
　一般財団法人　東京都スキー連盟

期　　　日 ２０１６年１０月　８日 (土）
会　　　場 練馬文化センター・大ホール

講習内容 理論

日　　　程 　受   付  ９：４０～１０：１０

　開講式  １０：２０～

　閉講式  １６：００（予定）

期　　　日

会　　　場
本　　　部 ホテルニューダボス  TEL：０２６８－７４－２０６６

講習内容

日　　　程 　 日　時 　場　 所

受   付 1２月２３日(金) 　 　 　８：２０～８：４０ シーハイルコース下(裏太郎下)

開講式 1２月２３日(金)　　 　８：５０～ 同　　　上

実技講習 1２月２３日(金)　　 　９：００～ 同　　　上

閉講式 １２月２５日(日) １５：００(予定) シーハイルコース下(裏太郎下)

期　　　日

会　　　場

本　　　部 ホテル シュワルツ TEL：　０２６８－７４－２４１０

講習内容 実技②

日  　　程 日　 時 　場　所
受   付 ２月　４日(土)　　 　８：３０～８：５５ シーハイルコース下(裏太郎下)
開講式 ２月　４日(土)　 　９：００～ 同　　　上
閉講式 ２月　５日(日)　 １５：００(予定) 同　　　上
様   式

期 　間

場　 所

※別途、指導員受験申込及び受検料が必要です。

受講生は養成講習会Ⅰ、養成講習会Ⅱ及び養成講習会Ⅲのすべてを受講してください。

養成講習会Ⅰを受講出来ない方は、eラーニングか現地補講で対応致します。

養成講習会Ⅲを受講出来ない方は、受検者レベルアップ講習会Ⅰで対応致します（費用別途）。

　１．指導員受検者
　　（１）受講義務 指導員受検者で｢２０１７年度有効の課程修了報告書｣をお持ちで無い方は、

養成講習会の受講を修了することが必要です。
理論・実技の全ての課程を修了された方に修了報告書を交付します。(３年間有効)

　２．内    　 容

　　（２）実　　　技 指導者(指) に必要な指導法・実技を行う｡
　　参考テキスト一覧
　　　　・スキー教程　・スキー教程「安全編」　・オフィシャルブック　・資格検定受検者のために
　　　　　書店、デジエントリーにて購入して下さい。

　３．申込時の注意事項
　　（１）修了証及び修了報告書を以って指導員を受検する方は､申し込み時に修了証及び修了報告書を提示

　　　 　しなければ、その有効性を認めません。
　　（２）整理のため受講票を交付します。
　　　　 下記サイズの写真を受講票に必ず貼って､理論･実技共当日受付時に提出のこと。
　　　　 （幅2.5ｃｍ×長さ3ｃｍ､脱帽､バック無地､顔1/3以上）
　　（3）指導員受検者は、別途、指導員検定会の申込みを行うこと。

【注意事項】
　１．参加は､申し込み本人に限ります｡

　２．受講票は､受付時に提出してください｡受講票を忘れた者､記載事項､写真などが不備のものは受付けません。

　３．欠席・遅刻・早退の場合には、養成講習会（指）の修了証の発行は致しません｡
　４．参加者は必ず傷害保険等に加入のこと｡また、保険証等を持参してください。
　５．行事中の事故や傷害等についての責任は負いません。
　６．理論講習会場には駐車場がありません｡会場内での喫煙および飲食は禁止です。
　７．詳細については各会場共、開会式時に説明します｡

　　（１）理　　　論 指導者(指) に必要な知識・理論について解説を行う｡

２０１７年度　スキー指導者養成講習会（指導員受検者）
主　催 ・ 主　管

２０１６年１２月２３日(金）～１２月２５日(日）

長野県　菅平高原スノーリゾート

￥３５，０００－（申し込み後の参加料の返却はいたしません）

実技①

２０１７年　２月　４日(土）～２月　５日(日）

長野県　菅平高原スノーリゾート

　養　成　講　習　会　Ⅰ　　（理論）

　養　成　講　習　会　Ⅱ　　（実技①）

　養　成　講　習　会　Ⅲ　　（実技②）

備　　　　　　考

申　込　手　続

教－１１　　

２０１６年９月１日（木）～９月１０日（土）

(一財）東京都スキー連盟　事務局

養成講習会参加料

     事務局窓口 
  デジエントリー 
(PC･携帯･ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ) 申込方法 



