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広島県スキー連盟
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1.SAH関係 2021年8月7日 スノーボード普及委員会

事業NO. 行事名 期日 会場 参加人数

広教
SB-1

スノーボード指導員・準指導員受検者養成講習会
2021年1月9日（土）

～10日(日)
　芸北高原

大佐スキー場
準指準検者　2名参加

広教
SB-2

広島県スノーボード技術選手権大会 2021年1月29日（金）
女鹿平温泉

めがひらスキー場
9名参加

広教
SB-3

スノーボード準指導員検定会
2021年2月12日（土）

～13日(日)
女鹿平温泉

めがひらスキー場
2名受検　1名合格

2.西日本関係

事業NO. 行事名 期日 会場 参加人数

西教
SB-1

スノーボード指導員検定受検者特別講習会
2021年1月16日（土）

～17日（日）
鳥取県

大山ホワイトリゾート
0名

西教
SB-2

第4回　西日本スノーボード技術選手権大会 2021年1月29日（金）
女鹿平温泉

めがひらスキー場
37名参加

(広島9名　他県26名)

3.SAJ関係

事業NO. 行事名 期日 会場 参加人数

全教
SB-1

スノーボード技術員研修会
2020年12月12日（土）

～13日(日)
女鹿平温泉

めがひらスキー場
技術員　1名参加
（オンライン研修）

全教
SB-2

スノーボード指導者研修会
2020年12月19日（土）

～20日(日)
女鹿平温泉

めがひらスキー場

34名参加　実技中止
(指導員　13名　準指21名）

(広島17名　他県16名)

全教
SB-3

トータルスノーボーディングフェスティバル
2021年1月15日（金）

～17日(日)
　長野県

八方根スキー場
0名

スノーボード指導員検定会（第1会場）
北海道

朝里川温泉スキー場
0名

スノーボード指導員検定会（第2会場）
長野県

鹿島槍スキー場
0名

全教
SB-5

第18回　全日本スノーボード技術選手権大会
2021年2月25日(木)

～28日(日)
新潟県

上越国際スキー場
2名参加

男子　65位

2021/2022 　教育本部　（普及スノーボード委員会）事業計画（案）
1.SAH関係

事業NO. 行事名 期日 会場 備考

広教
SB-1

準指導員・指導員受験者養成講習会 調整中 調整中

広教
SB-2

広島県スノーボード技術選手権大会 2022年1月28日(金)
女鹿平温泉

めがひらスキー場
※西日本大会にて選考

広教
SB-3

スノーボード準指導員検定会
2022年１月28日(金)

～29日(土)
女鹿平温泉

めがひらスキー場

広教
SB-4

スノーボード強化合宿 調整中 調整中

2.西日本関係

事業NO. 行事名 期日 会場 備考

西教
SB-1

スノーボード指導員検定受検者特別講習会
2022年１月15日(土)

～16日(日)
鳥取県

大山ホワイトリゾート

西教
SB-2

第5回　西日本スノーボード技術選手権大会 2022年1月28日(金)
女鹿平温泉

めがひらスキー場

3.SAJ関係

事業NO. 行事名 期日 会場 備考

全教
SB-1

スノーボード技術員研修会
2021年12月11日(土）

～12日(日)
女鹿平温泉

めがひらスキー場

全教
SB-2

スノーボード指導者研修会
2021年12月18日(土)

～19日(日)
女鹿平温泉

めがひらスキー場

全教
SB-3

トータルスノーボーディングフェスティバル
2022年1月15日(土)

～16日(日)
　長野県

八方根スキー場

スノーボード指導員検定会（第1会場）
北海道

朝里川温泉スキー場

スノーボード指導員検定会（第2会場）
群馬県

鹿沢スノーエリア

全教
SB-5

第19回　全日本スノーボード技術選手権大会
2022年3月3日(木)

～6日(日)
新潟県

石打丸山スキー場

2020/2021  　教育本部　（普及スノーボード委員会）事業報告

全教
SB-4

2022年2月25日(金）
～27日（日）

全教
SB-4

2021年 2月19日(金)
～2月21日(日)
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2021年8月7日 安全対策委員会

