
 

 

 

（NPO）山梨県スキー連盟 

２０２１-２０２２（令和４年度）年度 

 

 

 

  教育本部 研修会他 要項  
 



山梨県スキー連盟教育本部事業に参加される皆様に遵守頂きたい事項 

 
新型コロナウイルス感染症蔓延防止にあたり以下の対策を講じますので 
皆様のご協力をお願いいたします。 
 
①事業参加前の準備 

以下２件はダウンロードし参加当日持参願います。 
・体温・体調・管理記録用紙 （２〜３ページ目に添付） 

・新型コロナウイルス感染蔓延防止にかかわる遵守事項同意書（本人以外の緊急連絡先必須） 

 （４ページに添付） 
・マスク又はフェイスガードの準備 
・山梨県スキー連盟ガイドラインの確認 クリックでリンクに飛びます。 
 https://www.sa-yamanashi.org/administration/20201025-01/guideline.pdf 
 
②開催可否の確認 
 通常時・規制時期についても、随時状況の確認をおこない事業実施の可否を決定します。 
 状況により発表時期が異なります。 

延期もしくは中止の場合 県教育本部ホームページに通知しますので 
 「参加者は、前日夜に教育本部ホームページを確認する事」 
  
③事業参加日の主なお願い事項 
 ＊体温・体調・行動管理記録用紙・遵守事項同意書の提出 

＊参加者全員のマスク又はフェイスガードの着用（鼻だし厳禁） 
＊受付前の検温の実施（37.5 度以上の方は参加できません。） 

＊受付前と開催中随時 手指のこまめな石鹸手洗い及びアルコール消毒実施 

＊ソーシャルディスタンス確保の徹底  

＊受付・開会式・閉会式を屋外で実施、もしくは無開催  

＊事業参加中に体調不良となった場合は、すぐに申し出て開催役員の指示に 

 従ってください。 

 

 

問い合わせ事項については、要項にある事業実施委員長までご連絡願います。 
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【注】「三密」状態：①換気の悪い密閉空間、②大勢がいる密集場所、③間近で会話する密接場面が重なる状態
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氏　　名 期間

日付
体温
測定
時間

体温
（℃）

【新型コロナ感染症を疑う症状】
発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭
痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下
痢、嘔気・嘔吐、味覚や嗅覚の異常など

【参考１】
医療機関の
受診・解熱
鎮痛薬の内
服など

【参考２】
「三密」状態になるなど感
染リスクが高いと思われ
る外出先（場所）・相手方
など

*新型コロナウイルスの最大潜伏期間はおおむね14日間といわれています。
*本記録用紙には、事業参加14日前から開始日までの発熱等の症状と健康状態をセルフチェックしていただくものです。
*この期間に体調不良を感じ、感染が疑われ、他者へ感染させる可能性がある場合は、参加を取り止めることを検討してくださ
い。
*個人情報の取り扱いには十分注意し、感染対策以外では使用しません。

所　　属 事業名

ふりがな 会場

体温・体調管理記録用紙（受付時提出）
事業参加14日前からの状況
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*本記録用紙には、事業・受講・検定開始日から終了日までの発熱等の症状と健康状態をセルフチェックしていただくものです。
*事業・受講・検定会期間中に体調不良を感じた場合には、速やかに事業役員に申し出てください。
*本記録用紙は、最終日に提出してください（本記録用紙は事業終了後２週間保存後、廃棄します）。
*個人情報の取り扱いには十分注意し、感染対策以外では使用しません。

所　　属 事業名

ふりがな 会場

氏　　名 期間

日付
体温
測定
時間

体温
（℃）

【新型コロナ感染症を疑う症状】
発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭
痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下
痢、嘔気・嘔吐、味覚や嗅覚の異常　など

【参考１】
医療機関の
受診・解熱
鎮痛薬の内
服など

【参考２】
・宿泊施設名称
・事業期間中に利用した
食堂等の名称など

：

：

：

体温・体調管理記録用紙（事業参加中の複数日程）
事業参加・受講・受検期間の状況

：

：

：

：

：



新型コロナウィルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書 
 
 私は、山梨県スキー連盟主催事業参加にあたり、新型コロナウィルス感染蔓延防止のため
に、次の事項を遵守して事業参加する事に同意します。 
 
■事業１４日前から事業終了日までの間、「体温・体調等記録用紙」にて健康状態を記録し、
事業前日までの記録については受付時に、事業当日分については当日に記録を提出します。 
■事業期間中を通じて、体調がよくない場合（発熱・咳・喉頭痛等）は、参加しません。 
■同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合は、参加しません。 
■過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ
の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合は、参加しません。 
■事業期間中は、マスク・フェイスガード着用を厳守します。（但し滑走中に限っては任意
とします） 
受付時、着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にもマスクを着用します。 
■こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を徹底して行います。 
■他の参加者、運営スタッフ等との距離を常に２ｍ以上確保します。 
■事業期間中において、大きな声での会話、応援等はしません。 
■感染蔓延防止のために、主催者が決めたその他措置の遵守等、主催者の指示に従います。 
■事業終了後、２週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、主催者に対して
速やかに濃厚接触者の有無について、報告します。 
 

年  月  日 
 
  氏   名                    印  
 
  所   属                       
 
  連 絡 先       （      ）        
  〇必ず自署すること。 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
※必須 緊急時連絡先を記入 
  
 事業参加中に、本人に緊急の要件が発生した場合のみ連絡します。 
 未成年の場合は、保護者等 
 
  氏名 続柄                        
 
  緊急時連絡先       （      ）        



２０２2年度　ＳＡＹ教育本部　事業要項

各種要項一覧表（リンク付） 申込期間 提出書類

スキー指導員・準指導員検定要項 しくみネット デジエントリー 11/1～11/21 書類あり

スキー指導者研修会要項 しくみネット
11/6～12/4
12/13～1/8

スキー甲信越ブロック認定指導員研修会要項 メール 口座振込 11/6～12/4

スキーABC検定員クリニック要項 しくみネット
11/6～12/4
12/13～1/8

パトロール検定養成講習会要項 しくみネット デジエントリー 書類あり

パトロール研修会要項 しくみネット 1/16～2/9

山梨県オープンスキー・スノーボード技術選手権大会要項 デジエントリー 2/1～3/6

B・C級検定員検定要項 しくみネット 2/1～2/28 書類あり

A級検定員検定要項 しくみネット 11/1～11/19 書類あり

甲信越ブロック・スキー技術選手権大会要項 デジエントリー 11/7～12/5 書類あり

ジュニア・マスターズ甲信越技選大会要項 デジエントリー 11/1～1/10

石田俊介スペシャルレッスン要項 デジエントリー 12/1～12/19

選手強化合宿 電話・メール

富士見高原ナイタートレーニング要項 電話・メール

環富士山スキー技術選手権大会要項

山梨県プライズテスト要項 デジエントリー 要項確認 書類あり

１DAYレッスン メール 口座振込

普及講習　親子でスキー

申し込み・支払方法

１



２０２２年度 公認スキー指導員・準指導員検定受付及び養成講習会

２．受験申込期間及び申込方法

受験申込み

養成講習会申込み

３．受検料（宿泊代等は含みません。）

６．養成講習会Ⅰ受付時に必要な書類
【指導員】

②
③ ダウンロード

COVID-19 県連教育本部ホームページ掲載の新型コロナウイルス感染症に関する

・講習内容 理論講習（１日間）

・テキスト
「日本スキー教程」「資格検定受検者のために」「本年度オフィシャルブック」「教程安全編」

○養成講習会Ⅱ
・講習日時
・受付
・実習場所
・講習内容 実技講習

○養成講習会Ⅲ
・講習日時
・受付場所
・実習場所
・講習内容 実技講習

〇養成講習会（指導実習）
・講習日時 養成講習内でお知らせいたします。
・実施場所 下記参照
・講習内容　 指導実習
・持参するもの　テキスト、筆記用具、スキー道具一式