　一般財団法人　東京都スキー連盟

期　　　日 ２０１６年１０月　８日 (土）
会　　　場 練馬文化センター・大ホール

講習内容 理論

日　　　程 　受   付  ９：４０～１０：１０

　開講式  １０：２０～

　閉講式  １６：００（予定）

期　　　日

会　　　場
本　　　部 ホテルニューダボス　　TEL：０２６８－７４－２０６６

講習内容

日　　　程 　 日　時 　場　 所

受   付 1２月２３日(金) 　 　 　８：２０～８：４０ シーハイルコース下(裏太郎下)

開講式 1２月２３日(金)　　 　８：５０～ 同　　　上

実技講習 1２月２３日(金)　　 　９：００～ 同　　　上

閉講式 １２月２５日(日) １５：００(予定) シーハイルコース下(裏太郎下)

期　　　日

会　　　場

本　　　部 ホテルニューダボス　　TEL：０２６８－７４－２０６６

講習内容 実技②

日  　　程 日　 時 　場　所
受   付 ２月　４日(土)　　 　８：３０～８：５５ シーハイルコース下(裏太郎下)
開講式 ２月　４日(土)　 　９：００～ 同　　　上
閉講式 ２月　５日(日)　 １５：００(予定) 同　　　上
様   式

期 　間

場　 所

※別途、受検料１７，０００円が必要です。

受講生は養成講習会Ⅰ、養成講習会Ⅱ及び養成講習会Ⅲのすべてを受講してください。

養成講習会Ⅰを受講出来ない方は、eラーニングか現地補講で対応致します。

受検者は養成講習会Ⅱ・Ⅲ（実技①・②）を必ず受講してください。ただし、養成講習実技

単位に不足のある方は受検者レベルアップ講習会で対応致します（費用別途）。

長野県　菅平高原スノーリゾート

養成講習会参加料

２０１６年１２月２３日(金）～１２月２５日(日）

長野県　菅平高原スノーリゾート

　養　成　講　習　会　Ⅲ　　（実技②）

実技①

教－１０（準指導員）　　

備　　　　　　考

￥３５，０００－（申し込み後の参加料の返却はいたしません）

２０１７年度　スキー指導者養成講習会（準指導員受検者）
主　催 ・ 主　管

申　込　手　続

２０１７年　２月　４日(土）～２月　５日(日）

　養　成　講　習　会　Ⅰ　　（理論）

　養　成　講　習　会　Ⅱ　　（実技①）

(一財）東京都スキー連盟　事務局

２０１６年９月１日（木）～９月１０日（土）

     事務局窓口 
  デジエントリー 
(PC･携帯･ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ) 申込方法 



　１．準指導員受検者
　　（１）１級所持者のいないクラブについては､クラブ内での指導者層を養成するため､２級程度でも参加を認めます｡
　　　　但し､準指導員受検養成課程修了扱いとはなりません｡
　　（２）受講義務

準指導員受検者は養成講習会の養成課程を修了することが必要です｡
理論・実技を全て修了された方に修了証を交付します。(実技は当年のみ、理論は２年間有効)

　２．内    　 容

　　（２）実　　　技 指導者（準）に必要な指導法・実技を行う｡
　　参考テキスト一覧
　　　　・スキー教程　・スキー教程「安全編」　・オフィシャルブック　・資格検定受検者のために
　　　　　書店、デジエントリーにて購入して下さい。
　３．申込時の注意事項
　　（１）前年度の修了報告書を以って準指導員を受検する方は､申込時に修了報告書を提示しなければ、その有効性
　　　　を認めません。
　　（２）整理のため受講票を交付します。（準指導員検定会でも使用）
　　　　下記サイズの写真を受講票に必ず貼って､理論･実技共当日受付時に提出のこと。
　　　　（幅2.5ｃｍ､長さ3ｃｍ､脱帽､バック無地､顔1/3以上）
　　（３）準指導員受検者で単位種目取得している方は、申込書に受検単位（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）を記入すること。
　　（４）準指導員受検者は養成講習会参加料とは別に受検料として１７，０００円が必要です。

【注意事項】
１．参加は､申し込み本人に限ります｡
２．受講票は､受付時に提出してください｡受講票を忘れた者､記載事項､写真などが不備のものは受付けません。
３．欠席・遅刻・早退の場合には、養成講習会（準）の修了報告書の発行は致しません｡
４．参加者は必ず傷害保険等に加入のこと｡また、保険証等は持参してください。
５．行事中の事故や傷害等についての責任は負いません。
６．理論講習会場には駐車場がありません｡会場内での喫煙および飲食は禁止です。
７．詳細については各会場共、開会式時に説明します｡