事業No．

広教
安対-1

2021年1月
23日(土)～24日(日)

恐羅漢スノーパーク

広教
安対-2

2021年1月
23日(土)～24日(日)

恐羅漢スノーパーク

広教
安対-3

2021年2月
27日(土)～28日(日)

恐羅漢スノーパーク

事業No．

西教
安対-1

2021年1月
15日(金)～17日(日）

事業No．

安全対策委員長会議 2020年11月1日 オンライン

スキーパトロール技術員研修会
(近畿ブロックスキー技術員研修会合同)

2020年12月
12日(土)～13日(日)

焼額山スキー場（長野県）

全教
安対-1

全国スキーパトロール総会　兼
公認スキーパトロール研修会(東日本会場）

2021年3月
20日(土)～21日(日)

蔵王温泉スキー場（山形県） コロナのため事業中止

全教
安対-2

公認スキーパトロール研修会(西日本会場）
2021年2月

20日(土)～21日(日)
ハチ高原スキー場（兵庫県） コロナ特別措置

全教
安対-3

公認スキーパトロール検定会
2021年2月

26日(金）～28日(日）
第二会場：九頭竜スキー場（福井

県）
２名合格

事業No．

広教
安対-1

2021年12月26日(日)

広教
安対-2

2022年1月
29日(土)～30日(日)

広教
安対-3

2022年2月
26日(土)～27日(日)

事業No．

西教
安対-1

2022年1月初旬予想

事業No．

全教
安対-1

公認スキーパトロール研修会
2022年2月

19日(土)～20日(日)

全教
安対-2

全国スキーパトロール総会　兼
公認スキーパトロール研修会

2022年2月
26日(土)～27日(日)

全教
安対-3

公認スキーパトロール検定会
2022年2月

25日(金)～27日(日)

全教
安対-4

安全対策委員長会議 2021年11月6日

全教
安対-5

スキーパトロール技術員研修会
2021年12月

10日(金)～12日(日)
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1.SAH関係 2021年8月7日 スキー普及委員会

