
中止 変更

2020/10/10(土)　9:30受付

2020/10/17(土)　9:30受付

2020/11/18(日)　9:30受付

公認スキー指導者/認定スキー指導員養成講習会（理論1）
2020/10/17(土)　9:45～
15:15

オンライン講習

公認スキー指導者/認定スキー指導員養成講習会（理論2）
2020/10/25(日)　9:45～
15:15

オンライン講習

公認スキー指導者/認定スキー指導員養成講習会（理論3）
2020/11/14(土)　9:45～
15:15

オンライン講習

公認スキー指導者研修会（理論）

認定スキー指導員研修会（理論）

4 公認スキー検定員クリニック（理論）公認スキー検定員クリニック（理論） 育成 コロナ対応　対応形式検討中
eラーニング教材
　　　　　配信

5 パトロール養成講習会（理論） 公認スキーパトロール養成講習会（理論） 育成 コロナ対応　対応形式検討中
南関東ブロック合
同にて実施

6 クラブ対抗駅伝大会 第22回クラブ対抗駅伝競技会 育成 2020/11/15(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 ［SAJスキー・スノーボード・パトロール技術
員］
スキー専門委員研修会
スノーボード専門委員研修会
パトロ－ル専門員研修会［安全対策専門委員］

湯の丸

南関東ブロック研修会 ［パトロール技術員］
パトロ－ル専門員研修会［安全対策専門委員］

鹿沢

公認スキー指導者指導員研修会（実技）

認定スキー指導員研修会（実技）

公認スキー検定員クリニック（実技）

公認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］　併用（研修会/クリニック）

ベーシック講習会［級別テスト］

SB指導者研修会（理論） 公認スノーボード指導者研修会（A）（新規取得者対象）

SB検定員クリニック スノーボード検定員クリニック（A）

SB指導者養成講習会（理論） 公認スノーボード指導者養成講習会（A）

公認スキ－指導者研修会（実技） ●

認定スキー指導員研修会（実技） ●

公認スキー検定員クリニック（実技） ●

公認スキー指導者養成講習会 （2日コース） ●
会場変更

（白樺国際スキー場）

SB検定員クリニック スノーボード検定員クリニック（B）

SB指導者養成講習会（理論） 公認スノーボード指導者養成講習会（B）

公認スノーボード指導者研修会（B）（実技） ●

認定スノーボード指導員研修会（A）（実技） ●

公認スキ－指導者研修会（実技） ●

認定スキー指導員研修会（実技） ●

公認スキー検定員クリニック（実技） ●

スキ－ハイパー講習会【有資格者】　併用（研修会/クリニック） ●

公認スノーボード指導者養成講習会（C）（実技のみ） ●
日程変更・会場変更
（車山行事Ⅱへ）

認定スノーボード指導員A養成講習会 ●

14
新規

SAJ主催行事 第1回全日本マスターズスキ－技術選手権大会 大会 2021/01/15(金)～17(日) 中止

15 強化行事［ＳＢ］ スノーボード技術強化合宿（A） 強化 2021/01/16(土)～17(日) 軽井沢

16
新規

SAJ主催行事［ＳＢ］ スノーボード大学（トータルスノーボーディングフェスティバル） 振興 2021/01/16(土)～17(日) 白馬八方尾根

第1会場
2021/01/09(土)～11(月)

ルスツリゾート

第2会場
2021/01/15(金)～17(日)

白馬五竜

第3会場
2021/02/05(金)～07(日)

猪苗代

第4会場
2021/01/29(金)～31(日)

わかさ氷の山

公認スキ－準指導員検定会（理論・実技）

認定スキー指導員A検定会（実技）

公認スキ－ＢＣ級検定員検定会（理論・実技）

公認スキ－指導者研修会（実技） ●

認定スキー指導員研修会（実技） ●

公認スキー検定員クリニック（実技） ●

公認スキ－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

スノーボードハイパー講習会 ●

兼公認スノーボード指導者研修会（C）［正指・準指］（実技のみ） ●

公認スノーボード指導者養成講習会（D）（実技）

公認スキーパトロール研修会 ●

公認スキ－パトロ－ル養成講習会

第37回障がいをもつ人のためのスキー教室

2 スキー指導者養成講習会（理論） 育成

3 スキー指導者研修会（理論） 育成 コロナ対応　対応形式検討中
eラーニング教材
　　　　　配信

7 南関東ブロック研修会 研究 2020/11/28(土)～29(日)

  SAK2020年度 教育本部事業一覧【中止・変更 2020/12/21】（1/2）

NO 事業名 事業内容
開催

事業 日程 会場

1
新規

日赤救急法救急員養成講習会 日赤救急法救急員養成講習会（3日間受講で資格取得） 育成

変更内容

8 北海道行事
育成
・

普及

Aコ－ス
2020/12/16(水)～20(日)

北海道
総務本部主催
（競技本部
  コラボ行事Bコ－ス

2020/12/17(木)～20(日)

9
新規

育成
・

普及
2020/12/13(日)

オンライン
講習・研修

10 車山行事Ⅰ
育成
・

普及
2020/12/26(土)～27(日) 車山高原

11
育成
・

普及
2020/12/19(土)

オンライン
講習・研修

12 SB指導者研修会（実技）
育成
・

普及
2020/12/20(日)

