
第� 35関長野県スキー場パトローノレ講響検定会� 

B単位開催要項

1 自� Z寺� 平成� 2 8年� 1丹� 6日(水)� '" 1月� 8日〈金)

2 場所�  茅野市 ぜラタス馨科スノーリゾート

3 宿泊先�  本部容舎及び指定指舎

「葬科グランドホテル譲の湯J 

TEL 0 2 6 6 -6 7 2 5 2 5 

※借治は事務矯にて一括申込

講習検窓会は合宿帝Ijのため、避刻、平退、欠単位は認めない。

室迫担金は橿入構筆記ぇ担金ふ三旦Jl弘主上� 

4 受 講 料�  13，000丹( 検定諸費用、スキー場使用料、暴食代� 3回

※受付時集金

〉

5 持参品 �  スキー罵具一式(アルペンスキーに綴る)、筆記患具、� 

SA]スキ…教謹『安全羅』

※スキー教程購入希望者は申込書にOをして下さい。

旦本泰士空社二教翁護費急員認定証…(寮換期民服日

受付時提示� 

6 日韓�  1月� 6日(水)

7日(木〉

(金) 13 8 

受付[ホテルロピ~ ] 9: 00 '" 9: 45 

開講式 :∞1045 '" 含:

講習会

テスト(口一プ)� 

10:∞......， 18 : 00 

，.....，19 : 00 20 : 00 

講習会(雪上) :∞1500 '" 告:

講理会テスト(学科)� 16 :∞......， 18 : 00 

テスト(脅上) ......，9 : 00 12 : 00 

合格発表・閉講式・諸手続き ，.....，13 : 30 

7 申 込み 平成� 27年� 12月� 11日{金) 必著� 

JjIJ添用紙に記入の上、郵送または� FAXにて下記まで。

長野県スキー場安全対策協議会事務局宛� 

380-0955長野市安茂盟上河原� 3557長野県スキ一連盟内� 

TEL 026-225-1173 FAX 026-264-5255 



鋪35阻 長野県スキー場パトロール請書検定会〈詰単健) 8程表

平或28年1月68(水 )-88(金〉

金場:ピラうまス馨耗スノー 1)ゾー| 責任者田村一司 
  
'守・F 事--I~I."- -~ 

タイムスケジニエール 1FJ 6臨〈水)	 1月フ日(木) 1月 8日(金)

7:00 役員集合  1FJ5日(火) 朝の集いけ :00-) 朝の難い  (7:00-)
(ホテル)家関需8:00 16:00 ホテルフ口ント 〈ホテ Jレ}玄関欝

16:30 検定義員会 朝食 盤金
ゲレンデヘ移動 ゲレンヂへ移動

霊上実設  (9:00-)受付9:00 雪上実技チスト
〈ロピ…〉 ※ゲレンデ下部 来ゲレンデ下部

費接式;f電子ん	 (SAN安対委員〉 
-検定のための撫技

9:45 
量麓:スキーパトロール編論1110:00 

(大舟論陣) 置上実践テスト (10:00-)オリエンテーション
構醤:スノースポーツの安全対策10:30 -基礎種目 -基礎種目

(新村講師) -搬送種目 -搬送種醤
11:00 措麓:パックカントリー(松本構 {アキヤボート6艇}

構韓:冒上救急法
(河野講師)

昼食12:00 昼食 昼食
(ホテルレストラン} 〈スキー場レストうン〉 {三幸一場レストラン) 

13:00 雪上実鏡 13: 30(予定)講義:冬山;碍欝気)象

〈丸山講
 閉枝式:合格発捜

諸手続き後解散
(センヲ -1、ゥス2F)

14:00 スキー医学

(城下ドクター)


15:00 口一プワーク

|ホテルヘ移動
 

(SAN技構員)
 富農学醤

17:00 講義:素道概論 現輪テスト 1時間
(宮下講師) (40分後退室  OK)

18:00 夕食 (/¥イキングレストラン)