　　（１）理　　　論 指導者（準）に必要な知識・理論について解説を行う｡



公益財団法人　全日本スキー連盟

一般財団法人　東京都スキー連盟

期　　　日

会　　　場 青山学院大学

日　　　程 日　時 　 　場　所

受　　付 １１月２０日（日）　９：３０～９：５０ 青山学院大学

試験開始 １１月２０日（日）　１０：００～ 　同　　　上

期　　　日

会　　　場

本　　　部

日　　　程 日　時 　 　場　所

受   付① ３月　１０日(金)　１５：３０～１７：００ ホテルニューダボス2F喫茶オリーブ

　〃　　② ３月　１０日(金)　２０：００～２１：００ 　同　　　上

　〃　　③ ３月　１１日(土)　　８：２０～  ８：４０ 　同　　　上

※ ３回のうち、いずれかで受付を済ませてください。

開会式 ３月　１１日(土)　　８：５０～ シーハイルコース下(裏太郎下)

閉会式 ３月　１２日(日)　１５：３０(予定) リゾートセンター２Ｆ

様   式 教－１０
期   間 ２０１６年９月１日（木）～９月１０日（土）

場   所 (一財）東京都スキー連盟　事務局

受検料 ￥１７，０００－（申し込み後の受検料の返却はいたしません）
※別途、養成講習会参加料３５，０００円が必要です。
受講票兼受検票を交付します｡

発表方法 時間・会場等詳細については閉会式時に発表します。

納入金 合格発表後に配布する振込用紙にて指定期間中にお振込みください。

合格者は、下記の指導者研修会に出席することが義務付けられています。
なお、Ｃ級公認検定員検定会は、下記の指導者研修会会期中に実施します。
研修会の申込は合格手続時に行ってください。
３月２５日(土)～２６日(日)の指導者研修会（H）菅平会場

※養成講習会時の受講票を受検票とするので、受付時に提示すること。

理論検定は、養成講習カリキュラム「スキーの特性に応じた基礎理論」、およびその他

スキー指導に必要な事項を内容として行います。養成講習カリキュラムで使用するテキスト一覧

・スキー教程　・スキー教程「安全編」　・オフィシャルブック　・資格検定受検者のために

【受検資格】
（１）都連加盟団体会員として２０１７年度SAＪ､ＳＡＴ会員登録見込者。
　　　（２０１６年１０月末日までに登録完了が必要です）
（２）２０１７年４月１日現在で男女共２０歳以上の方。
（３）受検の前年度までに級別テスト１級（プライズテストを含む）を取得している者。
（４）２０１７年度指導者養成講習会全課程受講見込者（全過程終了にて資格成立）
　　 または、２０１６年度の修了報告書所持で、２０１７年度の養成実技過程修了者。

【注意事項】
１．理論検定会と実技検定会の期日が異なりますので注意してください。
２．検定会に変更等がある場合、別途加盟団体宛及び都連ＨＰにて周知致します。
３．現地においてはその都度公式掲示により指示します。
４．参加者は必ず傷害保険等に加入のこと｡また、保険証等を持参してください。
５．行事中の事故や傷害等についての責任は負いません。
６．検定会ですので、遅刻等しないでください。
７.検定の受付にはビブ、受講票（受検票）、ＳＡＪ会員証、修了報告書が必要です。必ず持参してください。
８.受検料とは別に養成講習会参加料３５，０００円が掛かります。

【合格納入金】 合計　18，500円

準指導員公認料 ¥10,000        バッチ代 ¥2,000

ＳＡＪ年次登録料 ¥1,000 　　　ライセンスケース ¥1,500

ネームプレート代 ¥2,500       ＳＡＴ管理登録料 ¥1,000

備　　　　　　　考

研修会
出席義務

２０１７年度　　スキー指導者 準指導員検定会

２０１７年 ３月　１１日(土）～３月　１２日(日）

長野県　菅平高原スノーリゾート

ホテルニューダボス　　TEL：０２６８－７４－２０６６

主　          催

主　          管

２０１６年 １１月２０日(日）

理　論

合格発表及び手続

実　技

申　込　手　続

     事務局窓口 
  デジエントリー 
(PC･携帯･ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ) 申込方法 