 ガイドラインを確認の上、以下2点を開催受付時に提出すること。

＊体温・体調管理記録用紙（14日前から）

＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書

  (本人以外の緊急連絡先必須）

○指導員・準指導員　　３１，０００円（※受検料とは別）

養成講習会申込書 山梨県スキー連盟教育本部ＨＰ
※申込時（シクミネット）に添付不備があった場合は、必要書類を持参してください。

ダウンロード
山梨県スキー連盟教育本部ＨＰ

願書に必要な書類

１．指導員/準指導員検定会
○指導員　：２０２２年２月２５日（金）～２月２７日（日）３日間（鹿沢スノーエリア＜第3会場＞）

○準指導員：２０２２年２月２６日（土）～２月２７日（日）２日間（サンメドウズ清里スキー場）

指導員・準指導員共に

２０２１年１１月１日（月）～１１月２１日(日)までにシクミネットにて申し込みを行ってください。

２０２１年１１月１日（月）～１１月２１日(日)までにデジエントリーにて申し込みを行ってください。

○指導員　　２０，０００円　　　　○準指導員　２０，０００円　

４．養成講習料（宿泊代等は含みません）

２０２２年１月１５日(土)～１６日（日）(日帰り２日間)
サンメドウズ清里スキー場　AM９:００～９:２０

５．養成講習会Ⅰ　会場及び受付
指導員・準指導員　２０２１年１１月２８日（日）　　AM９:３０～９:５０　甲府市中道交流センター
＊甲府市中道交流センター（甲府市下曽根町１０７０－３）
＊指導員検定会の受検者で養成講習会を受ける必要がない方も２０２１年１１月２１日（日）までにシクミネットにて
　申し込みを行ってください。

種別 入手方法

① 受験願書１通
全日本スキー連盟ＨＰ（ライブラリ）

・講習開始時間 AM１０:００～

【持参するもの】
・筆記用具

※本年度も書籍販売はありませんので、各自でご購入をお願いします。

ふじてんスノーリゾートスキー場 　AM９:００～９:２０
ふじてんスノーリゾートスキー場　

２０２１年１２月１８日(土)～１９(日)(日帰り２日間)

サンメドウズ清里スキー場　

2



9．問合せ及び担当　　
E-Mail:　　　　　

10．注意事項

◆受検に際しての確認事項
◎

◎

◎

◎

【注,１】指導員受検者は、受検当日までに「修了証」発行が間に合うように手続きしてください。

※養成講習や検定会では、ヘルメットの着用を推奨しています。

今年度も新型コロナウィルス感染防止のため、理論講習の補講は行いません。
実技講習は定められた日程で単位を取得してください。
やむを得ない理由により受講できない場合は、受検申込の際に理由書を提出し、山梨県スキー連盟（教育本部長及び副本部長）の承
認後、
１DAYレッスンの受講を「補講」として振り替えることができます。

パノラマスノーアカデミー：（平井、間島）０２６６－６２－８６１０
学校スキー指導者講習会：学校スキー委員長　白倉辰郎　０９０－３５１９－０２６１

ふじてんスノーリゾート：ふじてんスキースクール（中村）０５５５－８５－３０９１

「補講」の受講料（１回５，０００円）を前日までに指定口座（詳細は、１DAYレッスン要項をご参照ください）にお振込みくだ
さい。
なお、養成講習に関する費用の返金はいたしません。　１DAYレッスンの詳細は要項をご参照ください。
指導実習は,各スキー場担当者に連絡し日程を確認すること。養成講習内でお知らせいたします。
サンメドウズ清里スキー場：サンメドウズスキースクール (浅川)　０５５１－４８－４６９５

・検定委員長　村山　暢 murayaman326@gmail.com

※申込後は、いかなる場合においても返金はいたしません。
※受検者は必ず保険に加入し、講習中や検定中の事故は本人において処理してください。
※宿泊する場合は、各自で手配してください。
※書籍販売はありませんので、各自で購入してください。

指導員検定受検者：養成講習会受講票・研修会修了書について

カムイ御坂スキー場スキースクール（小山、島田）０５５－２６４－２２４８

【注】指導員受検者で、資格停止者は指導員研修会参加が必須です。

＊４３時間の講習が終わった受検者（指導員）は、教育本部事務局まで「受講表」を郵送等により提出してください。

事務局で確認後「養成講習修了証」を発行いたします。

〒４０１－０３２０ 山梨県南都留郡鳴沢村７３４
　　　（ＮＰＯ法人）山梨県スキー連盟　　　教育本部事務局　渡辺　悦子
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１．主　管 ＮＰＯ法人　山梨県スキー連盟
【第１会場】

２．会　　期 1.5日間
３．本　　部

主任教師: 武川 和正（SAJ専門員）
４．受　　付
５．理論研修
６．参 加 料

７．申込み期間

８．その他

＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にあたりSAY教育本部 HP記載事項を遵守下さい。

【第２会場】

２．会　　期 1.5日間
３．本　　部

主任教師: 武川 和正（SAJ専門員）
４．受　　付
５．理論研修
６．参 加 料

７．申込み期間

８．その他

＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にあたりSAY教育本部 HP記載事項を遵守下さい。
【第３会場】

２．会　　期 指導者研修会      2022年1月15日（土）～1月16日（日）AMまで 1.5日間
３．本　　部

４．受　　付
５．理論研修
６．参 加 料

７．申込期間

８．その他

問合せ先

◆研修内容 ・本年度理論のテーマ内容の理解と情報交換を行います。

◆その他

2022年度 SAJ指導者研修会

2021年12月18日（土）　ふじてんスノーリゾートスキー場　AM9：00～9：20
研修会当日までにｅラーニングを観閲すること

ふじてんスノーリゾートスキー場

ふじてんスノーリゾートスキー場内
指導者研修会　2021年12月18日（土）～12月19日（日）AMまで

一般班　6,000円

ナショナルデモ石田班　9,000円（定員12名先着順）
＊宿泊は各自で手配のこと

＊県外加盟団体の方は参加できません。

2021年11月6日（土）～12月4日（土）　SAJシクミネットにて申し込み
＊締め切り日を過ぎた場合は、受付不可（参加不可）となりますので、ご注意ください！（現
地当日受付は行いません）
＊書籍販売は致しません。各自で購入をしてください。

