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NO 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 2015/10/17(土)　9:30受付
川崎市
教育文化会館

スキー指導者養成講習会 理論　2 2015/10/25(日)　9:30受付 横浜市従会館

スキー指導者養成講習会 理論　3 2015/11/14(土)　9:30受付
川崎市
教育文化会館

スキー・スノーボード指導者養成講習会 理論　4（台湾会場） 2015/10/30(金)～11/01(日) 台湾

2
スキ－準指導員検定会 (理論）
認定スキー指導員A検定会（理論）

スキ－準指導員検定会 (理論)
認定スキー指導員A検定会（理論）

育成 2015/11/14(土) 12:30受付
川崎市
教育文化会館

SB指導者養成講習会 (理論) スノーボード指導者養成講習会 (Ａ) 理論(正指/準指)　

SB検定員クリニック スノーボード検定員クリニック (Ａ) 

4 指導者研修会理論 スキー指導者研修会理論　(川崎市) 育成 2015/11/14(土) 10:30受付
川崎市
教育文化会館

5 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 2015/11/14(土)　9:30受付
川崎市
教育文化会館

6 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 2015/11/14(土)　9:30受付
川崎市
教育文化会館

7 赤十字救急員資格継続研修会 赤十字救急員資格継続研修会 普及 2015/11/14(土)　11:30受付
川崎市
教育文化会館

8 クラブ対抗駅伝大会 第17回クラブ対抗駅伝競技会 育成 2015/11/15(日)　9:30受付

相模原市
淵野辺公園
（競技本部
  コラボ行事）

9 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 普及 2015/11/28(土)～29(日) 志賀熊の湯

Ａコ－ス
2015/12/08(火)～13(日)

Ｂコ－ス
2015/12/09(水)～13(日)

Ｃコ－ス
2015/12/10(木)～13(日)

11 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
2015/12/19(土)～20(日) 車山

12 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)
スノーボード指導者養成講習会 実技(A)・理論(B ※1単位のみ開催)
認定スノーボード指導員養成講習会 実技・理論

普及 2015/12/26(土)～27(日) 湯沢

スキー大学 (第1会場) 　A日程 2016/01/08(金)～11(月)

　　　　　　　　　　　 B日程 2016/01/08(金)～10(日)

スキー大学 (第2会場)　 A日程 2016/01/15(金)～18(月)

　　　　　　　　　　    B日程 2016/01/15(金)～17(日)

スキー大学 (第3会場)　 A日程 2016/02/12(金)～15(月)

　　　　　　　　　　    B日程 2016/02/12(金)～14(日)

スキ－指導者養成講習会 (3日コース) 育成 2016/01/15(金)～17(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]
スノーボード級別テスト(Ａ)
スノーボード指導者養成講習会 実技(B)・理論 (C ※1単位のみ開催)
障がいをもつ人のためのスキー教室 (第27回)

育成
  ・
普及

2016/01/16(土)～17(日)

15 強化行事 スキ－技術強化合宿 (A) [指定選手・県技術選出場選手] 強化 2016/01/16(土)～17(日) 戸隠

16 戸隠行事
第29回神奈川県スキ－技術選手権大会
兼全日本スキ－技術選手権選考会
第3回神奈川県マスターズスキー技術選手権大会

大会
・

育成
2016/01/29(金)～31(日) 戸隠

17 SB強化行事 スノーボード技術強化合宿 (B) 強化 2016/01/23(土)～24(日) 尾瀬戸倉

14 五竜Ⅰ

川崎市
教育文化会館

白馬五竜
（総務本部
  コラボ行事）

  2015年度 教育本部行事一覧（1/2）

1 指導者養成講習会 (理論) 育成

3 育成

スキー指導者研修会/認定スキー指導員研修会
スキー公認検定員クリニック実技
スキー指導者養成講習会
認定スキー指導員A/B養成講習会
認定スキー指導員B検定会
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］
バックカントリー講習会