事業№ 事      業      名 期          日 会場 参加人数 備考

広教-1 スキー準指導員検定受検者第1回養成講習会（理論）

広教-2 スキー指導員検定受検者第1回養成講習会（理論）

広教-3 スキー準指導員検定受検者第1回特別講習会（理論）

広教-4 スキー指導員検定受検者第1回特別講習会（理論）

広教-5 広島県認定指導者講習検定会（理論） 申込み無し

広教-6 広島県認定指導者研修会（理論) e-ラーニング ― 6名

広教-7 認定スキー指導者講習検定会 申込み無し

広教-8 認定スキー指導者研修会（実技） 6名

広教-9 スキー準指導員検定受検者第2回養成講習会（実技Ⅰ）

広教-10 スキー指導員検定受検者第2回養成講習会（実技Ⅰ）

広教-11 スキー準指導員検定受検者第2回特別講習会（実技Ⅰ）

広教-12 スキー指導員検定受検者第2回特別講習会（実技Ⅰ）

広教-13 第1回スキー強化合宿 2021年1月9日(土)～10日(日) 大佐 中止 新型コロナ感染拡大防止のため

広教-14 第5回広島県ジュニア・スキー技術選手権大会 1名参加

広教-15 第42回広島県スキー技術選手権大会 72名参加 （男子64名　女子8名）

広教-16 第9回広島県マスターズ・スキー技術選手権大会 12名参加

広教-17 スキー準指導員検定受検者第3回養成講習会（実技Ⅱ）

広教-18 スキー指導員検定受検者第3回養成講習会（実技Ⅱ）

広教-19 スキー準指導員検定受検者第3回特別講習会（実技Ⅱ）

広教-20 スキー指導員検定受検者第3回特別講習会（実技Ⅱ）

広教-21 第2回スキー強化合宿 33名参加 （男子28名　女子5名）

広教-22 スキー準指導員検定受検者第4回養成講習会（実技補講）

広教-23 スキー指導員検定受検者第4回養成講習会（実技補講）

広教-24 スキー準指導員検定受検者第4回特別講習会（実技補講）

広教-25 スキー指導員検定受検者第4回特別講習会（実技補講）

広教-26 スキー準指導員検定会 10名受検　5名合格

広教-27 B・C級公認検定員検定会
B級　3名受検　3名合格
C級　4名受検　3名合格

C級1名欠席

広教-28 スキーバッジテスト（テクニカル･クラウン） 各スキー学校で実施
クラ　22名受検　1名合格
テク　39名受検　7名合格

広教-29 普及委員会雪上研究会 2020年12月13日(日) めがひら 中止 新型コロナ感染拡大防止のため

2.西日本関係

事業№ 事      業      名 期          日 会場 参加人数 備考

西教-1 西日本ブロック強化合宿･ジャッジマン研修 2020年12月26日（土）～27日（月） 鳥取・大山 1名参加

西教-2 スキー指導員検定会受検者特別講習会 2021年 1月16日(土)～17日(日) 鳥取・大山 5名参加

西教-3 第4回西日本スキー技術選手権大会 2021年 2月 6日(土) 大佐 中止 積雪不足のため

西教-4 秋季教育部会 2021年 8月 岡山 専門委員　1名参加 オンライン会議

西教-5 春季教育部会 2021年 4月 広島 専門委員　1名参加 オンライン会議

3.SAJ関係

事業№ 事      業      名 期          日 会場 参加人数 備考

全教-1 中央研修会 2020年11月19日(木)～22日(日) 北海道・札幌国際 中止 新型コロナ感染拡大防止のため

全教-2 技術員研修会 2020年12月12日(土)～12月13日(日) めがひら 技術員6名　専門委員1名 オンライン研修のみ

スキー指導者研修会・クリニックＡ・Ｂ・Ｃ級（理論　広島会場） e-ラーニング ― 研修会201名　クリニック132名

スキー指導者研修会・クリニックＡ・Ｂ・Ｃ級 (実技　広島会場） 2020年12月19日(土)～20日(日) めがひら 中止 新型コロナ感染拡大防止のため

全教-4 スキー学校主任教師研修会（第６会場） 2020年12月14日(土)～12月15日(日) めがひら 7校　11名 オンライン研修のみ

全教-5 スキー大学（第４会場） 2021年 1月29日(金)～1月31日(日) 鳥取・氷ノ山 中止 積雪不足

全教-6 スキー指導員検定会（第５会場） 2021年 2月19日(金)～2月21日(日) 鳥取・大山 5名受検　4名合格

全教-7 Ａ級検定員検定会（第５会場） 2021年 2月20日(土)～2月21日(日) 鳥取・大山 1名受検　1名合格

全教-8 第１回全日本マスターズスキー技術選手権大会 2021年 1月15日(金)～17日(日) 長野・岩岳 中止 新型コロナ感染拡大防止のため

全教-9 第58回全日本スキー技術選手権大会・デモンストレーター選考会 2021年 3月3日(水)～8日(月) 新潟・苗場
技術選　9名参加
デモ選　3名参加

男子　37位,68位,121位
中田SAJデモ初認定

全教-10 第5回全日本ジュニアスキー技術選手権大会 2021年 3月19日(金)～21日(日) 北海道・ルスツ 参加無し

2021年 2月26日(金)～28日(日)
めがひ

ら

全教-3

準指 10名参加
指導員 5名参加

準指 10名参加
指導員 5名参加

2020/2021　教育本部普及委員会事業報告

準指 10名参加
指導員 5名参加

準指 10名
指導員 2名

大佐

2021年 1月30日(土)～31日(日) 大佐

2021年2月13日(土)
めがひ

ら

2020年12月6日(日)

安芸太
田町

川・森・
文化交

流
ｾﾝﾀｰ

2021年 1月24日(日)

2020年12月26日(土)～27日(日) めがひら
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1.SAH関係 2021年8月7日 スキー普及委員会

