4,000円 (※外国語通訳希望の場合は、8,000円)
[理論]　3,000円

共通持参物については、11月初旬から1ヶ月間程度SAK事務所とAコース当日の会場において

※当面の間19才以下の参加者については講習料の割引があります。

ます。TEL 0570-01-5381　また、締め切日後の申込みは料金が異なります。

②SAJ教育本部オフィシャルブック(2018年度版)

①SAJスノーボード教程(2016/11発行)　

公認スノーボード指導者養成講習会

日　　程

受　　付

本　　部

2017年11月11日(土)

コ ー ス

(公財)神奈川県スキー連盟

〒210-0011
川崎市川崎区富士見2-1-3

Aコース(川崎)・理論２単位

理論の単位を取得するには、A、D、Eコースの何れかの受講が必要です。

実技はBコースまたは、Cコースの出席が必要です。ご注意ください。

会　　場

よる電子決済が可能です。 電話による申し込の場合は参加料金とは別に取次手数料がかかり

受 講 料

所定の電子決済サイトより申込みをしてください。PC・携帯等の接続環境のない方は電話に

持 参 物

そ の 他

参加資格
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月曜日はレディース割 ※ソフトクリーム付

火曜日は長野県民割 ※要証明書

水曜日は誰でも割

木曜日はシニア割 ※温泉入浴券付※要証明書

金曜日は遠くても割 ※要証明書

曜日イベント（１日券が半額以下）

いいね👍👍もよろしく！！

〒390-1513 長野県松本市安曇4294-3
0263-93-2645 Fax0263-93-2651

キッズパーク・乳白色の温泉もあるよ♪

毎日『何かの日！』
（12月の土日と2/12と年末年始を除く）

1月～3月毎週土曜日はわくわく抽選会

1月～3月第1日曜日 山賊デー（仮）

1月～3月第2日曜日 ファミリーデー【宝探し】

1月～3月第3日曜日 スキーこどもの日

1月～3月第4日曜日 さんぞくっくの日【コスプレ】

恒例イベント

Mt.乗鞍直営ホテル


