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第 37田長野県スキー場パトロール講習検定会� 

B単位関線要項� 

1 日 時 平成� 30年� 1月� 10日(水)� ""-' 1月� 12日(金)� 

2 場 所 茅野市 ピラ夕ス葬科スノ恥-一一帥一一一….帥一一一帥目一一凶凶一.幽. ト� 

3 指治 本部福舎及び指定宿舎

「事科グランドホテノレ滝の湯J 

TEL 0 2 6 6 -6 7 倒� 252 5 

※宿泊は事務局にて一括申込

講習検定会は合宿制のため、遅刻、

街泊料金は個人靖算� 

、欠単位は認めない。

500円(税込)� 

4 J淳〈之予 来十� 13，000再〈

※受付珪差金� 

検定諸費用、スキ 料、昼金3回

5 持参 品�  スキー用具一式(アルペンスキーに限る)、� 

SA]スキー教程『安全編』

※スキー教程購入希望者は申込書にOをして下さい。

日本赤士安全土之教急法教急;諸量定証1賓盟関庭用L
受付時捷ポ� 

日 程 1月� 10日(水) 受付[ホテルロビー} 設:0合~告:50 

関講式 9 : 50 ""-' 10 : 00 

:∞18∞""-'10:講習会

テスト〈ロープ)� 19 : 00 "" 20 : 00 

11誌{木〉 講習会〈雪上) 9 : 00 "" 15 : 00 

講習会テスト(学科) 16 : 00 ""-' 18 : 00 

12剖{金) チスト(雪上� 9: 00 ""-' 12 : 00 

合格発表・開講式・諸手続き� 13 : 30 ""-' 

7 串込み 平成� 29年� 12月� 13日(水) 必着

別添用紙に配入の上、郵送または� FAXにて下記までの

長野県スキー場安全対策協議会事務罵宛

千380-0955長野市安茂皇� 3557長野県スキ一連盟内� 

TEL 026…225-1173 FAX 026-264-5255 



第37国喪野義スキー場パト担ール講嘗検定会(自単位〉日程表

平成30年1月10B (J./<)-12日(金〉

会場:ピラ合ス夢粍スノーリゾート


本部宿舎;夢科グランドホテん滝の湯 重住者:新村醸宏� 

111116(*) 111126(1.命ノ

7:00 朝の集いけ:00-)
ホテルロビー集合

覇金

朝の鈍い� 0:∞-)
ホテルロビ…集会

朝食� 

9:00 

9:45 

10:00 

10:30 

111108容をノ(，

受{寸
(ホテル口ピー)

関投式(ホTJレ大忠間)

講義:序論
(深石講鯖)

韓聾:安全な漕走のために
〈河野繍師)

ゲレンデへ移動

;実技:雪上技鋳
※ゲレンヂ下部
(SAN技錆員)

-検定のたゐの挺技
-オリエンテ…ション
-基礎種目
-搬送種目

ゲレンデヘ移動

実技:樹上技欝
※ゲレンデ下部� 

議上実技チスト(10:00

-基礎種目
-搬送種目
(アキヤボ-1--6艇)

11:00 講鵜:スキーパトローん概論
(黛講師〉

11:30 講義: パックカントワー
(有元講姉)

12:00 昼食
〈ホチルレストラン)

接金
(スキー場レストラン〉

昼食
(スキー場レストラン〉

13:00 輔轟:冬山の気象
(大月講師〉 

実技:雪上技鋳 開設式:合格発表
13:30-予定

14:00 謹義:スキー藍学
)陸部

輯手続き終了後解散
〈センヲーJ、ウス2F)

15:00 興披:ロー術プ議操〉法� 
(SAN技

ホテルへ移動

自商学官

17:00 

18:00 

韓親:索灘概論
{宮下講師) 

夕食� 
(ホチん内レストラン〉

賦験:要議γスト
(1時間)