事業№ 事      業      名 期          日
予定会場
（調整中）

広教-1 スキー準指導員検定受検者第1回養成講習会（理論）

広教-2 スキー指導員検定受検者第1回養成講習会（理論）

広教-3 スキー準指導員検定受検者第1回特別講習会（理論）

広教-4 スキー指導員検定受検者第1回特別講習会（理論）

広教-5 認定スキー指導者研修会（理論）

広教-6 広島県認定指導者講習検定会（理論）

広教-7 認定スキー指導者講習検定会

広教-8 認定スキー指導者研修会

広教-9 スキー準指導員検定受検者第2回養成講習会（実技Ⅰ）

広教-10 スキー指導員検定受検者第2回養成講習会（実技Ⅰ）

広教-11 スキー準指導員検定受検者第2回特別講習会（実技Ⅰ）

広教-12 スキー指導員検定受検者第2回特別講習会（実技Ⅰ）

広教-13 第1回スキー強化合宿 2021年12月25日(土)～26日(日) 大佐

広教-14 第42回広島県スキー技術選手権大会

広教-15 第6回広島県ジュニア・スキー技術選手権大会

広教-16 第10回広島県マスターズ・スキー技術選手権大会

広教-17 スキー準指導員検定受検者第3回養成講習会（実技Ⅱ）

広教-18 スキー指導員検定受検者第3回養成講習会（実技Ⅱ）

広教-19 スキー準指導員検定受検者第3回特別講習会（実技Ⅱ）

広教-20 スキー指導員検定受検者第3回特別講習会（実技Ⅱ）

広教-21 第2回スキー強化合宿

広教-22 スキー準指導員検定受検者第4回養成講習会（実技補講）

広教-23 スキー指導員検定受検者第4回養成講習会（実技補講）

広教-24 スキー準指導員検定受検者第4回特別講習会（実技補講）

広教-25 スキー指導員検定受検者第4回特別講習会（実技補講）

広教-26 スキー準指導員検定会

広教-27 B・C級公認検定員検定会

広教-28 スキーバッジテスト（テクニカル･クラウン） 調整中

2.西日本関係
事業№ 事      業      名 期          日 予定会場

西教-1 西日本ブロック強化合宿Ⅰ･ジャッジマン研修 2021年12月25日(土)～26日(日) 信州

西教-2 スキー指導員検定会受検者特別講習会 2022年 1月15日(土)～16日(日) 鳥取・大山

西教-3 第3回西日本スキー技術選手権大会 2022年 2月5日(土) 鳥取・大山

西教-4 西日本ブロック強化合宿Ⅱ 2022年 1月23日(日) 鳥取・大山

西教-5 秋季教育部会 2021年 8月22日（日） オンライン

西教-6 春季教育部会 2022年 4月 未定

3.SAJ関係
事業№ 事      業      名 期          日 予定会場

全教-1 中央研修会 2021年11月25日(木)～28日(日) 北海道・札幌国際

全教-2 技術員研修会 2021年12月11日(土)～12日(日) めがひら

スキー指導者研修会・クリニックＡ・Ｂ・Ｃ級（理論　広島会場） 2021年12月 5日(日)
安芸太田町

川・森・文化交流ｾﾝﾀｰ

スキー指導者研修会・クリニックＡ・Ｂ・Ｃ級 (実技　広島会場） 2021年12月18日(土)～19日(日) めがひら

全教-4 スキー学校主任教師研修会（第６会場） 2021年12月13日(月)～14日(火) めがひら

全教-5 第2回全日本マスターズスキー技術選手権大会 2022年 2月4日(金)～6日(日) 長野・白馬岩岳

全教-6 スキー指導員検定会（第５会場） 2022年 2月25日(金)～2月27日(日) 兵庫・奥神鍋

全教-7 Ａ級検定員検定会（第５会場） 2022年 2月26日(土)～2月27日(日) 兵庫・奥神鍋

全教-8 第59回全日本スキー技術選手権大会 2022年 3月2日(水)～6日(日) 長野・八方

全教-9 第6回全日本ジュニアスキー技術選手権大会 2022年 3月20日(日)～21日(月) 北海道・ルスツ

【 教育本部からのお願い】

・日程、要領等はSAJのライブラリの功労関係の規程を参照ください

・各クラブにおいて、功労スキー指導者、名誉検定員、功労パトロール、功労スノーボード指導員等

　の推薦者がある場合は県連事務局まで連絡をお願いします。申請はシクミネットで実施となります。

県民の森

調整中

全教-3

2022年 2月19日(土)～20日(日)