パノラマリゾートスキー場

パノラマリゾートスキー場内

一般班　6,000円

元SAJデモ赤松かおり班　9,000円（定員12名先着順）

＊宿泊は各自で手配のこと
2021年11月6日（土）～12月4日（土）　SAJシクミネットにて申し込み
＊締め切り日を過ぎた場合は、受付不可（参加不可）となりますので、ご注意ください！（現
地当日受付は行いません）

＊書籍販売は致しません。各自で購入をしてください。

＊県外加盟団体の方は参加できません。

サンメドウズ清里スキー場

サンメドウズ清里スキー場
主任教師: 武川 和正（SAJ専門員）
2022年 1月15日（土）　サンメドウズ清里スキー場　AM9：00～9：20
研修会当日までにｅラーニングを観閲すること
一般班　6,000円

2021年 12月22日（水）　パノラマリゾートスキー場　AM9：00～9：20

指導者研修会　2021年12月22日（水）～12月23日（木）AMまで

研修会当日までにｅラーニングを観閲すること

＊宿泊は各自で手配のこと
2021年12月13日（月）～2022年1月8日（土）　SAJシクミネットにて申込み
＊締め切り日を過ぎた場合は受付不可（参加不可）となりますので、ご注意ください！（現地
当日受付は行いません）

＊県外加盟団体の方は参加できません。
＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にあたりSAY教育本部 HP記載事項を遵守下さい。

ishida08055024097@icloud.com・研修委員長　　　　石田 敏司　

＊書籍販売は致しません。各自で購入をしてください。

・シクミネット、デジエントリに関しての問い合わせ先
　　大沢正友 mktaya1853@docomo.ne.jp

*申込後の返金等は一切受け付けません。

*研修会参加者は必ず保険に加入してください。
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１．主　管

＊県外加盟団体の方は参加できません。

【第１会場】

２．会　　期

３．会　　場

理論会場：クリニック当日までにｅラーニングを観閲すること

４．受　　付

５．申込期間 2021年11月6日（土）～12月4日（土）　SAJシクミネットにて申し込み

【第２会場】

２．会　　期

３．会　　場

理論会場：クリニック当日までにｅラーニングを観閲すること

４．受　　付

５．申込期間

【第３会場】

２．会　　期

３．会　　場

理論会場：クリニック当日までにｅラーニングを観閲すること

４．受　　付

５．申込期間

７．クリニック料 4,000円

８．申込方法

９．携行品

１０．担当・問合先

大沢正友

主任講師：長嶋沙織（A級検定員）

実技会場：サンメドウズ清里スキー場

2021年12月23日（木）13：30～13：45　パノラマスノーリゾートスキー場

2022年1月16日（日）　PM～

2021年12月23日（木）　PM～

主任講師：茂野 裕子（A級検定員）

2021年11月6日（土）～12月4日（土）　SAJシクミネットにて申し込み

実技会場：パノラマスノーリゾートスキー場

＊締め切り日を過ぎた場合は、受付不可（参加不可）となりますので、ご注意ください！（現地当日受付は行いません）

2022年度　ＳＡＪ公認 Ａ・Ｂ・Ｃ級検定員クリニック

＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にあたりSAY教育本部 HP記載事項を遵守下さい。

2021年12月19日（日）　PM～

主任講師：茂野 裕子（A級検定員）

＊締め切り日を過ぎた場合は、受付不可（参加不可）となりますので、ご注意ください！（現地当日受付は行いません）
2021年12月19日（日）13：30～13：45　ふじてんスノーリゾートスキー場

ＮＰＯ法人　山梨県スキー連盟

実技会場：ふじてんスノーリゾートスキー場

SAJシクミネット・デジエントリに関しての問い合わせ先
mktaya1853@docomo.ne.jp

2022年1月16日（日）13：30～13：45

2021年12月13日（月）～2022年1月8日（土）　SAJシクミネットにて申込み

＊SAJシクミネット上にて申し込みをすること。

SAJ会員証又は電子会員証、公認検定員手帳、指導員ライセンス

・研修委員長　石田 敏司 ishida08055024097@icloud.com

＊締め切り日を過ぎた場合は、受付不可（参加不可）となりますので、ご注意ください！（現地当日受付は行いません）
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１．主　管 ＮＰＯ法人　山梨県スキー連盟

【第１会場】

２．会　　期 1日間

３．本　　部
主任教師: 武川 和正（SAJ専門員）

４．受　　付

５．理論研修

６．参 加 料

７．申込方法

８．その他
＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にあたりSAY教育本部 HP記載事項を遵守下さい。

【第２会場】

２．会　　期 1日間

３．本　　部

主任教師: 武川 和正（SAJ専門員）

４．受　　付

５．理論研修

６．参 加 料

７．申込方法

８．その他

＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にあたりSAY教育本部 HP記載事項を遵守下さい。

【第３会場】

２．会　　期 1日間

３．本　　部

主任教師: 武川 和正（SAJ専門員）

４．受　　付

５．理論研修

６．参 加 料

７．申込方法

８．その他

＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にあたりSAY教育本部 HP記載事項を遵守下さい。

９．問 合 せ ・研修委員長　　石田 敏司

１０．振込先

◆研修内容 ・本年度理論のテーマ内容の理解と情報交換を行います。

◆その他

2022年度甲信越ブロック認定指導員研修会

ふじてんスノーリゾートスキー場

一般班　6,000円　指定口座に開催当日までに振込むこと

＊今年度は宿泊申込はありません。

＊締め切り日を過ぎた場合は、受付不可（参加不可）となりますので、ご注意ください！（現
地当日受付は行いません）

＊書籍販売は致しません。各自で購入をしてください。

　

＊県外加盟団体の方は参加できません。

認定指導者研修会　　　2021年12月19日（日）
ふじてんスノーリゾートスキー場内

2021年12月19日（日）　ふじてんスノーリゾートスキー場　AM9：00～9：20

研修会当日までにｅラーニングを観閲すること

2021年12月4日までに下記問合せ先研修委員長にメールすること

サンメドウズ清里スキー場内

パノラマリゾートスキー場

指導者研修会　　　2021年12月23日（木）

パノラマリゾートスキー場内

2021年 12月23日（木）　パノラマリゾートスキー場　AM9：00～9：20

研修会当日までにｅラーニングを観閲すること

一般班　6,000円　指定口座に開催当日までに振込むこと

2021年12月4日までに下記問合せ先研修委員長にメールすること
＊締め切り日を過ぎた場合は、受付不可（参加不可）となりますので、ご注意ください！（現
地当日受付は行いません）＊書籍販売は致しません。各自で購入をしてください。

サンメドウズ清里スキー場

指導者研修会　　　2022年１月16日（日）

＊今年度は宿泊申込はありません。

*研修会参加者は必ず保険に加入してください。

2022年 1月16日（日）　サンメドウズ清里スキー場　AM9：00～9：20

研修会当日までにｅラーニングを観閲すること

一般班　6,000円　指定口座に開催当日までに振込むこと
＊今年度は宿泊申込はありません。

2022年1月8日までに下記問合せ先研修委員長にメールすること
＊締め切り日を過ぎた場合は、受付不可（参加不可）となりますので、ご注意ください！（現
地当日受付は行いません）

