
２０２２年度　スキー指導者研修会・検定員クリニック

＊研修会・検定員クリニックの申込みについて

2020年度よりデジエントリーではなく、シクミネットでの申し込みになりました。

今後の研修会理論は全てeラーニングでの対応になります(ＳＡＪ指針)。

このため今年度はシクミネットで理論を申し込む必要がありません。

検定員クリニックは研修会とは別にお申し込みが必要です。

別途クリニック（eラーニング）に申し込み、受講してください。

＊研修会・検定員クリニックの申込み手順（ｐ7～9、ｐ20～21も併せてご覧ください。）

①シクミネット（https://ski-japan.shikuminet.jp/logintop）のマイページにログイン

②マイページ上段の「イベント情報」をクリック

③イベントの一覧から参加する研修会を選んでください。

　・研修会実技会場を選んで『詳細』⇒『申し込む』ボタン、決済方法を選んで申し込む。

④検定員クリニックを受講する方は同様の操作で申し込んでください。

　・研修会を申し込んでも自動的にクリニックの申し込みにはなっていないのでご注意ください。

※決済方法を選択しないと申し込みは無効になります。

※支払期限内に完了しないと申し込みは無効になります。

※決済完了（支払い完了）をもって申込完了となります。

行事番号

１．　主　　　催 公益財団法人 全日本スキー連盟

２．　主　　　管 一般財団法人 東京都スキー連盟

３．　参加対象 公認検定員

　検定員クリニック（eラーニング）

クリニックのみ：eラーニング開始日～2022年4月10日まで（申込期間：2021/10/3～2022/4/10）

研修会A～E用：eラーニング開始日～各研修会実技開催日まで（申込期間：2021/10/3～10/30）

SKI College用：eラーニング開始日～ College開催日まで（申込期間：2021/10/3～2022/1/22）

研修会F～H用：eラーニング開始日～各研修会実技開催日まで（申込期間：2021/10/3～2022/2/19）

会 場 eラーニング（web動画視聴）  

参 加 定 員

対 象

受付方法

※各研修会（実技）グループ毎にシクミネット上にクリニック(eラーニング)行事があります。

※申込期間は、参加される研修会等の申込期間と同一です。申込忘れが無いよう注意して下さい。

※受講方法等の詳細は2021年11月～12月頃に都連ホームページ（教育本部）の「eラーニング」ページに掲載

　予定です。

シクミネット 〇
（PC・携帯・オペレーター）

― ― ―

申込方法
デジエントリー

× 事務局窓口 ×

シクミネットにて申込み

なし

検定員クリニック参加希望の方

期　　日

２０２２年度　公認検定員クリニック（eラーニング）
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※志向別班を設定予定です。以下から選択して下さい。(詳細はP20参照)
　(a)通常班(年齢別)、(b)技術志向班、(c)快適志向班
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入してください｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降
　の責任は負いません。
※変更情報は都連ホームページ、都連フェイスブック等でお知らせします。
※変更情報の入手はブラストメールへの登録をお願いいたします。（詳細はP10）

２０２１年
１２月１１日（土）　　８：４０～８：５５　資料配布　スカイプラザ２F（予定）
　　　　　　　　　　 　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
１２月１２日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　スカイプラザ横

理論はeラーニングです。
クリニック希望者は別途クリニック(eラーニング)に申し込み受講してください。

【シクミネットのみ】
　　　期　間：２０２１年１０月３日（日）１０時～１０月３０日（土）１７時まで
全てシクミネットのみでの申込みとし、先着順での受付となります。
※シクミネット（https://ski-japan.shikuminet.jp/logintop）のマイページにログインして申し込んでく
ださい。オペレーターでのお申し込みは03-6416-1154です。

研修会：　５，０００円／クリニック（eラーニング）：　３，０００円

※各自で手配してください。

スキー指導者研修会B　車山会場　【シクミネットで申し込み】

２０２１年１２月１１日（土）～１２月１２日（日）

長野県　車山高原スキー場

スカイパークホテル　　TEL：0266-68-2221　FAX：0266-68-2634
〒391-0301長野県茅野市北山3413

２００名

スキー指導者研修会A　菅平会場　【シクミネットで申し込み】

２０２１年１２月１１日（土）～１２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　FAX：0268-74-2711
〒386-2204長野県上田市菅平高原1223-3790

６００名

※志向別班を設定予定です。以下から選択して下さい。(詳細はP20参照)
　(a)通常班(年齢別)、(b)技術志向班、(c)快適志向班
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入してください｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降
　の責任は負いません。
※変更情報は都連ホームページ、都連フェイスブック等でお知らせします。
※変更情報の入手はブラストメールへの登録をお願いいたします。（詳細はP10）

２０２１年
１２月１１日（土）　　８：４０～８：５５　資料配布　シーハイルコース下（裏太郎下）
　　　　　　　　　　 　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
１２月１２日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　シーハイルコース下（裏太郎下）（予定）