スノータウン
イエティ

13 湯沢行事 普及 2021/01/09(土)～10(日) ガーラ湯沢

17 SAJ主催行事 スキー大学（4会場にて開催）

白馬五竜

振興

18
新規

車山行事Ⅱ 育成 2021/01/16(土)～17(日) 車山高原

19 五竜行事Ⅰ
育成
  ・
普及

2021/01/23(土)～24(日)



中止 変更

スキ－技術強化合宿（Ａ）［指定選手・県技術選出場選手］

ジュニア強化合宿

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

●
日程短縮

（1日開催、30日の
み）

神奈川県マスターズスキー技術選手権大会（千葉県合同） ●

神奈川県ジュニアスキー技術選手権大会（千葉県合同） ●

併用（指導者研修会・検定員クリニック） ●

22 南関東ブロック［ＳＢ］
第21回南関東スノ－ボ－ド技術選手権大会（2/7は北関東ブロックと共
催）

●
日程短縮

（1日開催、6日のみ）
大会 2021/02/06(土)～07(日) 尾瀬戸倉

公認スキ－指導者研修会（実技） ●

認定スキー指導員研修会（実技） ●

公認スキー検定員クリニック（実技） ●

公認スキ－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

SAK選手によるスキーハイパー講習会　併用（研修会/クリニック） ●

バックカントリースキー講習会（入門）　併用（研修会/クリニック） ●

スキー技術員強化合宿［スキー技術員］ 普及

公認スキ－指導者養成講習会（3日コース） 育成 2021/02/06(土)～08(月)

24 強化行事 スキ－技術強化合宿（Ｂ）［指定選手］ 強化 2021/02/12(金)～14(日) 戸隠

25 強化行事［ＳＢ］ スノーボード技術強化合宿（Ｂ） 強化 2021/02/13(土)～14(日) 湯沢・上越国際

公認スキ－指導者養成講習会

認定スキー指導員A養成講習会

27 バックカントリースキー講習会 バックカントリースキー講習会（フィールド）志賀～草津ルート 普及 2021/02/20(土)～21(日) 志賀高原

公認スキー指導員検定会（5会場にて開催） 2021/02/19(金)～21(日)

公認スキーＡ級検定員検定会（5会場にて開催） 2021/02/20(土)～21(日)

公認スノーボード指導員検定会（3会場にて開催） 2021/02/19(金)～21(日) 3会場

29 SAJ主催行事 ［SＢ］
第18回全日本スノーボード技術選手権大会
兼 第10回スノーボードデモンストレーター選考会

大会 2021/02/26(木)～28(日) 上越国際

公認スキ－準指導員検定会（理論・実技）

認定スキー指導員A検定会（実技）

公認スキ－ＢＣ級検定員検定会（理論・実技）

スキープライズテスト ●

公認スノ－ボ－ド準指導員検定会（理論・実技）

認定スノーボード指導員A検定会（理論・実技）

スノーボード級別テスト（A）

スノーボードプライズテスト ●

31 強化行事 スキー技術強化合宿（Ｃ） 強化 2021/02/28(日)～3/01(月) 未定

32 SAJ主催行事
第5８回全日本スキ－技術選手権大会
第2回シンクロスキー大会
兼 第3８回デモンストレーター選考会

大会 2021/03/02(火)～7(日) 苗場

33 SAJ主催行事［パトロール］ 公認スキーパトロール検定会（2会場にて開催） 育成 2021/02/26(金)～28(日) 2会場

34 五竜行事Ⅲ 第19回環富士山スキ－・ボード技術選手権大会 大会 2021/03/13(土)～14(日) 白馬五竜

35 岩鞍行事 ジュニアスキー技術選手権大会
大会
・

育成
2021/03/19(金)

尾瀬岩鞍
（競技本部
  コラボ行事）

36 SAJ主催行事 第4回スキージュニア技術選手権大会 大会 2021/03/19(金)～21(日) ルスツリゾート

37
新規

SB指導者研修会（理論） 公認スノーボード指導者研修会（D）（新規取得者対象） 育成 2021/03/20(土) AM・PM オンライン研修

全国スキーパトロール総会 調査

公認スキーパトロール研修会（東日本会場） 普及

公認スキ－指導者研修会（実技） ●

認定スキー指導員研修会（実技） ●

公認スキー検定員クリニック（実技） ●

公認スノーボード指導者研修会（E）（実技） ●

認定スノーボード指導員研修会（B）（実技） ●

スノーボード級別テスト（B） ●

第38回障がいをもつ人のためのスキー教室

第37回神奈川県スキー指導員会フェスティバル（指導委員会）
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事業 日程 会場

20 強化行事 強化 2021/01/23(土)～24(日) 戸隠

NO 事業名 事業内容
開催

変更内容

21 戸隠行事
大会
・

育成
2021/01/30(土)～31(日) 戸隠

23 五竜行事Ⅱ

育成
・

普及
2021/02/06(土)～07(日)

白馬五竜

38 SAJ主催行事［パトロール］ 2021/03/20(土)～21(日) 蔵王温泉

39 車山行事Ⅴ
育成
・

普及
2021/03/27(土)～28(日)

車山高原
（総務本部
  ・指導員会
  コラボ行事）

30 車山行事Ⅳ　　　　　　　　　　　　 育成 2021/02/27(土)～28(日) 車山高原

26 車山行事Ⅲ 育成 2021/02/13(土)～14(日) 車山高原

28 SAJ主催行事 育成
5会場

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