＊書籍販売は致しません。各自で購入をしてください。

ishida08055024097@icloud.com

山梨中央銀行　武田通支店　普通　1355317　ﾔﾏﾅｼｹﾝｽｷｰﾚﾝﾒｲｷｮｳｲｸﾎﾝﾌﾞ

*申込後の返金等は一切受け付けません。
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１．主　管 ＮＰＯ法人　山梨県スキー連盟

【養成講習会場】

２．会　　期

　養成講習会「参加者は前日夜に教育本部ホームページを確認する事」

３．本　　部

４．受　　付

５．実技研修 サンメドウズ清里スキー場

６．参 加 料

７．申込期間

検定申込

養成講習会申込み

８．その他

１０．問合せ先 TEL:080-1241-3541 

大沢正友

◆研修内容 ・1日目：雪上実技・室内実技・理論模擬テスト、終了後情報交換を行います。

・2日目:朝の集い・雪上実技・室内実技検定

＊締め切り日を過ぎた場合は、受付不可（参加不可）となりますので、
ご注意ください！（現地当日受付は行いません）

サンメドウズ清里スキー場

2022年2月26日（水）サンメドウズ清里スキー場　AM9：00～9：30

SAJシクミネットにて受検を申し込み、

10,000円
尚、宿泊希望者は自己手配

2021年11月1日（月）～2020年12月5日（日）デジエントリ－

2022年度パトロール検定養成講習会

パトロール検定養成講習会　　　2022年1月19日（水）～20日（木）

　

サンメドウズ清里スキー場

検定会（第２会場）宮城県オニコウベスキー場　2022年2月25日(金)～2月27日（日）

・　安全対策委員長　林　譲

SAJしくみネット・デジエントリに関しての問い合わせ先
mktaya1853@docomo.ne.jp

＊本講習会はSAJ公認パトロール検定規定に基づく養成会です。
＊講習会までに日赤救急法講習会を修了し、認定証を持参してください。
＊参加者はスキー傷害保険に必ず加盟のこと。
＊書籍は自己手配してください。

９．COVID-19　  　　県連教育本部ホームページ掲載の新型コロナウイルス感染症に関する

 ガイドラインを確認の上、以下2点を開催受付時に提出すること。

＊体温・体調管理記録用紙（14日前から）

＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書

  (本人以外の緊急連絡先必須）
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１．主　管 ＮＰＯ法人　山梨県スキー連盟

【会場】

２．会　　期

「参加者は前日夜に教育本部ホームページを確認する事」

３．本　　部

４．受　　付

５．実技研修 サンメドウズ清里スキー場

６．参 加 料

７．申込期間 2022年1月16日（日）～2月9日（水）SAJシクミネットにて申し込み

８．その他

９．COVID-19　  県連教育本部ホームページ掲載の新型コロナウイルス感染症に関する

１０．問 合 せ ・安全対策部長　　　　林　譲　　　　TEL080-1241-3541

大沢正友 mktaya1853@docomo.ne.jp

◆研修内容 ・1日目：雪上実技・室内実技・理論模擬テスト、終了後情報交換を行います。

・2日目:朝の集い・雪上実技・室内実技検定

＊書籍販売は致しません。各自で購入をしてください。

2022年度SAJ公認パトロール研修会

パトロール研修会研修会　　　2022年2月16日（水）～2月17日（木）

　

サンメドウズ清里スキー場

サンメドウズ清里スキー場

2022年2月16日（水）　サンメドウズ清里スキー場　AM9：00～9：30

4,000円
尚、宿泊希望者は自己手配

＊締め切り日を過ぎた場合は、受付不可（参加不可）となりますので、ご注意くださ
い！（現地当日受付は行いません）

 ガイドラインを確認の上、以下2点を開催受付時に提出すること。

＊体温・体調管理記録用紙（14日前から）

＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書

  (本人以外の緊急連絡先必須）

SAJシクミネット・デジエントリに関しての問い合わせ先

 ８



１．会　　期

２．日　　程

第１日目 受付・開会式

理論・実技検定

第２日目 合格発表・閉会式・手続き

３．会　　場

４．費　　用 ５，０００円

5．問い合わせ先

mailto:

シクミネット・デジエントリー担当　  大沢　正友

yamashou@dolphin.ocn.ne.jp

山梨県連でもシクミネット承認前の審査を行います。自身のB級合格年
度を受験資格を確認してからシクミネットへ申請してください。

受験希望者は11月1日（月）～11月19日（金）までにSAJしくみ
ネットにて申し込みをしてください

２０２２年度SAJ Ａ級検定員検定会

２０２２年２月２６日（土） ～２月２７日（日）

第3会場　鹿沢スノーエリア

（オフィシャルブックを参考の事）

５．申 込 み

 ９
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１．主　管 ＮＰＯ法人　山梨県スキー連盟

２．会　　期

３．会　　場

４．申込方法及び申し込み先

COVID-19 県連教育本部ホームページ掲載の新型コロナウイルス感染症に関する

５．受験資格

６．受検料

7．当日受付 ２０２２年３月６日（日）午前８：００～８：３０

8．受付場所

9．携行品 受検願書、筆記用具、ＳＡＪ会員証
公認検定員手帳、指導員ライセンス

10．担当・問合せ先

シクミネット問合せ
yamashou@dolphin.ocn.ne.jp

提出方法 入手方法

受験願書
シクミネットに添

山梨県スキー連盟教育本部ＨＰ
または　当日持参

必要書類

２０２２年度ＳＡＪ公認　Ｂ・Ｃ級検定員検定会

２０２２年３月６日（日）

【受験申込】
申込期間 申込方法

２０２２年２月１日（火）～２月２８日
（月）

シクミネット

実技採点会場：ふじてんスノーリゾートスキー場
理論会場：富士緑の休暇村

または　当日持参

検定委員会委員長　村山　暢 murayaman326@gmail.com

シクミネット・デジエントリー担当

 ガイドラインを確認の上、以下2点を開催受付時に提出すること。
＊体温・体調管理記録用紙（14日前から）
＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書
  (本人以外の緊急連絡先必須）

願書に必要な書類

シクミネットに添

委員長　大沢　正友

ＳＡＪ指導員・準指導員を取得している者
Ｂ級を受験するものはＣ級の資格を有していること。

Ｂ級検定員検定受検料　４，０００円
Ｃ級検定員検定受検料　３，０００円

富士緑の休暇村

１０
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第５９回甲信越ブロックスキー技術選手権大会（案）
（兼）全日本スキー技術選手権大会予選会

山梨県申込み期間：2021年11月7日～2021年12月5日　デジエントリー
【開催要項】

１．主　　催　　　　　　　甲信越ブロックスキー協議会
２．主　　管　　　　　　（公財）長野県スキー連盟
３．後　　援　　　　　　　白馬村・白馬村教育委員会
４．協　　力　　　　　　（一社）白馬村スキークラブ・白馬五竜観光協会
㈱五竜・㈱大糸・㈱白馬ﾌｫｰﾃｨｾﾌﾞﾝ　
５．会　　期　　　　　　　2022年1月24日（月）～26日（水）
24日（月）　受付　　　　　　　１６：００（各クラブ代表者1名が受付をする。）
TCM　　　　　　　１６：３０
（いいもりレースオフィス、各クラブ代表者1名出席）　　