理論はeラーニングです。
クリニック希望者は別途クリニック(eラーニング)に申し込み受講してください。

【シクミネットのみ】
　　　期　間：２０２１年１０月３日（日）１０時～１０月３０日（土）１７時まで
全てシクミネットのみでの申込みとし、先着順での受付となります。
※シクミネット（https://ski-japan.shikuminet.jp/logintop）のマイページにログインして申し込んでく
ださい。オペレーターでのお申し込みは03-6416-1154です。

研修会：　５，０００円／クリニック（eラーニング）：　３，０００円

※各自で手配してください。
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※志向別班を設定予定です。以下から選択して下さい。(詳細はP20参照)
　(a)通常班(年齢別)、(b)技術志向班、(c)快適志向班
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入してください｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降
　の責任は負いません。
※変更情報は都連ホームページ、都連フェイスブック等でお知らせします。
※変更情報の入手はブラストメールへの登録をお願いいたします。（詳細はP10）

２０２１年
１２月１８日（土）　　８：４０～８：５５　資料配布　スカイプラザ２F（予定）
　　　　　　　　　　 　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
１２月１９日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　スカイプラザ横

理論はeラーニングです。
クリニック希望者は別途クリニック(eラーニング)に申し込み受講してください。

【シクミネットのみ】
　　　期　間：２０２１年１０月３日（日）１０時～１０月３０日（土）１７時まで
全てシクミネットのみでの申込みとし、先着順での受付となります。
※シクミネット（https://ski-japan.shikuminet.jp/logintop）のマイページにログインして申し込んでく
ださい。オペレーターでのお申し込みは03-6416-1154です。

研修会：　５，０００円／クリニック（eラーニング）：　３，０００円

※各自で手配してください。

スキー指導者研修会D　車山会場　【シクミネットで申し込み】

２０２１年１２月１８日（土）～１２月１９日（日）

長野県　車山高原スキー場

スカイパークホテル　　TEL：0266-68-2221　FAX：0266-68-2634
〒391-0301長野県茅野市北山3413

２００名

スキー指導者研修会C　菅平会場　【シクミネットで申し込み】

２０２１年１２月１８日（土）～１２月１９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　FAX：0268-74-2711
〒386-2204長野県上田市菅平高原1223-3790

６００名

※志向別班を設定予定です。以下から選択して下さい。(詳細はP20参照)
　(a)通常班(年齢別)、(b)技術志向班、(c)快適志向班
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入してください｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降
　の責任は負いません。
※変更情報は都連ホームページ、都連フェイスブック等でお知らせします。
※変更情報の入手はブラストメールへの登録をお願いいたします。（詳細はP10）

２０２１年
１２月１８日（土）　　８：４０～８：５５　資料配布　シーハイルコース下（裏太郎下）
　　　　　　　　　　 　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
１２月１９日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　シーハイルコース下（裏太郎下）（予定）

理論はeラーニングです。
クリニック希望者は別途クリニック(eラーニング)に申し込み受講してください。

【シクミネットのみ】
　　　期　間：２０２１年１０月３日（日）１０時～１０月３０日（土）１７時まで
全てシクミネットのみでの申込みとし、先着順での受付となります。
※シクミネット（https://ski-japan.shikuminet.jp/logintop）のマイページにログインして申し込んでく
ださい。オペレーターでのお申し込みは03-6416-1154です。

研修会：　５，０００円／クリニック（eラーニング）：　３，０００円

※各自で手配してください。
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※志向別班を設定予定です。以下から選択して下さい。(詳細はP20参照)
　(a)通常班(年齢別)、(b)技術志向班、(c)快適志向班
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入してください｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降
　の責任は負いません。
※変更情報は都連ホームページ、都連フェイスブック等でお知らせします。
※変更情報の入手はブラストメールへの登録をお願いいたします。（詳細はP10）

２０２２年
　１月　６日（木）　　８：４０～８：５５　資料配布　シーハイルコース下（裏太郎下）
　　　　　　　　　 　　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
　１月　７日（金）　１４：００（予定）　　閉会式　　シーハイルコース下（裏太郎下）（予定）

理論はeラーニングです。
クリニック希望者は別途クリニック(eラーニング)に申し込み受講してください。

【シクミネットのみ】
　　　期　間：２０２１年１０月３日（日）１０時～１０月３０日（土）１７時まで
全てシクミネットのみでの申込みとし、先着順での受付となります。
※シクミネット（https://ski-japan.shikuminet.jp/logintop）のマイページにログインして申し込んでく
ださい。オペレーターでのお申し込みは03-6416-1154です。

研修会：　５，０００円／クリニック（eラーニング）：　３，０００円
※各自で手配してください。

スキー指導者研修会E　菅平会場　【シクミネットで申し込み】

２０２２年　１月　６日(木）～　１月　７日（金）　＜平日開催＞

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　FAX：0268-74-2711
〒386-2204長野県上田市菅平高原1223-3790

 １００名
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スキー指導者研修会G　（本年度準指導員合格者）

