
実スキー指導員・準指導員 後期養成講習会 2間話

者

任

日
主

期

ム一日

受付

持ち物

連絡

信治熊会党

本部

武井番樹

渡辺壮介

平成  30年 1月 20日{土) ---21日(日) 

Mt.乗鞍スノ…ヲゾート

乗鞍観光センタ… 8 : 00---8 : 30 

各種教稜・ 2018年度 SAJ会員致鍛龍・養成講習修了証・各種レポート・

スキー用真一式・筆記用具・準指検定受検者は室内履き・その他必要に応

じて

※後期養成識調会は 12丹・ 1月両会場出痛で修了となりま らか

片方のみの出席は{惑すとみなされません。

乗鞍高謀説先案内所 TEL:0263-932147柿 

四季彩の密

手390・1513 長野際松本市安曇 4297-10

電話:0263-932518酬 



女スキー準語導員験窓会

在者  

f壬

期 日

場 

ft場烹

関 式

泊費

ち物

本部議舎

申 込 期間

武井

渡辺壮介

平成初年 2 月 17 日(士)~訪日(日}

実技 ι白乗鞍スノーヲゾ…ト

:乗鞍難先センター

乗鞍観光センター 8 : 00~8 : 30 

乗鞍観光センタ- 8: 30~ 

15，000円 *申込時納入*

各種教程・ 2018年度  SAJ会員整銀統・榛成講習修了証・ 1級合棒読〔コ

ピ…可)・ (35幽 X45翻いのり・ス分子…用真一式・筆記果関・

き e その飽必要に応じて

乗鞍高紫雛光察内所電話:0263-93嶋 2147

ピーポロ

〒390・1513 長野県松本市安曇 4306

竃話:0263-93剛 2728

平成  29年 12月 1日(食)--平成 30年 1月 19日(金)必着厳守

※講習期間中の負儀については各告での対応となります。

※所員匝体は、受講者を取りまとめの上、受講斜安添えて県連事務局苑に

一話で申し込むこと〈後績は詑、めなしサ。

※申込金の返金は療関としていたしません。

※申込書は f2018ス今ーながの」韻じ込み、又はホームページからダウ

ンロードした用紙 (A4) のみ使用のこと。その他は受付けない。



女B級検定員検定会

責任者

主 任

期 日 

iZkヰ 場

受付場所

開会式

参加費

持ち物

宿泊照会先

本部宿舎

申込期間

注 意

武井香樹

大島淳

平成 30年 2月 17日(土) "'"'18日(日)

実技:Mt.乗鞍スノーリゾート

筆記:乗鞍観光センター

乗鞍観光センター 8 : 00"'"'8 : 30 

乗鞍観光センター 8: 30"'"' 

4，000円 *申込時納入*

各種教程・ 2018年度  SAJ会員登録証・ C級検定員証(ライセンス)

写真 1枚 (35皿 X45皿)・のり・スキー用具一式・筆記用具・室内履き・

その他必要に応じて

乗鞍高原観光案内所電話:0263・93-2147

ピーボロ乗鞍

干390・1513 長野県松本市安曇 4306

電話:0263・93-2728

平成 29年 12月 1日(金)---平成 30年 1月 19日(金)必着厳守

※講習期間中の負傷については各自での対応となります。

※所属団体は、受講者を取りまとめの上、受講料を添えて県連事務局宛に

一括で申し込むこと(後納は認めなし、)。

※申込金の返金は原則としていたしません。

※申込書は 12018スキーながの」綴じ込み、又はホームページからダウ

ンロードした用紙 (A4)のみ使用のこと。その他は受付けない。



*ABC級検定員クリニック(盟輸・実技)

糞任者�  

f壬

期 日� 

2dh 場3Z 

受付場所

開会式

参加費

持ち物

連籍事項

申 込 期損

注 意

武井香樹

西村

平成� 30年� 3jJ30日(金)