2015/11/14(土)　9:30受付

10 北海道行事

朝里川温泉

育成
・

普及

北海道
総務本部主催
（競技本部
  コラボ行事

13 SAJ主催行事 振興 白馬五竜

猪苗代

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト
－66（改訂１.1）－

Hideyuki
タイプライターテキスト



NO 行事名 事　業 目的 日　程 会場

18 南関東ブロック[ＳＢ]
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)

大会 2016/02/06(土)～07(日) 尾瀬戸倉

19 五竜行事Ⅱ

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
バックカントリー講習会
公認スキーパトロール研修会

育成
・

普及
2016/02/13(土)～14(日) 白馬五竜

20 強化行事［ＳＢ］ スノーボード技術強化合宿(B) 強化 2016/02/20(土)～21(日) 上越国際

21 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
スキープライズテスト

育成
  ・
普及

2016/02/20(土)～21(日) 車山

22 強化行事 スキ－技術強化合宿 (B)［指定選手］ 強化 2016/02/19(金)～21(日) 戸隠

 スキー指導員検定会 (5会場にて開催) 2016/02/26(金)～28(日)

スキーＡ検定員検定会 (5会場にて開催) 2016/02/27(土)～28(日)

24 SAJ主催行事 [SＢ ] スノーボード指導員検定会(3会場にて開催) 育成 2016/02/27(土)～28(日) 3会場

スキ－準指導員検定会［実技のみ実施］
認定スキー指導員A検定会［実技のみ実施］

育成 2016/03/04(金)～06(日)

スキ－ＢＣ級公認検定員検定会［理論・実技］
スノ－ボ－ド準指導員検定会［実技・理論］
スノ－ボ－ド認定指導員検定会［実技・理論］
スノーボードプライズテスト

育成 2016/03/05(土)～06(日)

26 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 2016/03/11(金)～13(日) 2会場

27 強化行事 スキー技術強化合宿 (C) 強化 2016/03/05(土)～06(日) 戸隠

28 SAJ主催行事 全日本スキ－技術選手権大会 大会 2016/03/08(火)～13(日) 白馬八方尾根

29 SAJ主催行事［ＳＢ］ 全日本スノーボード技術選手権大会 大会 2016/03/10(木)～13(日) 宮城蔵王えぼし

30 五竜行事Ⅲ 環富士山スキ－技術選手権大会 大会 2016/03/12(土)～13(日) 白馬五竜

31 SAJ主催行事［クロスカントリー］
クロスカントリー指導者・検定員検定会
クロスカントリー指導者研修会・検定員クリニック

育成
・

普及
2016/03/19(土)～20(日) 2会場

32 SAJ主催行事［パトロール］ 全国スキーパトロール技術競技大会 大会 2016/03/26(土)～27(日) 一ノ瀬ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

スキーパトロール研修会（第1会場） 2016/04/09(土)～10(日) 八甲田

スキーパトロール研修会（第2会場） 2016/03/26(土)～27(日) 一ノ瀬ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

34 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28回)
第32回神奈川県スキー指導員会フェスティバル

育成
・

普及
2016/03/26(土)～27(日)

車山
（総務本部
  ・指導員会
    コラボ行事）

35 強化行事 スキー技術強化合宿 (D) 強化 2016/04/16(土)～17(日) かぐら

  

33 SAJ主催行事{パトロール｝ 普及

25 車山行事Ⅲ

23 SAJ主催行事 育成 5会場

車山

 2015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

Hideyuki
タイプライターテキスト
－67（改訂1.1）－

Hideyuki
タイプライターテキスト
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締　切　り　日

下段： 申込書の場合

2015年12月11日(金)

　～12月12日(土) ・ハイパー講習会

2015年12月19日(土) 2015年11月19日(木)

　～12月20日(日) 書：2015年11月24日(火)

2015年12月26日(土) 2015年11月26日(木)

　～12月27日(日)

書：2015年11月24日(火)

2016年1月16日(土) 2015年12月16日(水)

　 ～1月17日(日)

書：2015年11月24日(火)

2016年2月13日(土) 2016年1月13日(水)

　～2月14日(日) 書： 2016年12月22日(火)

2016年3月26日(土) 2016年2月26日(金)