※一般研修は志向別班を設定予定です。以下から選択して下さい。(詳細はP20参照)
　(a)通常班(年齢別)、(b)技術志向班、(c)快適志向班、(d)ポール班
※Ｊｒ研修（お子様同伴研修）班は、お子様と一緒に参加することができます。
　●一緒に参加されるお子様の参加費も必要となります。
　●初心者は小学生以上に限る。
　●未就学児は保護者の助けなく一人で滑れれば参加可とします。
　●お子様の年齢、スキーレベルに応じて現地でグループ分けを致します。
　●Ｊｒの指導法をテーマとする研修会です。（人数等によりご希望に沿えない場合があります）
　●ジュニアバッジテスト３月２１日（月）を予定しています。（受検料は参加費に含む）
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入してください｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降
　の責任は負いません。
※変更情報は都連ホームページ、都連フェイスブック等でお知らせします。
※変更情報の入手はブラストメールへの登録をお願いいたします。（詳細はP10）

２０２２年
　３月２０日（日）　　８：４０～８：５５　資料配布　シーハイルコース下（裏太郎下）
　　　　　　　　　　 　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
　３月２１日（月）　１４：００（予定）　　閉会式　　シーハイルコース下（裏太郎下）（予定）
理論はeラーニングです。
クリニック希望者は別途クリニック(eラーニング)に申し込み受講してください。
【シクミネットのみ】
　　　期　間：２０２１年１０月３日（日）１０時～２０２２年２月１９日（土）１７時まで
全てシクミネットのみでの申込みとし、先着順での受付となります。
※シクミネット（https://ski-japan.shikuminet.jp/logintop）のマイページにログインして申し込んでく
ださい。オペレーターでのお申し込みは03-6416-1154です。
研修会：５，０００円／クリニック（eラーニング）：３，０００円／子供参加費：３，０００円
※各自で手配してください。

スキー指導者研修会F　菅平会場（ジュニア・一般）　【シクミネットで申し込み】

２０２２年　３月２０日（日）～　３月２１日（月）

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　FAX：0268-74-2711
〒386-2204長野県上田市菅平高原1223-3790

親100名・お子様150名　、一般300名

今年度準指導員合格者対象
※準指導員検定合格者は､G（菅平）会場に参加することを義務付けています｡
※前日にＣ級公認検定員検定会を実施しています。（別途申し込みが必要です。）
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入してください｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降
　の責任は負いません。
※変更情報は都連ホームページ、都連フェイスブック等でお知らせします。
※変更情報の入手はブラストメールへの登録をお願いいたします。（詳細はP10）

準指導員合格発表後に配付する振込用紙で、下記締切日迄の振込にて申込済となります。
　　　２０２２年　３月１８日（金）〆切

２０２２年　３月２０日（日）～　３月２１日（月）

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　FAX：0268-74-2711
〒386-2204　長野県上田市菅平高原1223-3790

新準指１００名

２０２２年
　３月２０日（日）　　８：４０～８：５５　資料配布　シーハイルコース下（裏太郎下）
　　　　　　　　　 　　 ９：００～　　　 　 開会式　　　　同　上
　３月２１日（月）　１４：００（予定）　　閉会式　　シーハイルコース下（裏太郎下）（予定）

理論はeラーニングです。

研修会：　５，０００円

※各自で手配してください。
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※志向別班を設定予定です。以下から選択して下さい。(詳細はP20参照)
　(a)通常班(年齢別)、(b)技術志向班、(c)快適志向班、(d)ポール班、(e)不整地班
※バーン状況、希望人数により設定出来ない場合があります。
※ポール研修と不整地研修には、安全の為にヘルメットの着用を義務付けます。
※参加者は必ずスポーツ保険、または傷害保険等に加入してください｡
※行事中の事故や傷害等について、パトロール等の応急対応はしますが、それ以降
　の責任は負いません。
※変更情報は都連ホームページ、都連フェイスブック等でお知らせします。
※変更情報の入手はブラストメールへの登録をお願いいたします。（詳細はP10）

２０２２年
　４月　９日（土）
　　　　　８：４０～８：５５(予定)　資料配布　場所：別途周知
　　　　　９：１５～９：２５　資料配布　新長坂ゴンドラ山頂やまびこ駅付近レストハウスやまびこ横
　　　　　９：００　９：３０～　開会式　　　　同　上
　４月１０日（日）
　　　　１４：００（予定）　　閉会式　　　　同　上

理論はeラーニングです。
クリニック希望者は別途クリニック(eラーニング)に申し込み受講してください。

【シクミネットのみ】
　　　期　間：２０２１年１０月３日（日）１０時～２０２２年　２月１９日（土）１７時まで
全てシクミネットのみでの申込みとし、抽選は行わず先着順での受付となります。
※シクミネット（https://ski-japan.shikuminet.jp/logintop）のマイページにログインして申し込んでく
ださい。オペレーターでのお申し込みは03-6416-1154です。

研修会：　５，０００円／クリニック（eラーニング）：　３，０００円
※各自で手配してください。

スキー指導者研修会H　野沢会場　【シクミネットで申し込み】

２０２２年　４月　９日（土）～　４月１０日（日）

長野県　野沢温泉スキー場

未定　　山のホテル大瀧　TEL：0269-85-4000
　　　　　〒389-2505　長野県下高井郡野沢温泉村豊郷7821-1

 350名