実技:菅平高潔スキー場

理論: ヲゾートセンター

トセンタ- 11: 30'""'"' 12 : 30 

受付時にご案内いたします

理論十実技� 3，000円 *申込時綿入* 

2018年度� SAJ会員整録証・所持資格証・パーコード{県外湾奇麗者不要〉

.ス~…用具一式・筆記用具・室内属き・その組必要 iこ応じて

は限りがございます。一般のお客様も起こしになりま

すので、お車の方は乗り合いでお越しくださいますようご協力ください。

平成部部2月� 1悶〈木)'"平成 80年 2月28日(水)必着厳守

中の負携については各自での対応となります。

※続講自体辻、受講者を取りまとめの上、受講料を添えて県連事務局宛に

し込むこと{後績は認めなしす

※申込金の返金は原~IJ としていたし

※申込護警は� r2018スキーながのj 又はホームページからダウ

ンロードした用紙� (A4) のみ使用のこと。 の能は受付けない。



*スキー指導者理論研修会

責任者

主 任

期 日

受付場所

理 三ロδ聞、

参加費

持ち物

連絡事項

申込期間

注 意

武井香樹

掛川 要一

平成 30年 3月 31日(士)

実技・理論両方受講 菅平高原国際リゾートセンター 8 : 30"-'9 : 30 

理論のみ受講 ホテルシュワルツ体育館 14 : 30"-' 

ホテルシュワルツ体育館 14 : 45"-' 

理論+実技 5，500円 *申込時納入*  

2018年度  SAJ会員登録証・所持資格証・バーコード・理論若しくは実技

修了証(理論もしくは実技片方のみ修了者)・スキー用具一式・筆記用具・

室内履き・その他必要に応じて

会場周辺の駐車場には限りがございます。一般のお客様も起こしになりま

すので、お車の方は乗り合いでお越しくださいますようご協力ください。

平成 30年 2月 1日(木)---平成 30年 2月 28日(水)必着厳守

※講習期間中の負傷については各自での対応となります。

※所属団体は、受講者を取りまとめの上、受講料を添えて県連事務局宛に

一括で申し込むこと(後納は認めなし、)。

※申込金の返金は原則としていたしません。

※申込書は 12018スキーながの」綴じ込み、又はホームページからダウ

ンロードした用紙 (A4) のみ使用のこと。その他は受付けない。



女スキー指導者実技研{彦会

武井香樹

掛川要一

平成 30年 3月 31日(土) --4月 1日(日)

実技:菅平高原スキー場 

3月 31日(土)菅平高原国際リゾ…トセンター 8: 30--9 : 30 

受付時にご案内いたします

理論+実技 5，500円 *申込持納入* 

2018年r蜜 SAJ会員登録証・所持資格競・パーコード{県外所屠者不要)

.スキー照其一式・筆記飛呉・主義内壊さ・その能t必要に応じて

会場罵辺の駐車場iこは譲りがございます殻のお客様も揺こしになりま

すので、お棄の方法乗り合いでお越しくださいますよるご協力ください。

蓑平高原隷舘組合事務局小林  TEL:0268ヴ4・2003

本 ホテルシュワルツ

宇386幽 2204 長野県上田市菅平高原 1223・1515 

T日L:0268幽 74圃 2410

申込期 平成  80年 2月 1日(木)'"平成 80停 2月 28日(水)必着厳守

※講習期間中の負傷については各自での対応となりま

※所隅団体は、受講者を取りまとめの上、受講料を添えて県連事務局宛に

一捕で申し込むこと(後納は認めなしサ。

※申込金の返金は原員Ijとしていたしません c

渓申込番は 12018スキーながの」緩じ込み、又はホ…ムページからダウ

ンロ…ドした用紙 (A4)のみ装用のこと o その龍泣受{寸けない。



女スノ…ボード指導員・準指導員養成講習会

任者

佳

期 日

場

付場所

開会式

参加費

持ち物

連絡事婁

宿治顎会先

本部寵舎

申込期間

注意

武井香樹

碓井昭開

平成� 30年� 1月� 20日 ~抗日{日)