19:00 夕食  
(SAN技街員〉

口…ブ操法テスト
{婁会場〉

[担当講師役員] 天績により変質事ます
現地庶務帯川友紀子

検定 大月穣j舎 新村昌京 絵本糧事 湾野竜也
黛弘津 署 111友記子



長野熟スキー場安金対築協議金事務馬掬� 
FAX:026-264-5255 

申込陸 年 発 日

申 込

長野県スキー場パト口ール講習検定会� 

B単住

章臨

フワガナ

氏 名

則前剛圃剛・・・・圃幽咽・-田・剛・R剛職輔自r醐惨剥削除輔自F醐圃"・・・ー・・・・圃圃岡田嗣柑胴醐咽欄刷欄脚割削除欄険相側ゆ欄ゆ咽惨圃..・・a・・・・..軸剥削除剥鵬禽偽相脚輔惨嶋刷嶋暢蘭脚---・・B・・・・..削除輔� .. 防相e相脚欄惨輔惨相脚繍脚・・F・世_.・�  ..  副島崎E柚写覇棒鋼嗣F鋪勝繍勝繍勝繍勝欄惨岨F・"・・ーー..・-----欄馳醐馳嫡削除補削除補剛険錆剛・掴・・・・・.._-----柳欄..勝輔臨胡剛院

男� .女

生年月日 〈晋麗) 年 月 関 鰻

所属

索道会社� 

orスキーヲラプ� 

本人住所

電話番号� 

T 

測情凋降E ・・・・.輔雌糊網棚網棚網"・------耐幽綱剛柵繍綱嶋_.且血司剛---雌働綱嶋側側綱働働相暗綱・・幽剛剛剛剛刷綱綱嶋暢瞬陽園---働綱繭剛刷網棚州側綱"・・・---僧婦鱒綱嶋鵜綱・・・・・・ー田・・・・舗網網網

TEし� 

所蔵愈社住所

建話番号� 

γ 

柳欄卿欄卿欄耐・・咽剛圃・・・“・・a雌潮削除剥両院剥削除輔削除縄跡輔刷惨禍勝輔副院割・・・_.・a・・・・働棚働噸倒防棚隊鋼削除剣勝剣勝剣勝剣勝--ヨ-_.障制陣副刷輔副院前恥酬晦欄御欄繍輔軸輔剛哨剛咽岬咽園署量司直a・臨調馳綱嶋鋪h ・・・欄働欄削除欄削除輔副脚咽剛梱剛4・・・圃・・・・・・・R・・R鳳削除剥鵬剥鵬糊闘訓闘訓剛咽陶e・固・・・・・・・E ・E 司瞭旬瞳輔副院.副院輔副院剥肺祖師・・・・E ・E ・E ・・・・・・・ー・ー・軸棚鋤胡悌刷

τEL 

日赤救急員
認定番号

日赤救急法救魚員認定証番号を記入{受講証ではありません)

第 一� … 号

備 考
受講料13，000円

(検定諸費用、施設使用料、昼食代〉 
※SAJスキ…教程「安全繍Jrま別途受注販売� 

SAJスキー教種『安全幅I 購入希聾

楽ご購入希鑓の方はOをして下さい

長野県スキ…場安全対策協議会



第� 34回長野県パトロール研修会要鱗

1 日 時� 平成� 28年� 1月� 7自{フ!な) '""-' 1月8呂(金)

2 場 所� 茅野市� rラタス馨科スノーヲゾート

3 治先�  本部宿舎及び指芝宿舎� 

f馨科グランドホテル滝の揚j 

TEL 0 2 6 6 -6 7曲� 2525

※各自申し込むこと

量出料金は個人精算とし、� l治2章一旦」。一世i(15h6主主

4 受 講料�  え000円(研修費、施設捷用料、昼食代)� 

3，000丹(登諒料 3年分� 1，000X3年)� 

2，000円(自赤教材費〉

※合計� 10.000円 受付時集金

5 持参品�  ライセンス、スキ…用其…式

筆記用具、 トレーニングウェア� 

SAJスキー教程� F安全編』

※スキー教組購入希望者辻申込瞥にOをして下さい。

自本赤十学社・救忽法救急員認定証(有効期課内)