　～3月27日(日)

書： 2016年1月26日(火)

  本部・受付について

行  事

 北 海 道

ガーラ湯沢スキー場

本部未定　会期前にSAKホームページに掲載

③クリニック受講料は￥3.000です。他県連所属受講者は￥4,000、および同時に研修会費￥5,000が必要です。

④締切までに申込を完了してください。現地参加は原則できません。

・総務本部コラボ（HCボランティア講師　詳細P50）
 五竜Ⅰ
(総務本部コラボ)

ツアー締切り日

行　事 日　程 特　徴　・　備　考

 車山Ⅳ
(総務本部コラボ) ・総務本部コラボ（HCボランティア講師　詳細P51）

指導者研修会（実技）・公認検定員クリニック（実技）

 五竜Ⅱ

・研修会テーマ／クリニック内容

・認定スキー指導員研修会

・研修会テーマ／クリニック内容

・研修会テーマ／クリニック内容

主管　（公財）神奈川県スキー連盟

・バックカントリー講習会

　（Tel．0261-75-3131・Fax．0261-75-3926）セットでリフト券が割引になります。

②研修会は２行事を1日ずつの研修会参加も可能です。その際、備考欄にその旨を記載してください。

 車 山
車山高原スキー場

スカイパークホテル　　   0266-68-2221

　車山行事の各土曜日  　AM9:00～9:30

　スカイプラザ2F

・研修会テーマ／クリニック内容

・ファミリー班・認定スキー指導員研修会

・ハイパー講習会

注
意
事
項 　お申し込みください（参加者の人数などによりご希望通りにならない事もありますのでご了承ください）。

⑦参加者はスキー傷害保険への加入を義務付けます。現地での怪我は応急処置のみでそれ以外は

⑤車山Ⅰと五竜Ⅰの研修会・クリニック申込者は希望の班を、湯沢以外の行事でのアシスタント希望者はその旨を

①研修会受講料は有資格者登録料に含まれており無料です。但し、他都道府県からの受講者は￥5,000です。

   本人責任となります。保険証は必ず持参してください。

⑥五竜行事の参加者は、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。  

札幌　札幌プリンスホテル　011-241-1111

・認定スキー指導員研修会

　行事内受付にて

受  付

主催　（公財）全日本スキー連盟

・研修会テーマ／クリニック内容（公式日程のみ）

・認定スキー指導員研修会

 北海道

 湯沢

 車山Ⅰ

 湯 沢
　AM9:00～9:20

　カワバンガ2階エレベータ向かいに SAKデスクを設置

 五 竜

・研修会テーマ／クリニック内容

本 部 宿 舎

ウルル　　　　　　         0261-75-2774 　エスカルプラザ

白馬五竜スキー場 　五竜行事の各土曜日  　AM9:00～9:30

Hideyuki
タイプライターテキスト
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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（２３） 2015年12月8日（火） 8,000円 2015年

※１ Bコース（１８） ～12月13日（日） 7,000円 11月15日(日)

Cコース（１３） 6,000円

Dコース（8） 5,000円

2014年12月19日（土） 2015年11月24日(火)

～12月20日（日） 書：2015年11月24日(火)

2016年1月15日（金）

～1月17日（日） 2015年12月16日(水)

2016年1月16日（土） 書：2015年11月24日(火)

～1月17日（日）

2016年2月13日（土） 2016年1月13日(水)

～2月14日（日） 書： 2014年12月22日(火)

2016年2月20日（土） 2016年1月20日(水)

～2月21日（日） 書： 2014年12月22日(火)