菅平高原スキ…場

菅平高原国際リゾートセンタ…� 8: 00"""'8 : 40 

菅平高原スキー学校前� 9: 00""'" 

6，000円 *申込時納入* 

2018年慶� SAJ会員経鍛統・所持資格証・スノーボード� 1級合格証(コピ

ー可ト竿棄� 1枚(養成講間修了証用品皿X45阻)・スノーボード用

式・筆記現具・上騒ぎ・その他必要に応じて

※会場の駐車場に体められるお数に限りがごさいますので、乗り合いでお

越しくださいますようご協力くださL、。閣辺の無料駐車場をご利用くださ

し、。

小林電話:0268・74・2003

今井館

予386-2204 長野県上EB市菅平高原� 

:0268マ4-2061

平成29年� 11月初 日 明 )--12Jl22自〈金}必着厳守

※講習期間中の負協については各自での対応となります� c

※所属団体は、受講者を取りまとめの上、受講料を添えて際連事務局先に

一括で申し込むこと(後納は認めなし、)。

※申込金のi援金は原則としていたしませんc

※申込換は� f2018スキ}ながの」緩り込み用紙、又はホ…ムペ…ジから

ダウンロ…ドした用紙� (A4) のみ使用のこと。その他は受付けない。



女スノーボード準指導員検定会

責任者

王 任

期 日 
h-
コミ 場

受付場所

開会式

参加費

持ち物

宿泊照会先

本部宿舎

申込期間

ニ己己

在 居、

武井香樹

碓井 昭則

平成 30年 2月 17日(土) -18日(日)

実技:菅平高原スキー場

筆記:菅平高原国際リゾートセンター

菅平高原国際リゾートセンター 8 : 00-9 : 00 

菅平高原スキー学校前 13 : 00-

15，000円 *申込時納入*

各種教程・ 2018年度  SAJ会員登録証・養成講習修了証・ 1級合格証(コ

ピー可)・写真 1枚(受験票用 35皿 X45皿)・のり・スノーボード用具一

式・筆記用具・上履き・その他必要に応じて

菅平高原旅館組合事務局小林電話:0268・74・2003

今井館

干386・2204 長野県上田市菅平高原

電話:0268・74・2061

平成 29年 12月 1日(金)--平成 30年 1月 19日(金)必着厳守

※講習期間中の負傷については各自での対応となります。

※所属団体は、受講者を取りまとめの上、受講料を添えて県連事務局宛に

一括で申し込むこと(後納は認めなし、)。

※申込金の返金は原則としていたしません。

※申込書は f2018スキーながの」綴じ込み、又はホームページからダウ

ンロードした用紙 (A4) のみ使用のこと。その他は受付けない。



女スノ…ボ…ド指導者誘修会

費狂者

参加

持ち物

連絡事

申込難関

詮

口い円

場
付


主

顛

受

開

ム一ム



設弁香樹

田遵

平成 30年 3月 31日(土) "'4月 1日(呂) 

3月 31日(土)菅平国際ヲゾートセンタ 8: 30----9 : 30 

受付時iこご案内いたします

実技:菅平高原スキー場

理論  :3丹 31お JAf言州上関 

5，500円 *申込時納入*  

2018年度  SAJ会民主査録証・所持資格統・スノーボード用 -筆記用

具・室内韓き・その能必要に応じて

会場罵辺の駐車場にi郡長りがございますむ一散のお客議も誼こし iこなりま

すので、お車の方は乗り合いでお越しくださいますようご協力ください。

平成初年  2月 lお〈木)~平成初年 2 月 28 日(水)必輔厳守

※講習期間中の負傷については各自での対応となります。

※所属団体は、受講者を取りまとめの上、受講料を添えて県連事務純宛

一括で申し込むこと(後続は認めなしサ。

※申込金の返金は探員Ijとしていたしません。

来申込書は f2018スキー在がの」鞍じ込み、又はホームページからダウ

ンロードした用紙 (A4) のみ使用のこと。その他は受付けない c 