2021/2022　教育本部スキー普及委員会事業計画   (案）  

2022年2月11日(金) 県民の森

2021年12月5日(日)
安芸太田町

川・森・文化交流
ｾﾝﾀｰ

2021年12月25日(土)～26日(日) めがひら

大佐

2021年 1月30日(土)～31日(日) 大佐

2022年 1月15日(土)
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各府県スキー連盟会長　殿

【 主 催 】

【 期 日 】

【 会 場 】
〒738-0301　広島県廿日市市吉和4301
　　　　℡0829-40-3000
【本部宿舎】

〒738-0301　広島県廿日市市吉和4301
　　　　℡0829-77-2277

【 受 付 】 女鹿平温泉めがひらスキー場　

【 開 会 式 】 女鹿平温泉めがひらスキー場　

【 理 論 】

【 閉 会 式 】 女鹿平温泉めがひらスキー場　

【申込方法】 ①

②

③

④

【申込期日】 2021年１１月19日（金）必着

【 申 込 先 】 〒733-0032　広島県広島市西区東観音町1-24-401
　　　　　　　　　広島県スキー連盟　指導者研修会 宛
sah2000@mx41.tiki.ne.jp 電話 082-293-3230　　FAX 082-293-3227
広島県スキー連盟HP https://ski-hiroshima.org/

【 入 金 先 】 ・ シクミネット決済のチケットで申し込まれた方はシクミネットにて決済願います

・ 加盟団体、所属団体の取りまとめ銀行振込決済のチケットで申込みの場合は下記口座に
振込をお願いします

広島銀行　廿日市支店
普通預金　339423
口座名義　広島県スキー連盟

※振込連絡は所定の送金案内書を利用し、その要領に従って実施をおお願いいたします

【 そ の 他 】 ① 重要な連絡事項はシクミネットにて案内いたします。
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

⑩

12月 　18日（土） 　　8:30～9:00

いかなる場合も参加料の返却は行いません

研修会はシクミネットチケットを利用して申込をお願いします

参加料の支払いはシクミネット決済、または下記口座への銀行振込でお願いします

加盟団体、所属団体は、送金案内書と③参加者リストを申込先に電子メールで送付ください
送金案内書は広島県スキー連盟HPよりダウンロードください

12月 　19日（日） 　　14:30～　

※参加者のシクミネット情報は参加者に直接連絡可能に更新をお願いします

体調不調者は主催者の判断で退席の指示を行うことがあります

女鹿平温泉めがひらスキー場　

女鹿平温泉　クヴェーレ吉和

2021年8月7日

広島県スキー連盟
会長　宮本  新八

　つきましては、貴スキー連盟指導員・準指導員の皆様にご案内くださいますようお願い申し上げます。

記

2022年度　(公財）全日本スキー連盟スノーボード指導者研修会（広島会場）開催要項　（案）

　標記の（公財）全日本スキー連盟スノーボード指導者研修会（広島会場）を下記の通り開催いたします。

スノーボード指導者研修会　（公財）全日本スキー連盟

2021年12月18日(土)～19日(日)　　　

※シクミネット会員証画面、またはそのスクリーンショット、ハードコピー（紙可、提出は不要）

12月 　18日（土） 　　9:10～

研修会参加中の事故や怪我はすべて各自の責任といたします

銀行振込の場合は加盟団体、広島県は所属団体で取りまとめてお願いします

現地での申し込みや現金持参や書留等での申込みは受付しません

加盟団体、所属団体は、西日本ブロック様式参加者一覧データベースに必要データを入力後

申込書時に広島県スキー連盟宛てに電子メールで送付ください

研修会期間中の名札は、各自で用意ください

天候・積雪・感染症対策等の理由で計画を中止または変更することがあります。シクミネットにて案内します。

筆記用具、テキスト（ＳＡＪ日本スノーボード教程、その他資料）をご用意ください

別途案内します　※事前に所定の「eラーニング」を自主研修すること

「eラーニング」の受講要領はシクミネットにて案内いたします

本人確認のため、受講年度ＳＡＪ会員証、ライセンスを受付時に提示ください

参加者は自主的に体調管理と感染防止対策を行い不安のある場合は参加をひかえてください
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西教様式２-1