北海道   全コース
車山Ⅰ・Ⅱ・五竜Ⅱ （土）

五竜Ⅰ （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、養成講習会参加料を添えて、直接㈱日本旅行　

   東京法人・コンベンション営業部にお申込みください。

　ＴＥＬ　０３－５３６９－４５３３（直通）

※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

(公財）全日本スキー連盟

(公財）神奈川県スキー連盟

３日コース（１２）

２日コース（８）

9,000円

注意事項

ウルル(白馬五竜)　　　　　　　　TEL　0261-75-2774

スカイパークホテル(車山高原)　　TEL　0266-68-2221

札幌プリンスホテル(札幌市内)　　TEL　011-241-1111

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

スカイプラザ２Ｆ　　9：00～9：30

エスカルプラザ１Ｆ　9：00～9：30

五竜Ⅱ 6,000円２日コース（８）

スキー指導者養成講習会（実技）

初日講習内にて

２日コース（８）

6,000円

コース（取得可能単位時間）

6,000円

受付

２日コース（８） 6,000円車山Ⅱ

Hideyuki
タイプライターテキスト
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主 催

主 管

期 日

会 場

検 定 会 詳 細

2.実技検定

期 日

会 場

本 部 宿 舎

3月3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4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　

トレーニング   9：30～  10：30 ゲレンデ

　　　　　　　実技検定 10：30～ ゲレンデ

3月5日（土）    実技検定   9：00～ ゲレンデ

3月6日（日）   閉会式   9：00～ スカイプラザ２F

3.共通事項

 　　 早めの提出を勧めます。

受検料

備　考

３．合格者は車山Ⅳ行事の研修会に参加を必修とします。

  1..受検年度の全日本スキー連盟登録会員証

      保険証は必ず持参してください。

    （内訳：SAJ公認料10,000円、年次登録料5,000円、バッジ代1,500円）

１．検定合格の際は、手続き料として別途16,500円が必要となります。

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。

  2.級別テスト1級合格証

養成講習会にて詳細を説明予定。

     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

1.理論検定
2015年11月14日（土） 受付　12:20

受付
※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せん

  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。申込み

日　　程

川崎市教育文化会館

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。

        白黒可）を1枚 用意し、受検願書に貼付してください。

  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・

  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。

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

2016年3月4日（金）～3月6日（日）

車山高原スキー場

        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、

※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

        願書受付場所　理論養成講習会（10月17日・10月25日・11月14日）受付

スキー準指導員検定会

    を検定会までに修了し、証明された者。

⑤　その他、公認スキー指導者検定規程に準ずる。

(公財)全日本スキー連盟

(公財)神奈川県スキー連盟

受検資格
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。）

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

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日現在に満２０歳以上の者
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主催主管

会 期

会 場

申 込 み

受 講 料

受 付

受講回数

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 2015年

6,000円 11月15日(日)

6,000円

6,000円 2015年12月16日(水)

書：2015年11月24日(火)

6,000円 2016年1月13日(水)

書： 2014年12月22日(火)

6,000円 2016年1月20日(水)

書： 2015年12月22日(火)

※北海道行事では、公式日程の11日（金）～12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12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１Ｆ　9：00～9：30

北海道 札幌プリンスホテル(札幌市内)　　TEL　011-241-1111

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

  E 10：00～12：00

B 13：00～15：00 D 13：00～15：00

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

川崎市教育文化会館 横浜市従会館 川崎市教育文化会館

①デジエントリーにて申込み。

日     時

2015年10月17日(土) 2015年10月25日(日) 2015年11年14日(土)

A 10：00～12：00 C 10：00～12：00

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

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。

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)

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～Eの中で3回以上の受講が必要です。

北海道

五竜Ⅰ

・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、

本部宿舎

　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、

・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

・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(2016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

持 参 品

   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

受付

備考

・理論講習については、前頁をご参照ください。現地では行いません。

・宿泊の手配は各自で行ってください。

   お申込みください。

五竜Ⅱ

車山Ⅱ

日   程

2015年12月8日（火）

～12月13日（日）

２日コース（２）

コース（日数）

Cコース（２）　※

２日コース（２）

Aコース（２）　※

Bコース（２）　※

2016年1月16日（土）

～1月17日（日）

2016年2月13日（土）

～2月14日（日）

２日コース（２） 2016年2月20日（土）

～2月2１日（日）

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト
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主催・主管