25日（火）　競技開始　　　　　９：００

26日（水）　競技開始　　　　　９：００

　成績発表アップ　　１５：００（予定）

６．会　　場　　　　　　　エイブル白馬五竜いいもり

７．開・閉会式について　　今年度新型コロナウイルス感染防止の為、開会式、閉会式は、行いません。

　　成績発表は、26日（水）白馬五竜観光協会、長野県スキー連盟ホームページに内に記載致します。

８．本部宿舎　　　　　　　太田旅館　0261-75-2128
                　　　　　長野県北安曇郡白馬村大字神城23099　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

９．競技本部　　　　　　　エイブル白馬五竜いいもりレーシングオフィス

１０．競技種目　　　　　　　１日目　ＡＭ　　　２種目（2コート使用、2コート同時進行）

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＭ　　　２種目（2コート使用、2コート同時進行）

　　　　　　　　　　　　　　２日目　ＡＭ　　　２種目（2コート使用、2コート同時進行）　　　

１１．参加資格　
（１）2021年度の本連盟会員登録を行い、会員登録料の決済を完了している者
（２）2022年4月1日現在満18歳以上の者
（３）大会申込時までにＳＡＪスキーバッジテスト1級以上を有する者
（４）本連盟スキー補償制度又はこれに準ずる傷害保険に加入している者
（５）学連所属選手は、学連予選を通過している者。

１２．参加費　11,000円

１３．競技規則　　　　　　
（１）全日本スキー技術選手権大会に準ずる。
（２）悪天候、その他の理由により種目を実施できなかった場合は、実施できた種目の合計得点を以って成績とする。
（３）予期せぬ事態に対応する場合はTCMを開催する場合がある。
（４）オープン参加資格　
①ＳＡＪ会員であること。
②その他は各県参加資格に同じ。
③参加費　13,000円
④甲信越ブロック以外の者
⑤その他は組織委員会の決定による。

１４．その他　　　　　　
・公式掲示板は、レストハウスいいもりに掲示する。　　　　　　　　　
・全種目ヘルメットの着用を義務付ける。
・ヘルメット等には突起物を付けないで下さい。
（CCDカメラ（ゴープロ）などの突起物は、転倒時でコースセパレートネットに引っ掛かり危険な為）
・オープン参加の選手は全日本スキー技術選手権大会には推薦しない。
・オープン参加の選手は本大会の表彰の対象としない。
・宿泊案内・白馬五竜観光協会　0261-75-3700
・宿泊は、五竜地区観光協会の宿舎を推奨する。
・競技中の傷害とはいえども主催者は一切の責任を負いません。障害保険は、各自でご加入下さい。

１５．新型コロナウイルス感染対策について
＊新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願い致します。
（１）  SAJ技術選手権大会新型コロナウイルス感染対策ガイドラインに則って大会を運営致します。
（２）  受付の際に、全参加者を対象に体調チェック報告用シート別紙１を提出して頂きます。
（３）  受付の際に、検温チェックを行います。
（４）  受付時、大会中、体調不良、発熱等の症状等あった場合は、参加を見合わせて頂きます。
（５）  新型コロナウイルス感染の状況によっては急遽大会を中止する場合がございます。
（６）  ご協力のお願い
・大会14日以前にワクチン接種２回完了している参加者の方は、接種証明のご提示。
・大会の72時間以内にPCRまたは抗原検査を受けた参加者の方は、陰性証明のご提示。
　注記：PCRならびに抗原検査キットは各ネット通販やドラッグストア等で購入できます。
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第１回甲信越ブロックマスターズスキー技術選手権大会（案）

第３回甲信越ジュニアスキー技術選手権大会(案)

〈開催要項〉
【会　期】　　　2022年1月23日(日)
【会　場】　　　長野県白馬岩岳スノーフィールド
【主　催】　　　甲信越ブロックスキー協議会
【主　管】　　　公益財団法人　長野県スキー連盟　
【後　援】　　　白馬村・白馬村教育委員会・(株)岩岳リゾート
【協　力】　　　一般社団法人白馬村スキークラブ・白馬岩岳観光協会・岩岳スキースクール
　　
【現地事務局及び問い合わせ先】白馬岩岳観光協会　電話番号：0261-72-2780

【競技本部】　　白馬岩岳レーシングオフィス（ホワイトプラザ内）

【参加料】　　　￥5,000円（不参加の場合でもご返金致しません）　

【募集人数】　　ジュニア50名　　マスターズ50名　

【申込方法】　　デジエントリーより

【申込期間】　　2021年11月1日から2022年1月10日まで

【競技種目】　　大回り（ナチュラルバーン）・小回り（ナチュラルバーン）・　総合滑降（ナチュラルバーン）

【採点方法】　　５審３採

【順位の決定及び表彰】
（１）順位の決定は総合成績とし合計得点で決定します。
（２）賞状：各カテゴリー男女　1位から3位まで。賞状のみ。

【スケジュール】
1月23日（日）　
受付　　　　　　　８：００～８：４５　場所（レーシングオフィス）
（受付時体調チェック報告用シート別紙１を提出頂きます。）
競技説明　　　　　８：５０　　　　　　場所（ゴールエリア）
インスペクション　競技説明終了後開始　　（インスペクション時はゼッケン着用して下さい）
選手点呼　　　　　９：３０　　　　　　場所（スタート地点集合）
競技開始　　　　　９：４５
成績発表・表彰式　１６：００　　　　　場所（ゴールエリア）
【参加カテゴリー】
★マスターズの部　　　１．40歳～49歳の部　 男女別・２．50歳～54歳の部　 男女別
　　　　　　　　　　　３．55歳～59歳の部　 男女別・４．60歳～64歳の部　 男女別
　　　　　　　　　　　５．65歳～69歳の部　 男女別・６．70歳以上の部　　 男女別

★ジュニアの部　　　　１．小学生低学年　男女別・２．小学生高学年　男女別　・３．中学生　男女別　　　
                      ４．高校生　　　　男女別
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【スタート順について】
当日スタートリストを受付時に配布いたします。

【競技規則】　
（１）甲信越ブロックスキー技術選手権大会に準ずる。
（２）悪天候、その他の理由により種目を実施できなかった場合は、実施できた種目の合計得点を以って成績とする。

【出場資格】　
（１）  マスターズ技術選手権大会参加者
・今年度のＳＡＪの会員登録を行い、決済を完了している者。又は、当日暫定会員も認めます。
・ＳＡＪ級別テスト１級を有する者、もしくはこれと同等の技術を有する者。
・各保険会社のスキー傷害保険に加入している者。