40分続渦後退重明能

19:00 誤験:口ープ操法テスト
(SAN技街員)

夕食� 
(ホテル審会場)

※天候その偉都舎により変更する場合があります。

{担当講師役員】
暁地癒務 帯川友紀子

検定 義村昌宏 牛出欝博 平塚賓室奪 河野竜悲 黛弘治
深石忠明 (帯111友紀子) (有元製造)



長野県スキー場安全対築謀議会事務罵苑� 
FAX:026-264-5255 

申込自 年 月 時

申 込 重量
属議

長野県スキー場パトロール講習検定会� 
B単位

フリガナ

氏 名

輸酬蘭脚嶋脚削剛圃圃・・・・・・・・・ー_.圃・園事噛'咽鯵輔自F輔自供瑚剛噛岡崎剛圃圃・・._-闘世司胆旬開・・剛・咽帥噛剛噛削剥剛院剥剛健醐._.・B鍾圃量帽亀帽坦園調圃剥剛剥剛醐削醐削醐師醐匝樹園医岨・E泊嶋崎勝相._.・t調由剥剛剥剛剥剛剥剛剥剛綱同匝禽僻崎酬明脚輔・・・B・・E・・e咽・6剥剛剥醐剥醐剥削除#隣柑易相剛院靖脚靖脚割削._-調圃輔副帽・a軸噛e鴨幅鴫剛院輔陸相側陸相側陸相勝靖則._--咽剛司---覗圃舗酬嶋酬蘭酬

興� .女

生年月日 (臨震) 年 月 日 議� 

本人組所

噴話番号

τ 

剛刷剛刷酬醐醐岨岨ー--園田骨骨軸軸酬醐酬圃圃圃園田司・ー・・輔酬酬酬軸輔圃'ー・・ーー・輔輔酬柵柵輔--・ーーーーー・圃欄醐酬醐輔圃ー圃----圏構帽柵輔輔四国ーーーーーー醐酬柵暢唖・ーーーーーー圃幽幽醐醐輔酬岬圃ー�  

TEL 

日赤救急員
認定番号

日赤救急法救急員誌定証瞥号を記入〈受講証ではありません)

第� … 一 唱C:Iす

備 場
受講料13，000円

(検定諸費用、施設使用料、昼食代〉 
※SAJスキー教程「安全繕JIま別途受注販売� 

SAJスキー教程f安全繍3 盤入希望

※ご購入希建の方はOをして下さい

所罵

索道会社

。rスキーヲラプ

所属住醗

所属名・団体長名

T 

同1 

鷺話番号 TEL 

楽器量坐のま盟ならびに所麓盟休印の梅田f:J(必須止なりますa

長野県スキー場安全対策協議会



第� 36回長野県ノ《トローノレ研務会要編

1 日 言寺� 平成� 30年� 1月� 11日(木) ，......， 1 sl12日(金)

2 所� 茅野市 ぜラタス務科スノーリゾート

3 宿 泊先�  本部宿舎及び指定寄舎本部宿舎及び指定指舎

「饗科グランドホテル滝の湯J 

TEL 0 2 6 6 “� 6 7 柵� 2525

※各自申し込むこと

寵治料金は個人靖算とし、� l泊� 2食� 8，� 500円(税込)� 

4 料� 5，000円(研修費、撞設使用料、昼食代)� 

3，000円(受薙料� 3年分� 1，000X 3年)� 

2，000円(日赤教材費)

※合計� 10.000円 受村詩集金

5 持参 品�  イセンス、スキー用具一式

筆記用具、 トレーニングウェア� 

SA]スキー教程� f安全踊』

※ス今一教程購入希望者は申込書にOをして下さい。

日本赤十字社・救急法救急員認定証(有効期限内)

※教急員資藤滋続賞裏金友i立三~\::r当旦表象企JLよ丸資提裏切望号法

認定説授整会友金与と点旦主主 (lY主主法3堂、空事.~ 

6 日韓�  l丹� 11 EI (木)