期 日

会 場

本 部 宿 舎

期 日

会 場

検定会詳細

期 日

会 場

本 部 宿 舎

実技検定 3月3日（木）前日受付 20:00 ～ 21:00 SKYPARKホテル ロビー

3月4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　

 トレーニング   9:00 ～ ゲレンデ

実技検定   9:00 ～ ゲレンデ

3月4日（金）実技検定   9:00 ～ ゲレンデ

3月6日（日） 閉会式   9:00 ～ スカイプラザ２F

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

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。

5.その他、SAK認定スキー指導員検定規程に準ずる。　

受検料

車山高原SKYPARKホテル　　Tel ０２６６-６８-２２２１

2.実技検定

受検資格

車山高原スキー場

車山高原SKYPARKホテル　　Tel 0266－68－2221

※閉会式終了後に合格者手続きをスカイプラザ２Fで行います。

※日程は受検者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

レポート提出　3月4日実技検定会受付時提出

養成講習会にて詳細を説明予定。指定のテーマについてレポート形式で実施します。

車山高原スキー場

認定スキー指導員A検定会（実技）
(公財)神奈川県スキー連盟

2016年3月4日（金）～3月6日（日）

1.理論検定会

2016年3月4日（金）～3月6日（日）

申込み

 ※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・

       （白黒可）を1枚 用意し、受検願書に貼付してください。

※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。

※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17日・10月25日・11月14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

        早めの提出を勧めます。

受付

※受付は受検者本人が行うこと（代理受付は不可）　＊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。

（必要書類に不備のある場合は受験できません）

  1.受検票・受講票　　              　2.受検年度の全日本スキー連盟登録会員証

  3.級別テスト1又は2級合格証　　4.養成講習会受講カード

備　考

15,000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。

１．検定合格の際は、手続き料として別途13,000円が必要となります。

    （内訳：SAK公認料　8,000円、年次登録料5,000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。

      検定中、現地で怪我をした場合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。

Hideyuki
タイプライターテキスト
－　７９改定０２　－



主催・主管(公財)神奈川県スキー連盟

ビブNO.　※SAK記入欄

 SAJ会員登録No. 生年月日

 1、2  級合格場所  1、2  級合格日

〒

TEL　　　　　　（　　　　　）

携帯 メールアドレス

 所属団体での役割・指導歴　受検志望動機　・目指す指導員像について

 提出日　　　2015年　　　　　月　　　　　日 受付日　　　2015年　　　　　月　　　　　日

 所属団体コード  協会コード

 団体名  団体名 スキー協会

 団体代表者 印  会長名 印

≪注意事項≫
受理日　2015年　　　月　　　日

・本願書に記載された個人情報は、本行事運営及び緊急時
  の連絡のために使用されることに同意いたします。

・ＳＡＪ会員登録No.は正確に記入してください。
・提出部数は1部

・本願書に記載された個人情報は、本行事運営及び緊急時の連絡のために使用されることに

連絡先

写　真

（2.5×3ｃｍ）
写真の裏には

協会名と
氏名を記載

すること

   同意いたします。

自宅住所

所 属 団 体 記 入 欄

受　理　者

認定スキー指導員A願書

フ　リ　ガ　ナ 性 別

氏　名 ㊞ 男 女

担当理事

西暦　1 9　　年　　　月　　日

西暦　　　　　　　年　　　　　月

加 盟 団 体 記 入 欄

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト
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主催 （公財）神奈川県スキー連盟

期日 2016年1月29日（金）～1月31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29日（金） 20：30～21：００　シャルマン２階

1月30日（土）　7：30～8：00（時間厳守）　戸隠高原ホテル

開会式　　1月29日（金）　21：00～　シャルマン２階

競技開始（予選）　1月30日（土）　9：00～、 コール開始　8：45～

　　　　（決勝）   1月31日（日）　9：00～、 コール開始　8：45～

予選結果発表　　　1月30日（土）競技終了後　20:00～

閉会式　  1月31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

＜予選＞4種目　　　　　　　　　＜決勝＞2種目　※男子100位タイ・女子20位タイ

①大回り（総合斜面・フリー）　　  　   ①小回り（中斜面・不整地・フリー）

②小回り（急斜面・整地・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）

*競技種目及び、閉会式開始時刻は、運営上または、気象条件により変更する場合がありま
す。

組別：組別は下記とし、年齢は2015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～44歳）③男子３部（45歳以上）