（２）  ジュニア技術選手権大会参加者
・今年度のＳＡＪの会員登録を行い、決済を完了している者。又は、当日暫定会員も認めます。
・各保険会社のスキー傷害保険に加入している者。
・2022年4月1日現在で、満9歳以上満19歳未満の者。
・ＳＡＪ級別テスト２級以上、またはジュニアテスト１級を有する者、もしくはこれと同等の技術を有する者。
・保護者の了承を得た者。

【新型コロナウイルス感染対策について】
（１）  SAJ技術選手権大会新型コロナウイルス感染対策ガイドラインに則って大会を運営いたします。
（２）  受付の際に、全参加者を対象に体調チェック報告用シート別紙１をご提出して頂きます。
（３）  受付の際に、検温チェックを行います。
（４）  受付時、大会中、体調不良、発熱等の症状等あった場合は、ご参加を見合わせて頂きます。
（５）  新型コロナウイルス感染状況によっては、急遽大会を中止する場合がございます。
（６）  ご協力のお願い
・大会14日以前にワクチン接種２回完了している参加者の方は、接種証明のご提示。
・大会の72時間以内にPCRまたは抗原検査を受けた参加者の方は、陰性証明のご提示。
　注記：PCRならびに抗原検査キットは各ネット通販やドラッグストア等で購入できます。

【その他】　　　
（１）新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願い致します。
（２）競技中の傷害とはいえども主催者は一切の責任を負いません。障害保険は、各自でご加入下さい。
（３）公式掲示板は、ホワイトプラザ横に掲示する。　　　　　　　　　
（４）全種目ヘルメットの着用を義務付ける。
※CCDカメラ（例：ゴープロ）などの突起物は、転倒時でコースセパレートネットに引っ掛かり危険な為、
　ヘルメット等には突起物を付けないで下さい。
（５）宿泊案内・白馬岩岳観光協会　TEL０２６１－７２－２７８０
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環富士技術選手権大会

詳細は神奈川県スキー連盟ホームページにて確認のこと
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1 会　期
(1)検定会　　 2022/2/20（日） 2022/3/27（日） 2022/4/3（日）
(2)事前講習会 2022/2/19（土） 2022/3/26（土） 2022/4/2（土）

2 会　場 八千穂高原スキー場
3 主　催 NPO法人　山梨県スキー連盟

主　管 NPO法人　山梨県スキー連盟教育本部
責任者 教育本部長　手塚正彦

4 受験資格 SAJ会員登録者（一時会員・暫定会員含む）
テクニカル　 SAJ　1級以上取得者
クラウン テクニカルプライズ取得者
受験年度の事前講習修了者

5 日程 日時 場所
事前講習会 当日
受付 8:30～9:00
開校式 9:00～
閉講式 15:30～

当日
検定会
受付 8:30～9:00
検定開始 9:30～
合格発表 検定終了後通達

6 テスト種目 公認スキーバッチテスト規程及び実施要項に順ずる
7 申し込み （期限はﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰにて確認）

8 申込金 事前講習料金（2単位） ¥6,500
受験料金 公認料

クラウン ¥5,000 ¥7,000
テクニカル ¥4,000 ¥5,000

9 必要書類 事前講習修了書・SAJ会員証・受験資格該当合格書コピー
10 問合せ先 技術委員長　　　　

田中　嘉一郎 skibbt@gmail.com 090-8317-6248
デジエントリに関しての問い合わせ先

大沢正友 mktaya1853@docomo.ne.jp
11 その他

・宿泊は各自で手配をしてください
・参加者は必ず傷害保険に加入をしてください
（傷害処置については応急処置のみとしそれ以外は責任を負いません）
・参加者のヘルメット着用を推奨します
・悪天候等のやむを得ない事情により、日程等を変更する場合があります
・受験者は受験受付時　「9．必要書類」を提出してください
・申込受付締切り後のキャンセルについては申込金は返却いたしません
・申込受付中のキャンセルは問合せ先にご連絡ください

・SAYホームページのコロナ対策セクションに必ず目を通して下さい。
「コロナ対処についての指針」に沿い、「同意書」「体温・体調等記録用紙」の
提出が必須となります。

・感染のまん延を未然に防ぐため、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」
「手洗い」をはじめとした基本的な感染対策に加え、密を避けるなど適切な行動
をお願いします。

・3月末及び4月頭は雪不足、及びコロナ蔓延状況によってはプライズテスト、事
前講習を開催できないこともあるので，ホームページにて確認をしてください。

2022年度　ＳＡＪ公認　山梨県プライズテスト

八千穂高原スキー場

デジエントリーにて事前申込み
（3月・4月の開催はゲレンデ状況を確認しながらとなります注意して下さい。）
*振込みを完了しないとエントリー無効となりますので注意して下さい。
*振り込み日を過ぎた場合は，下記問い合わせ先に連絡して下さい。
  ＋1,000円徴収にて当日参加可能です。

暫定会員証の当日発行あり　大人\5,000　中学生以下\1,000
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１．主　　催　　　　 NPO法人　　山梨県スキー連盟

２．主　　管 NPO法人 山梨県スキー連盟　　教育本部強化委員会

３．会　　場 富士見高原スキー場

４．責任者 手塚正彦 （山梨県スキー連盟教育本部長）

５．運営責任者 茂野裕子 （ブロック技術員）

６．運営主任 長嶋佐織 （ブロック技術員）

７．現地総務　 長嶋佐織 （ブロック技術員）

８．実技講師 ヘッドコーチ 長嶋佐織 （ブロック技術員）

コーチ 長嶋啓貴 （SAJ専門員）
吉田雄一 （ブロック技術員）

９．日　程
　　　(未定）

１０．日　時 １８：００～１８：３０ 受付 （レストハウス内）
１８：３０～２０：３０ トレーニング
２０：３０ 解散

１１．参加料

１２．参加資格 ＊

１３．申込先　
　　　問い合わせ先

１４．実施最小人数 3名以上集まれば実施します。

・SAYホームページのコロナ対策セクションに必ず目を通して下さい。
「コロナ対処についての指針」に沿い、「同意書」「体温・体調等記録用紙」の
提出が必須となります。

１回　２，０００円（当日現地にて徴収します。）

甲信越スキー技術選手権出場者・全日本スキー技術選手権大
会出場者その他強化委員会で認めた者

強化委員長　　長嶋佐織（080-5658-3631）

2022年度　　山梨県スキー連盟　　教育本部
富士見高原ナイター技術選選手トレーニング

開催要項

＊
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１　会　期　

２　会　場

３　参加資格

4　申込先及び方法

５　申し込み締め切り

６　参加費

７　申し込み先

8. その他

・宿泊は各自で手配をしてください
・参加者は必ず傷害保険に加入をしてください
（傷害処置については応急処置のみとしそれ以外は責任を負いません）
・参加者のヘルメット着用を推奨します
・申込受付締切り後のキャンセルについては申込金は返却いたしません

・申込受付中のキャンセルは問合せ先にご連絡ください
・28日（火）に、石田俊介講師による、山梨県技術選手合宿を行います。 
技術戦に出場予定の方は奮ってご参加ください。
諸経費として2000円を徴収します。
レッスン関係の問い合わせは上記申し込み先までお願いします。