12日(金)

受付[センタ…ハウス� 2F] 8: 30 ，......， 

開講式� 9:∞~ 
開講式� 12:∞~ 

7 申込み 平成� 29年� 12月凶器(水) 必着

別添用紙に記入の上、郵送または� FAXにて下配までc

長野県スキー場安全対策協議会事務罵宛

千380-0955長野市安茂監� 3557長野県スキ一連盟内� 

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



第諮問長野県スキー場パトロール研修会日程表
平成30年1月11日(木)-12日(金)
会場:ピラヲス夢科スノーリゾート

本部稽舎:夢科グランドホテル滝の湯 費任者:新村昌宏� 

1I!J10B(.ポノ 1I!JllB(.ポノ� II!J12B(Jt) 

7:00 

朝の集い� (6:30-) 
朝食
(ホテル内レストラン) 

ゲレンデヘ移動� 

8:00 受付� 8:15-
(ホテ}~フロントロビー〉

9:00 開校式
〈ホテル大広間)

理論碩修

救急法講習
(一次救命講留〉

講師:児玉修悟
岩本智�  

嘗上実技講寵
※バックカンドjー技術
来スキー技荷

12:00 昼食
(ホテル内レストラン)

閉会式
(ゲレンヂ下部) 

13:00 救急法謙吾� 

14:00 パックカントリー
講師:審冗崇浩� 

16:00 額修生チI..':Jクイン� 

19:00 夕食
(ホテル内レストラン)

※天候その怖都舎により変更になる場合があります。

日皇当繍師役員】
現地庶務 帯川友紀子

講師 岩 本 雲 渋 沢 晴 文 宮原一体有先崇造



長野県スキー場安全対策協議会事務局指� 
FAX:026-264-5255 

申込諮 年 月 日

申 込 重量� 
E冨

長野県スキー場パトロール研修会

フリガナ
圃--_..・輔輔輔輔酬酬醐岡田ーーー-_.岨幽醐輔輔輔輔輔・・ーーーーー圃圃幽幽輔輔柵輔輔・・ーーー薗圃圃醐醐醐酬酬醐輔圃・--ーー岬輔輔酬酬酬酬岬岬圃園田圃・ー圃輔醐醐醐輔輔輔構構叫噛司・ーー園田醐醐醐醐輔嶋崎雌側勝輔四

男� .女氏名

(西壁〉 年 月 日 繰生年月日

T 

本人住所

噛話番号 TEL: 

第 号認定番時

合格年月 {語暦) 年 月 -会場名;

前E出席 (西暦〉 年 舟 -会場名: 

‘f活発救急j去救窓員露定証番号

日泰救急員


第 … 号
資格者槽報
※資格を有する方 -B赤救急法教急員資格最終更新設
はご記入下さい

{西震) 年� Fき 日

受精料10，000円
 
(5，000円:研修襲、箆設使用料、墨金代)
 

舗 考
 (3，000円:登録料・年酪1，000円x3年分)� 
(2，000円:日泰教材費)
来SAJスキー教程「安全繍Jfま難途受注販売� 

SAJスキー教程r 雌入希望安全議』
来ご購入希懇の方lまO脅して下さい

所購

索週金社� 

orスキーヲラプ

所属名"自体長名

印� 

指属住所

電話番号

γ 

ーーーー曲帽刷版刷際酬世相臨ーーーーーーーー輔輔欄輔醐輔輔帽ーーーーーーー圃圃醐柵欄欄咽ーーーーーーー・醐醐欄輔酬刷圃ー-------国踊酬酬幽輔圃ーーーーーーーー暗掛醐酬岬輔圃ーーーーーー園田園酬醐剛刷岨・・ーー�  

γEL 

業摂量生の景霊ならびに時量盟捻印の調印fJt必須左なり室すn

長野県スキー場安全対策協議会