①女子１部（35歳未満）②女子２部（35歳～44歳）③女子３部（45歳以上）

①男子１部（45歳～49歳）②男子２部（50歳～54歳）③男子３部（55歳～59歳）

④男子４部（60歳以上）

①女子１部（45歳～49歳）②女子２部（50歳以上）

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、３部　上位３位まで

③チーム対抗戦　上位チーム６位まで 1チーム３人以上5人までの登録制(登録料:1,000円)

（登録者上位3名の予選総合合計点）

申込み ①電子申込み　　②締切　2016年1月19日（火）

参加料  個人参加 ￥7,200／人、チーム対抗戦 \1,000／チーム、オープン参加 ￥7,200／人

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ので

ご了承願います。

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。

④ビブは受付時に配布します。

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といたします。

組別
マスターズ

第29回神奈川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）

第3回神奈川県マスターズスキー技術選手権大会

受付

参加資格

総合表彰

日程
（予定）

種目
（予定）

予選成績
による
表彰

組別
選手権

Hideyuki
タイプライターテキスト
－84改訂01－
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主　　催

カテゴリ

講習内容

コ ー ス

スキー スキー

会　　場

ペンション ウルル

℡ 0261-75-2774

８:30～9:00

開会式 ９:30～10:00

講習Ⅰ10:00～12:00

講習Ⅱ13:00～15:00

集　合 ９:00

講習Ⅲ 9:30～11:30

閉会式12:00～

受講資格

バックカントリースキー、テレマークスキー、バックカントリースノーボード各10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。　

締切後の追加募集(現地申込みを含む)は、Bコースに限り定員に余裕のある場合に限り行

います。

4,000円（SAK非登録会員は6,000円） 4,000円（SAK非登録会員は6,000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。

Aコースについては、北海道行事にお申込みください。詳しくは北海道行事を参照。

Bコースについては、電子申込みでの申込みとなります。

締 切 日 2015年11月15日(日) 2016年1月13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 Bコースの宿泊手配は五竜観光協会経由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。

申 込 み

持 参 物

期　　日

日　　程

募集定員

本　　部

受 講 料

とします。

スノー
ボード

201６年2月13日(土)～14日(日)
（五竜行事Ⅱ）

長野県　白馬五竜スキー場

1日目

2日目

※日程は北海道行事内で発表します。

バックカントリー講習会(ニュースタイル)

バックカントリースキー・スノーボード、テレマークスキー

バックカントリーを安全で楽しく滑走できる方法と用具の使い方などをレクチャーします。
（ゲレンデコース内で行います）

本年度のSAJ登録をしていること。　※所持資格は不問です。

札幌プリンスホテル

℡ 011-241-1111

スノー
ボード

2015年12月1１日(金)～1２日
(土)

（北海道行事）

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。

受　　付

(公財)神奈川県スキー連盟

エスカルプラザ

北海道　札幌国際・キロロスキー場　　

※受付は北海道行事内で行います。

Aコース Bコース

Hideyuki
タイプライターテキスト
－

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト
－90改訂01－



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 2016年2月13日(土)～2月14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:3,000円、他加盟団体登録者:5,000円

【SAK登録者】所定の申込み用紙(安1号)に必要事項を記入の上、締切日までにSAK

　　　　　　　事務局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事務局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(2016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

研修会を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。

主　　催

主　　管 （公財）神奈川県スキー連盟

期　　日

会　　場

理論講習　12:00～16:00

日本赤十字社の救急法救急員の資格を有し、その有効期限が1年未満の方

※SAK登録会員以外の参加も可能です。

参 加 料 1,000円（教材費を含む）

内容 赤十字救急法救急員の資格継続研修を行います。

携行品

別紙、申込書「安１号」をダウンロードして、必要事項を

記入の上、下記締め切りまでに参加費を添えてＳＡＫ事務所へお申込みください。

締切：2015年11月6日(金)まで　

赤十字救急法救急員資格継続研修会

日本赤十字社神奈川県支部

2015年11月14日(土)