※教集員資盤機綾懇望企友は長主主足技委!!L:三よんA資重更新j主

認草葺襲安金主役杢Aとな立主主())万三主主意E奈KL  

6 日韓�  1月� 7日(木)

a日(金)

受持【センターハウス� 2F] 8: 15 '" 9:00 

開講式� 9:∞~ 
開講式� 12: 00 "-' 

7 串込み 平成� 27年� 12月� 11日(金} 必着� 

JjIJ添用紙に記入の上、郵送または� FAXにて下記まで。

長野熊スキー場安全対策協議会事務局宛

千380-0955長野市安茂盟上河原� 3557長野県スキ一連盟内

?主L 026-225-1173 FAX026-264-5255 



第 34臨長野県ス.一場パト口-}~研惇会話糧捜

平成28年1月?語� -8日
会場:ピラタス蕃科スノーリゾート
本部宿舎暮科グランドホテル湾の議� 

1/6(水〕 1/7(木) 1/8(金)� 

7:45 輔の集い� 

7:00 設員朝食� 8:00 朝食� 

8:15 受付 スキー場へ移動
センターハウス2F

事務賂・穂滋講師� 9:30 雪上襲技研修� 

9:00 開会式 検定譲闘について� 

9:30 理論研暢
センターハウス2F 

10:00 救愈法携醤� 
(1次救命講醤〉

講師:児玉修梧
〈長野日赤)� 

12:00 護金� 12:00 頭会式
スキー場内レストラン ゲレンデ前� 

13:00 欝よ喪技研修
(欝上〉

摸援訓練
事故発生>アキヤ〉教急車� 

15:00 救議議襲警
雪上A印 室内AED

講師:尭玉修吾� 

16:00 役員集会� 17:00 ホテルヘ移動� 

17:30 役員会� 
18:00 夕食

バイキングレストラン� 
18:30 タ金

楽天候により、スケジュールを変更する離があ1.)ます。

スキ一、ブーツ等はセンう~-I 、ウス 2FIこ置くことが出来ます。

割修 手 塚 貴 峰 兜 車 修 悟 渋薄靖文 宮原一言、
深石虫明 岩本饗 野口蛾弼



長野県スキー場貸金対策協議会事務局搾� 
FAX: 026 -264-5255 

申込日 年 月 日

申 込

長野県スキー場パトロール研修会

量目

フワガナ

氏名

温幡輔自'相脚相脚相脚相脚岨・・・・・・・-_.・・-----------_.・・・・・・・・・軸陶働蘭蜘蘭綱島働働嗣蜘蘭綱"・剛陶-----------・・.-・・F割値観値観園陸相側陸相剛院欄..削除.削除.削除帽骨・嗣・嗣---------------醐..軸輔軸酬・醐・咽・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・且圃且圃且圃且圃且・・・世陶検描胸像制削除制削除制削除

男� E 女

生年月� E {器購〉 年 月� E 藤

所麗

紫道会社

。rλキザヲラ� 7. 

本人住崇

γ 

常話番号� TEし:� 

所繍会社住所
T 

難話番号� TEし:

認定番号 第 号

合婚年月 (酉暦〉 年 月 儀会場名:

網開出席 (西暦) 年 月 -会場名:

田部救愈員
資識者構報

※資格を筆写する方� 
はご記入下さい

-日赤救急法救態鼻寵定藍番号

第 一 号

a冒赤救急� 2義教懇良資格量終更新聞

(西暦) 年 月 日

舗 考� 

受講料� 10，000円� 
(5，000円:研修費、施設使用料、昼食代〉
(3，000円:餐録料� z年需� 1，OOOF.lx3年分〉� 

(2，000円:日赤教[r安肴全費編)j 
※� SAJスキー教程 は別途受注販売� 

SAJスキー敏穂『安全縄』 輔入粕盟

*ご購入希盟の方は Oをして下さい

長野県スキー場安全対策協議会