大沢正友 mktaya1853@docomo.ne.jp

石田俊介スペシャルレッスン

2021年12月27日（月）
10時～12時、13時30分～15時30分

富士見パノラマリゾート

・感染のまん延を未然に防ぐため、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」
「手洗い」をはじめとした基本的な感染対策に加え、密を避けるなど適切な行動を
お願いします。

・コロナ蔓延やゲレンデ状況により，石田俊介スペシャルレッスンを開催できないこと
もあるので，ホームページにて確認をしてください

デジエントリーに関しての問い合わせ先

受付：スキースクール受付　９時～９時４５分

１級同等レベル以上の方

山梨県スキー連盟ホームページ内デジエントリーにて申し込むこと。

2021年12月1日（水）～12月19日（日）まで　　定員１２名　　先着順

・１５，０００円(講習DVD制作・発送料を含む)
（定員に満たない場合のみ当日受付を致します。）

技術委員長　 田中 嘉一郎 skibbt@gmail.com 090-8317-6248

・SAYホームページのコロナ対策セクションに必ず目を通して下さい。
「コロナ対処についての指針」に沿い、「同意書」「体温・体調等記録用紙」の
提出が必須となります。
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１　会　期　

２　会　場

受付：パノラマスノーアカデミー8時～8時４５分

３　参加資格

4　申し込み締め切り

5　参加費

6　申し込み先

2022年度全日本スキー技術選手権大会出場を目指す方

山梨県技術選選手合宿
今シーズンは石田俊介ナショナルデモンストレーターがティーチングコーチを務め
ます。

2021年12月28日（火）
9時～12時、13時30分～15時30分

富士見パノラマリゾート

2021年12月　1日（水）～12月24日（金）まで　　

2000円（当日徴収）

強化委員長　長嶋佐織　　happy-family.141321@ezweb.ne.jp080-5658-3631

・SAYホームページのコロナ対策セクションに必ず目を通して下さい。
「コロナ対処についての指針」に沿い、「同意書」「体温・体調等記録用紙」の
提出が必須となります。
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１．会　　　期

２．会　　　場
３．責　任　者
４．参加資格 スキーの部

一般クラス⇒SAJ2級同等レベル以上で参加年度の4月1日をもって15歳以上であること。
　　　　　　（15才以上で高校所属生徒は，ジュニアの部とする。）
ジュニアクラス⇒小3以上・中・高校生とします。（保護者が出場に同意及び引率責任者がいること。）

（小学生はｼﾞｭﾆｱ検定2級同等以上・中高校生はSAJ2級同等ﾚﾍﾞﾙ以上とする。）
スノーボードの部
一般クラス⇒SAJ2級同等レベル以上で参加年度の4月1日をもって15歳以上であること。
　　　　　　（15才以上で高校所属生徒は，ジュニアの部とする。）
ジュニアクラス⇒小３以上・中・高校生とします。（保護者が出場に同意及び引率責任者がいること。）
　　　　　　（小中高校生はSAJ2級同等ﾚﾍﾞﾙ以上とする。）

５．申込み及び締切　
2022年2月1日（火）～2022年3月6日（日）まで
＊申込み先　山梨県スキー連盟ホームページ内デジエントリー
＊振込みを完了しないとエントリー無効になります。

６．申　込　金 一般　6,000円、ジュニア　3,000円 親子セット 7,000円
コブ王選手権　１,000円

７．競　　　技　
・種目　 大回り急斜面 小回り急斜面　 総合滑降

・種目　　 小回り中斜面不整地
 ◆ 注意：当日の天候、積雪状況等により種目・斜面の変更の場合があります。

８．集合・受付

９．選手会

10．大会本部 ふじてんスノーリゾートスキー場内
11．表　　彰

スキーの部

総合成績 　 1位～6位 （男女共）
60才以上　　1位～3位　（男女共） 　 1位～3位 （男女共）
50才以上 1位～3位 （男女共）
36～49才　　1位～3位　（男女共）　　  1位～3位 （男女共）
35才以下　　1位～3位　（男女共）  1位～3位 （男女共）
高 校 生　　 1位～3位　（男女共）  1位～3位 （男女共）
中 学 生　　 1位～3位　（男女共）  　　1位～3位 （男女共）
小 学 生　　1位～3位　（男女共）  　
＊2021/4/1時点の年齢とする
スノーボードの部
総合成績　1位～3位（男女共）
ジュニアの部 1位～3位（男女共）

12．担当・問合先
・技選委員長　三枝為好 tame.skier@docomo.ne.jp
＊氏名、クラブ名を必ず明記願います。

大沢正友
13．そ　の　他　

＊
＊
＊ 行事中の事故や傷害等についての責任は負いません。傷害保険等に必ず加入してください。
＊
＊
＊
＊
＊

COVID-19 県連教育本部ホームページ掲載の新型コロナウイルス感染症に関する
悪天候等のやむを得ない事情により、競技種目・日程等を変更する場合があります。

種目変更等変更事項は、大会本部公式掲示板に掲載しますので各自の責任で確認してください。

安全確保のため、全種目でヘルメット着用を推奨します。
プログラム及びビブは受付時に配付します。
クラブ単位で受付を行ってください。（代理人の場合は氏名を確認します）
選手会欠席者は告知事項を公式掲示にて確認してください。

受付時参加者の検温を行います。マスク着用をお願いします。

新型コロナウィルス感染拡大防止の為,前日のH Pの確認をお願いします！

第43回山梨県オープンスキー・スノーボード技術選手権大会
第8回　山梨県オープンコブ王選手権大会

教育本部長　手塚正彦

 ガイドラインを確認の上、以下2点を開催受付時に提出すること。
＊体温・体調管理記録用紙（14日前から）
＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書
  (本人以外の緊急連絡先必須）

2022年3月12日（土）

ふじてんスノーリゾートスキー場

＊締め切り日を過ぎた場合は、下記問い合わせ先に連絡を下さい。当日参加はありません

山梨県オープンスキー技術選手権大会　＊種目等の変更の可能性あり

山梨県オープンコブ王選手権

2022年3月12日（土）　ふじてんスノーリゾートスキー場内　　  受付8：00～8：30　　

2022年3月12日（土）　ｹﾞﾚﾝﾃﾞ　　　　 9：00～

山梨県所属　　総合優勝　（男女共）　

デジエントリーに関しての問い合わせ先
mktaya1853@docomo.ne.jp

コブ王選手権は、オープンスキー技術選手権大会後行います。

閉会式無開催の為賞状は後日郵送いたします。
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１　責任者　      教育本部長　　手塚正彦　

２　趣旨及び対象

３　レッスン内容

４　講習時間

５　料金

山梨中央銀行　武田通支店 普通　１３５５３１７

６　レッスン開催日程・開催場所
会期

第１回
第２回
第３回

７　集合場所

８　申込み方法

  （養成講習会要項参照）

COVID-19県連教育本部ホームページ掲載の新型コロナウイルス感染症に関する

９　お問い合わせ

E-Mail:　　　　　