川崎市教育文化会館

申し込み

参加資格

日程
受付　11:30～12:00

Ｑマスク、三角巾

日程

そ の 他

2016年1月5日(火)

公認スキーパトロール研修会

携行品

申 込 み

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト

Hideyuki
タイプライターテキスト
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主　　催 (公財)神奈川県スキー連盟

期　　日 2016年1月16日(土)～17日(日)

会　　場 長野県　白馬五竜スキー場

「ペンションウルル」

TEL0261-75-2774

８:30～9:00

エスカルプラザゲレンデ側

開会式 ９:30～10:00

講習Ⅰ10:00～12:00

講習Ⅱ13:00～15:00

指導者研修会理論15:30～17:30　

※指導者研修会理論は、資格所持の方

で研修会修了扱い希望の方対象です。

集　合 ９:00

講習Ⅲ 9:30～11:30

閉会式12:00～

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。

SAJスノーボードデモンストレーター

※詳細はホームページにて発表します。

講師は都合により変更することがあります。講師の指名はできません。

講習内容 基礎スノーボード技術を中心とした滑走トレーニングおよび本年度指導者研修会テーマ

公認スノーボード指導者またはスノーボード1級以上の資格を有する者

※他団体のスノーボード有資格者およびスノーボード1級以上の資格者も可

定員10名

※ 募集定員に達した場合は、締切日前に申込受付を終了する場合があります。　

現地申込みは定員に余裕のある場合に限ります。受付けできない場合がありますので、

なるべく事前申込みによる参加をお願いします。

10,000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。

所定の申込み用紙(SB教1号)に必要事項を記入の上、受検料を送金し締切日までにSAK

事務局へ送付してください。FAX・電子申込みも可能です。

書類不備のある場合は受付けできません。

締 切 日 2016年1月4日(月)

受付時に所持する資格証等をご提示ください。

SAJスノーボード１級合格証(コピー可)または公認スノーボード(準)指導員証

他団体資格所持の方はその団体が発行するスノーボード1級合格証または指導者資格

ライセンスカード

公認スノーボード指導者研修会として参加する場合は、スノーボード指導者研修会で

お申込みください。

宿泊手配は五竜観光協会経由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。

スノーボードハイパー講習会

本　　部

受　　付

日　　程 1日目

2日目

そ の 他

講　　師

受講資格

募集定員

受 講 料

申 込 み

持 参 物
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主　 催

コ ー ス Aコース Bコース

期 　日 2015年11月14日(土) 2015年12月27日(日)

川崎市教育文化会館 新潟県　ガーラ湯沢スキー場

〒210-0011 川崎市川崎区富士見2-1-3 TEL025-785-6421

TEL044-233-6361 

SAK事務局 越後湯沢温泉「大峰山荘」

TEL045-241-0005 TEL025-784-2375

 9:15～ 9:30 ８:30～9:00

川崎市教育文化会館内 エスカルプラザゲレンデ側

開会式　　      9:30～  9:45 開会式　　      9:30～  9:40

クリニックⅠ 10:00～11:00 クリニックⅠ   9:50～10:50

クリニックⅡ 11:10～12:10 クリニックⅡ 11:00～12:00

閉会式          12:15 閉会式          13:00

解散             12:20 解散             13:40

締 切 日 2015年10月31日(土) 2015年12月12日(土) 

日 　程

日程は参加者数等により変更する場合があります。

スノーボード検定員クリニック
(公財)神奈川県スキー連盟

会　 場

本 　部

受　 付

参加資格 公認スノーボード指導員および公認スノーボード準指導員資格を所持者で、本年度または

昨年度のスノーボード指導者研修会に参加し修了している者。

参 加 料 3,000円

※申込み後のコースの変更は1回に限り可能です。但し、取消・返金はできません。

また、締切日後の申込みは料金が異なります。

申 込 み 所定の申込み用紙(SB教1号)に必要事項を記入の上、参加料を送金し締切日までにSAK事

務局へ送付して下さい。FAX・電子申込みも可能です。

書類不備のある場合は受付けできません。

持 参 物 ①スノーボード指導者資格証

②過年度、級別テストジャッジクリニック参加者は修了証カード

③SAJスノーボード教程

④SAJ教育本部オフィシャルブック(2016年度版)

