
2021/8/1現在
No 行  事  名 会  場 参加料 締切日 備        考

1 教育部全体会議、指導員会/懇親会 大津市勤労福祉センター 中止 --- 会場住所：〒520-0806 大津市打出浜1番6 tel：077-522-7474   JR大津駅下車徒歩20分

滋賀県連主管SAJ研修会・クリニック(理論) 和邇文化センター 研修会：\6,000

滋賀県連主管SAJ研修会・クリニック(実技) ウイングヒルズ白鳥

滋賀県連主管SAJ研修会・クリニック(実技) 未定

滋賀県連主管SAJ研修会(実技) ホワイトピアたかす ｸﾘﾆｯｸ：\4,000

県連研修会（１） ホワイトピアたかす ¥2,000
県連研修会（２） 未定 ¥2,000
県連研修会（３） ホワイトピアたかす ¥2,000
県連研修会（４）（SASスノーフェスタ） 2022/3/12 - 2022/3/13 白馬コルチナ ¥3,500 会報参照 詳細は会報を参照して下さい。

指導員養成講習会(理論) 明日都ふれあいプラザ ¥5,500 教育部メモ参照 詳細は「教育部メモ」を参照して下さい。

指導員養成講習会(実技・指導実習1) ホワイトピアたかす
指導員養成講習会(実技・指導実習2) 未定
指導員養成講習会(実技・指導実習3) ホワイトピアたかす
指導員検定受検者特別講習会(近畿ブロック) 2022/1/15 - 2022/1/16 奥神鍋 ¥5,000 「受講申込書」が必要な方は「返信用封筒」を入れ「指導委員会」まで請求して下さい。

6 滋賀県スキー連盟スノーフェスタ 2022/3/12 - 2022/3/13 白馬コルチナ ¥3,500 会報参照 詳細は会報を参照して下さい。

スタッフ研修会 ウイングヒルズ白鳥 実費 教育部メモ参照 参加資格：スキー技術員、県連役員。詳細は「教育部メモ」を参照して下さい。

Ａ級公認検定員検定会 2022/2/26 - 2022/2/27 奥神鍋 A級：\5,000 教育部メモ参照 申し込み方法は「オフィシャルブック」を参照して下さい。

Ｂ、Ｃ級公認検定員検定会 箱館山
B級：\4,000
C級：\3,000

教育部メモ参照 詳細は「教育部メモ」を参照して下さい。

9 指導員検定会(第５会場) 2022/2/25 - 2022/2/27 奥神鍋 ¥20,000 教育部メモ参照 申し込み方法は「オフィシャルブック」を参照して下さい。

第１回 強化合宿 2021/9/25 ウイングヒルズ白鳥

第２回 強化合宿 2021/12/11 - 2021/12/12 未定

第３回 強化合宿 2021/12/25 - 2021/12/26 未定

第４回 強化合宿 2022/1/22 - 2022/1/23 未定

第５回 強化合宿 2022/1/29 - 2022/1/30 未定

11 SAJスノーボード研修会(理論・実技) 箱館山 ¥6,000 教育部メモ参照 詳細は「ボード委員会」へ問い合わせて下さい。

12 スノーボード指導員養成講習会 2022/1/22 - 2022/1/23 箱館山 会報参照 会報参照 詳細は「教育部メモ」を参照して下さい。

13 スノーボード指導員検定会(第２会場) 2022/2/25 - 2022/2/27 鹿沢スノーエリア 会報参照 会報参照 詳細は「会報」を参照するか、「ボード委員会」へ問い合わせて下さい。

テクニカル・クラウンプライズ(1) (検定会) 2022/2/5 - 2022/2/6 箱館山
テクニカル・クラウンプライズ(2) (検定会) 2022/2/19 - 2022/2/20 箱館山

滋賀県ｽｷｰ技術選手権大会 高鷲スノーパーク 会報参照 会報参照

滋賀県ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ 箱館山 会報参照 会報参照

16 近畿スキー技術選手権大会 2022/2/4 - 2022/2/6 奥神鍋 会報参照 会報参照 参加資格：県予選会通過者、「強化委員会」が選考した者。 申し込みは、「強化委員会」まで。

17 近畿スノーボード技術選手権大会 箱館山 会報参照 会報参照 詳細は「会報」を参照するか、「ボード委員会」へ問い合わせて下さい。

スキー大学(1) 2022/1/8 - 2022/1/10 ルスツリゾート

スキー大学(2) 2022/1/14 - 2022/1/16 白馬五竜 申し込み方法、行事詳細は「オフィシャルブック」を参照して下さい。

スキー大学(3) 2022/2/4 - 2022/2/6 あだたら高原

19 トータルスノーボードフェスティバル 2022/1/15 - 2022/1/16 八方 オフィシャルブック参照 オフィシャルブック参照 申し込み方法、行事詳細は「オフィシャルブック」を参照して下さい。

他府県主管SAJ研修会<実技>(和歌山) 未定

他府県主管SAJ研修会<実技>(大阪) 未定

他府県主管SAJ研修会<実技>(兵庫1) 未定

他府県主管SAJ研修会<実技>(兵庫2) 未定

昨年度準指導員に合格された方々は「近江の子スキー学校」等に、指導員に合格された方々は「一般スキー学校」に割り当てをさせて頂きますのでご協力をお願いします。割り当ては教育部全体会議で決定します。

◯ 変更が生じる場合がありますので、必ず教育部メモ・会報・オフィシャルブック・教育部全体会議・等で最終確認して下さい。

◯ 申込書、各要項、検定受検願い、その他必要書類の請求には「返信用封筒」を必ず入れて請求して下さい。

◯ 検定員資格を失っている方は、公認検定員検定会(No.8) を必ず受検して下さい。(詳しくは「教育部メモ」を参照して下さい)

2022度 滋賀県スキー連盟　教 育 部 主 要 行 事 一 覧 表
開 催 期 日

2021/10/3

2

2021/12/5

3

2022/1/8
教育部メモ参照 詳細は「教育部メモ」を参照して下さい。2022/1/22

2022/1/29

実技は３回のうち２回出席して下さい。 詳細は「教育部メモ」を参照して下さい。2022/1/22
2022/1/29

「全日本スキー連盟スキー指導員研修会申込書」に記名の上、参加料を添えて申し込んで下さい。
参加費用にはオフィシャルブック代が含まれています。
ボードと同時申し込みはできません。

2021/12/19

2022/1/23

2022/1/30

教育部メモ参照

4

2021/11/7

2022/1/8
2回分

\10,000
教育部メモ参照

詳細は「会報」を参照、強化委員会にお問い合わせ下さい。

5 教育部メモ参照

7 2021/12/19

8
2022/2/20

10 会報参照 会報参照

2022/1/10

14
ﾃｸﾆｶﾙ 8,000円
ｸﾗｳﾝ  9,500円

1週間前 詳細は「会報」を参照して下さい。

15
2022/1/16

詳細は「会報」を参照して下さい。
2022/1/23

18 オフィシャルブック参照 オフィシャルブック参照

20

未定

滋賀県主管と同
額

「全日本スキー連盟基礎スキー指導員研修会申込書」２枚(コピー可)に記入・捺印の上、
 参加料と、理由書(書式自由)を必ず添付して教育部長あてに申し込んで下さい。
（大阪府は2019年度より年1回開催に、兵庫県は2回開催となりました)

未定

未定

未定

2022/1/23

1/1