【 主 催 】 ・

《理論》 《実技》
【 期 日 】

【 会 場 】 川・森・文化・交流センター 女鹿平温泉めがひらスキー場
広島県山県郡安芸太田町加計5908-2
電話 0826-22-2126　 【本部宿舎】

女鹿平温泉　クヴェーレ吉和
〒738-0301　広島県廿日市市吉和4301
℡　0829-77-2277

【 受 付 】 12月18日（土）　　8:30～9:00
　※19日のは受付はありません

【 開 会 式 】 12月18日（土）　　9:10～

【 閉 会 式 】 12月19日（日）　　14:30～

【申込方法】 ①

②

③

④
⑤

【申込期日】 2021年１１月19日（金）必着

【 申 込 先 】 〒733-0032　広島県広島市西区東観音町1-24-401
　　　　　　　　　広島県スキー連盟　指導者研修会 宛
sah2000@mx41.tiki.ne.jp 電話 082-293-3230　　FAX 082-293-3227
広島県スキー連盟HP https://ski-hiroshima.org/

【 入 金 先 】 ・ シクミネット決済のチケットで申し込まれた方はシクミネットにて決済願います

・ 加盟団体、所属団体の取りまとめ銀行振込決済のチケットで申込みの場合は下記口座に
振込をお願いします

広島銀行　廿日市支店
普通預金　339423
口座名義　広島県スキー連盟

※振込連絡は所定の送金案内書を利用し、その要領に従って実施をおお願いいたします

【 そ の 他 】 ① 重要な連絡事項はシクミネットにて案内いたします
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

研修会参加中の事故や怪我は、すべて各自の責任といたします

※事前に研修会・クリニックの所定の
「eラーニング」を自主研修してください。

※参加者のシクミネット情報は参加者に直接連絡可能に更新をお願いします

「eラーニング」の受講要領はシクミネットにて案内いたします

送金案内書は広島県スキー連盟HPよりダウンロードください
加盟団体、所属団体は、西日本ブロック様式参加者一覧データベースに必要データを

クリニックだけの参加申し込みはできません。
現地での申し込みや現金持参や書留等での申込みは受付しません
入力し申込書時に広島県スキー連盟宛てに電子メールにて送付ください

研修会期間中の名札は、各自で用意ください

開催いたします。
　つきましては、貴スキー連盟指導員・準指導員の皆様にご案内くださいますようお願い申し上げます。

記
スキー指導者研修会（公財）全日本スキー連盟 公認検定員クリニック　　広島県スキー連盟

参加者は自主的に体調管理と感染防止対策を行い不安のある場合は参加をひかえてください

天候・積雪・感染症対策等の理由で計画を中止または変更することがあります。シクミネットにて案内します。

研修会はシクミネットチケットを利用して申込をお願いします

参加料の支払いはシクミネット決済、または下記口座への銀行振込でお願いします
銀行振込の場合は加盟団体、広島県は所属団体で取りまとめてお願いします

2021年8月7日
　各府県スキー連盟会長　　殿

広島県スキー連盟
会長　宮本  新八

2022年度　(公財）　全日本スキー連盟スキー指導者研修会・公認検定員クリニック（広島会場）開催要項　（案）

　標記の(公財）全日本スキー連盟スキー指導者研修会・公認検定員クリニック（広島会場）を下記の通り

いかなる場合も参加料の返却は行いません
本人確認のため、受講年度ＳＡＪ会員証、ライセンスを受付時に提示ください
※シクミネット会員証画面、またはそのスクリーンショット、ハードコピー（紙可、提出は不要）

2021年12月5日(日)　　　 2021年12月18日(土)～19日(日)　　　

9:00～9:30

9:30～

17:00～

体調不調者は主催者の判断で退席の指示を行うことがあります

加盟団体、所属団体は、送金案内書と③参加者リストを申込先に電子メールで送付ください
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