 ⑤筆記用具

③と④の持参物については、11月初旬から1ヶ月間程度SAK事務局とAコース当日の会場

において若干数を販売予定です。

そ の 他 SAKにおけるスノーボード級別テストは、許可制となっており開催する場合はSAK事務局

へ開催申請を行ってください。なお、スノーボード級別テストの開催方法については、総

務本部のページに開催要領があります。そちらをご参照ください。

SAKで許可する級別テストのすべて検定員はスノーボード検定員クリニック出席し、

修了した指導者に限られます。これらの条件の満たしていない検定員での開催申請およ

び級別テストを開催した場合は、その級別テストは無効となりますのでご注意ください。

また、級別テスト開催後は報告書を忘れずにSAK事務所へご提出ください。

2015年度よりスノーボード実技検定の規約・規程が一部改正されています。

級別テスト検定員として、携わる指導者の方は新検定種目に対応できますようこの行事

への参加をおすすめします。



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

2015年12月26日(土) 2016年1月16日(土)

　　　　　　  ～12月27日(日) 　　　　　　  ～1月17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

TEL044-233-6361 

SAK事務局 越後湯沢温泉「大峰山荘」 ペンション「ウルル」

TEL045-311-8907 TEL025-784-2375 TEL0261-75-2774

9:00～9:30 9:0０～9:3０ 9:0０～9:3０

現地入口に掲示します。 山麓駅カワバンガ エスカルプラザゲレンデ側

開会式   9:30～  9:50 【1日目】 【1日目】

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

休憩 実技Ⅰ 10:00～12:00 実技Ⅰ 10:00～12:00

理論　 13:00～15:00　 実技Ⅱ 13:00～16:30 実技Ⅱ 13:00～16:30

閉会式 15:00～15:15 理論    17:00～18:00(Dコース)理論    17:00～18:00(Dコース)

解散    15:20 【2日目】 【2日目】

実技Ⅲ　9:00～11:30 実技Ⅲ　9:00～11:30 

閉会式 12:00～12:30 閉会式 12:00～12:30

理論    13:00～16:00(Dコース)理論    13:00～15:00(Dコース)

解散    16:10　 解散    15:10　

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

[実技]　6,000円 [実技]　6,000円

※申込み後の取消・返金はできません。また、締切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 2015年10月31日(土) 2015年12月11日(金) 2016年1月4日(月)

共通持参物

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。

申 込 み

(取得年度含まず)

了証を発行します。理論の単位を取得するには、AコースまたはDコース湯沢行事(すべて

実技の修了はBコースまたはCコースの４単位以上の出席が必要です。ご注意ください。

会　　場

務局へ送付してください。FAX・電子申込みも可能です。

受 講 料

所定の申込み用紙(SB教1号)に必要事項を記入の上、受講料を送金し締切日までにSAK事

TEL0261-75-2101

持 参 物

そ の 他 養成講習会を修了するには、実技4単位、理論2単位の取得が必要です。全単位取得時に修

書類不備のある場合は受付けできません。

②SAJ教育本部オフィシャルブック(2016年度版)

①SAJスノーボード教程(2009/11/10発行)　

参加資格

公認スノーボード指導者養成講習会

日　　程

受　　付

本　　部

TEL025-785-6543

2015年11月14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

Dコース(湯沢+五竜Ⅰ)・理論2単位
Aコース(川崎)・理論２単位

期　　日

の理論時間)もしくは、湯沢行事(第1日目理論)+五竜Ⅰ行事(すべての理論)の受講が必要です。

公認スノーボード
指導員受検

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。

公認スノーボード準指導員取得後２年経過した者。

いて若干数を販売予定です。

[理論]　4,000円
[理論]　3,000円

公認スノーボード
準指導員受検

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