１０　その他
※受講者は必ず保険に加入してください。
※講習中の事故は本人において処理してください。
※安全確保のためヘルメットの着用を推奨いたします。

１回　５，０００円（１日）※開催日前日までに指定の口座にお振込みください

１DＡＹ　レッスン

❶指導員、準指導員検定会の合格を目指す方を対象とします。
❷今シーズンのスキルアップを目指し、バッジテストやプライズテストに
チャレンジしたい方を対象とします。

※指導員・準指導員養成講習会実技講習の補講も兼ねています。

❶指導員、準指導員検定種目の内容を中心に基礎的なトレーニングから実践種目へとつ
なげていく内容です。
❷バッジテストやプライズテストに通用する種目の理解を深めるための内容です。

（午前）
9:00～11:30

（午後）
12:30～15:30

２．５ｈ ３ｈ

【振込先】　　　

ヤマナシケンスキーレンメイキョウイクホンブ
※振込時に、受講者の氏名を必ず入れてください。

開催日 会場
２０２２年１月２３日（日） サンメドウズ清里スキー場
２０２２年１月３０日（日） サンメドウズ清里スキー場
２０２２年２月１３日（日） サンメドウズ清里スキー場

会場 集合場所
サンメドウズスキー場 ゲレンデ正面

※補講受講者は、受講票を持参し必ず講師の捺印を受けてください。

検定委員会委員長　村山　暢
murayaman326@gmail.com

※１氏名　２所属クラブ　３電話（出来ましたら携帯）　４受講希望日

　５受講コース❶or❷の記載をして、
下記問い合わせ先までメールにてお申込みください。

※受講料は、前日までにお振込みください。
※受講料未払いでのレッスン受講はできません！
※補講での受講は予め山梨県スキー連盟の承認が必要となります。

 ガイドラインを確認の上、以下2点を開催受付時に提出すること。
＊体温・体調管理記録用紙（14日前から）
＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書
  (本人以外の緊急連絡先必須）
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山梨県スキー連盟　 普及事業【モニタリング】
『親子で楽しく滑ろう!!　スキー・スノーボード講習会』

開催要項

事業名称　　　　『親子で楽しく滑ろう!!スキー・スノーボード講習会』

　　　　２０2１～２０22シーズン

主　　催　　　　　山梨県スキー連盟教育本部
後　　援　　　　　山梨県教育委員会(予定)　サンメドウズ清里スキー場
講習内容　　　　　・県内に在住する小学校３年生以上のお子さんと、その保護者を対象としたスキー・スノーボード講習会です。
・初心者、初級者だけど、スキー・スノーボードをうまくなりたい親子の方を対象とした、日帰りスキー・スノーボード講習会です。
　　　　　　　　　・技能レベルごとに班編成を行い、確実に上達できるようにます。
実技講師　　　　　全日本公認スキー・スノーボード指導員・山梨県スキー連盟教育本部員

受講対象　　　　　小学校３年生以上のお子さんとその保護者で健康な方。
　　　　　　　　　　（参加者のスキー・スノーボード技術の経験・未経験は問いません）

講習日時　　　　　１回目･･･１月３０日（日）　　AM９：３０～PM３：３０
２回目･･･２月１３日（日）　　AM９：３０～PM３：３０
講習場所　　　　　　サンメドウズ清里スキー場　　山梨県北杜市大泉町西井出8240-1
受講料　　　　　　大人3，０００円　子供(小学生以下)２.０００円　（※リフト１日券と講習会費用です。）
　　　　　　　　　但し，レンタルスキー・スノーボード・昼食・スキー場までの交通費等にかかる費用は参加者の自己負担とします。
募集人員　　　　　各回先着　２０組
申込み先　　　　【親子で楽しく滑ろう!!スキー・スノーボード講習会】担当　白倉辰郎まで講習会専用申込用紙又はメールで申し込む。
　　　　　　　　　　　　　申込み先　FAX番号
申込み〆切　　　　両講習会とも実施日の14日前まで　【先着順】
問い合わせ先　　　山梨県スキー連盟　教育本部　　部長　白倉辰郎
　　　　　　　　　　　　携　帯ＴＥＬ　　090-
その他　　　　　※　講習日の集合時刻と場所は，午前９時30分までにスキー場の２階レストラ
ン内です。レンタル希望の方は，午前9時までにお越しください。
各自スキー傷害保険に加入するようお願いします。

コロナ対策
　　　　　　　　・開催日１４日前から体温・体調管理記録用紙に記録すること。
　　　　　　　　・参加同意書の提出をすること。
　　　　　　　　・マスク及び滑走中はフェイスマスク等を使用すること。
　　　　　　　　・開催前日に山梨県スキー連盟教育本部ホームページの確認をすること。

20

https://www.sozailab.jp/sozai/detail/18203/


申込み〆切　　　　各実技講習日とも実施日の14日前日まで　 【先着順20組】

※　こちらに記入していただいた個人情報は，山梨県スキー連盟普及事業のみ使用します。それ以外は使用しません。

この講習会は，県内在住の小学校３年生以上のお子さんと、その保護者を対象とし、スキーを通して親子の絆
を深め、親子でスキースポーツの楽しさと体力の向上及びスキー・スノーボードの普及を目指した企画です。

山梨県スキー連盟　普及テスト事業の目的
『親子で楽しく滑ろう!!スキー・スノーボード講習会』

☆特徴1

☆特徴2

FAX先　　〇〇〇宛

初めてスキー・ボードをする初心者はもちろん、参加者の技術に応じた班編成を行い、一日楽し
く滑ることができます。

何かと出費の多いご家族を応援します。また、レンタルスキー・ボード等を使用される方には、
大幅な割引もあります。

ＦＡＸ：○○○○
『親子で楽しく滑ろう!!スキー・スノーボード講習会』

FAX用紙

受講者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　才）（ルビもふってください）
受講者住所　　　〒番号　　　　―
　　　　　　　　自宅住所
　　　　　　　　電話番号　（　携帯番号　）
　　　　　　　　　　　　　（参加確認連絡をいたしますので，正確にお書きください。）
受講者年齢　　　　　　　　　　　　　　歳

受講技術レベル　　① スキー・スノーボードをするのは初めて（初心者）
②   

リフトに乗ることができる（初級者）
③    時間をかけて下まで滑れる（中級者）
④ だいたいの斜面を転ばずに滑ることができる（中・上級者）

受講日　　　参加できる日の○にレ点を付けてください。

○　１回目　　１月30日（日）　　サンメドウズ清里スキー場

○　２回目　　２月13日（日）　　サンメドウズ清里スキー場
レンタル利用　　希望する方は○を付けて下さい。（　　　　）＊特別料金で借りることができます。
（　スキー板・スノーボード板・ストック・ブーツ・スキーウェア・グローブ・ゴーグル・その他　）

申込み先　FAX番号　　○○○○

技術レベルの班編成を行い、親子で一
日 楽しくスキー・ボード講習が

○を付ける

山梨県スキー連盟主催事業のため、講習料金とリフト
券代が 大人3000円子供(小学生以下)2000円と格安
なっています。

親子で楽しく滑ろ
う!!
スキー・スノーボー
ド講習会
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