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ススキキーー・・ススノノーーボボーードド指指導導者者養養成成講講習習カカリリキキュュララムム
指導員・準指導員検定受検予定者を対象に下記の養成講習を実施いたします。

ⅠⅠ 指指導導員員養養成成講講習習会会（（理理論論））

１１ 日日 時時 ２０２０年１２月６日（日） 受付 ９：３０～９：５０

２２ 会会 場場 津高公民館 〒 岡山市北区栢谷

３３ 受受 講講 料料 ３ ０００円（受付時にお支払いください。）

４４ 申申 込込 みみ 不要（直接受付へお越しください。）

５５ 持持 参参 物物 ≪共通≫ 年度ＳＡＪ会員証 教育本部オフィシャルブック 資格検定受検者
のために 日本スキー教程「安全編」 スキー岡山
≪スキー≫日本スキー教程 ≪スノーボード≫日本スノーボード教程

６６ 参参加加資資格格 新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる遵守事項に同意する者。

【【問問いい合合わわせせ先先】】房野 操 携 帯：

※※「「新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症予予防防対対策策ののおお願願いい」」 ２２１１頁頁 をを確確認認ししたた上上でで、、会会場場ににおお越越しし

のの際際はは健健康康チチェェッッククシシーートト ２２４４頁頁 をを必必ずず提提出出ししててくくだだささいい。。

ⅡⅡ 技技術術強強化化特特別別講講習習

別紙要項参照

ⅢⅢ 特特別別講講習習会会・・指指導導員員養養成成講講習習会会

別紙要項参照

ⅣⅣ 指指導導員員養養成成合合宿宿講講習習会会（（ＳＳＫＫＩＩ））

１１ 期期 日日 ２０２１年１月２３日（土）～２４日（日）※詳細日程は受付時に公式掲示をご覧ください。

２２ 会会 場場 だいせんホワイトリゾート

３３ 受受 講講 料料 ６ ０００円

４４ 申申 込込 みみ 所定の申込用紙（教Ｎｏ ）に必要事項を記入の上 受講料の振り込み明細票の写し

を添付して １月８日（金）までに下記申込先へ郵送又はメールで申し込むこと。

【【申申込込先先】】〒 津山市大田
中塚 雄祐 宛 アドレス：

【【振振込込先先】】ゆうちょ銀行 記号 番号
他行からの振り込みの場合は 五四八支店 普通口座
口座名義 中塚 雄祐（ナカツカ ユウスケ）

【【問問いい合合わわせせ先先】】中塚 雄祐 携帯：

５５ 受受 付付 ２０２１年１月２３日（土） ９：００ 中の原スキーセンター

６６ 持持 参参 物物 Ⅰ 指導員養成講習会（理論）と同様

７７ 参参加加資資格格 新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる遵守事項に同意する者。

８８．．宿宿 舎舎 鳥取県西伯郡大山町大山 とやま旅館 ：
※１月２３日（土）の宿泊は県連で一括予約する。宿泊料の清算は各自で行うこと。
※新型コロナウイルス感染症対策の状況によっては宿泊は各自とする。 その場合は追って連絡。

ススキキーー養養成成講講習習履履修修時時間間・・単単位位一一覧覧表表 ★印の講習は必修

区分・集合講習履修時間
期日・養成講習

基礎理論 指導実習 実技実習

（日） ★Ⅰ 養成講習（理論） ５Ｈ ―― ――

（土）～ （日） Ⅱ 技術強化特別講習 １Ｈ １Ｈ １０Ｈ

（土）～ （日） Ⅲ 特別講習 １Ｈ １Ｈ １０Ｈ

（土）～ （日） ★Ⅳ 養成合宿講習 ２Ｈ ２Ｈ １０Ｈ

養養成成講講習習修修了了にに必必要要なな集集合合講講習習履履修修時時間間 ６６ＨＨ ２２ＨＨ ２２００ＨＨ

※養成講習修了に必要な履修時間 時間のうち 集合講習 時間は上記の通り 自主学習 時間（基礎理論 時間、指導実習 時間

実技実習 時間は各自で行うこと。

※養成講習修了の有効期間は 指導員は３ヵ年 準指導員は基礎理論及び指導実習のみ２ヵ年とし 実技実習は受講年度のみとする。

※※「「新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症予予防防対対策策ののおお願願いい」」 ２２１１頁頁 をを確確認認ししたた上上でで、、会会場場ににおお越越ししのの際際はは健健康康チチェェッッククシシーートト ２２４４頁頁 をを必必ずず

提提出出ししててくくだだささいい。。

ススキキーー指指導導員員・・準準指指導導員員
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ⅠⅠ 指指導導員員養養成成講講習習会会（（理理論論））

スキー指導員・準指導員のⅠⅠ 指指導導員員養養成成講講習習会会（（理理論論））を参照

ⅡⅡ ススノノーーボボーードド特特別別講講習習会会

別紙要項参照

ⅢⅢ 指指導導員員養養成成合合宿宿講講習習会会（（ＢＢＯＯＡＡＲＲＤＤ））

１１ 期期 日日 ２０２１年１月２３日（土）～２４日（日）※詳細日程は受付時に公式掲示をご覧ください。

２２ 会会 場場 だいせんホワイトリゾート

３３ 受受 講講 料料 ６ ０００円

４４ 申申 込込 みみ 所定の申込用紙（教Ｎｏ ）に必要事項を記入の上 受講料の振り込み明細票の写し

を添付して １月８日（金）までに下記申込先へ郵送又はメールで申し込むこと。

【【申申込込先先】】〒 津山市大田

中塚 雄祐 宛 アドレス：

【【振振込込先先】】ゆうちょ銀行 記号 番号

他行からの振り込みの場合は 五四八支店 普通口座

口座名義 中塚 雄祐（ナカツカ ユウスケ）

【【問問いい合合わわせせ先先】】中塚 雄祐 携帯：

５５ 受受 付付 ２０２１年１月２３日（土） ９：００ 中の原スキーセンター

６６ 持持 参参 物物 Ⅰ 指導員養成講習会（理論）と同

７７ 参参加加資資格格 新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる遵守事項に同意する者。

８８ 宿宿 舎舎 鳥取県西伯郡大山町大山 とやま旅館 ：

※１月２３日（土）の宿泊は県連で一括予約する。宿泊料の清算は各自で行うこと。

※新型コロナウイルス感染症対策の状況によっては宿泊は各自とする。 その場合は追って連絡。

ススノノーーボボーードド養養成成講講習習履履修修時時間間・・単単位位一一覧覧表表

区分・集合講習履修時間

期日・養成講習
基礎理論 指導実習 実技実習

（日） Ⅰ 養成講習（理論） ３Ｈ ―― ――

日 日 日 Ⅱ 特別講習 ―― １Ｈ １２Ｈ

（土）～ （日） Ⅲ 養成合宿講習 ２Ｈ １Ｈ ８Ｈ

養養成成講講習習修修了了にに必必要要なな集集合合講講習習履履修修時時間間 ３３ＨＨ １１ＨＨ ８８ＨＨ

※養成講習修了に必要な履修時間 時間のうち 集合講習 時間は上記の通り 自主学習 時間（基礎理論 時間、指導実習 時間 実

技実習 時間は各自で行うこと。

※指導員受検者はⅠ 指導員養成講習会（理論）を必修とする。

※準指導員受検者はⅠ 指導員養成講習会（理論）及びⅢ 指導員養成合宿講習会を必修とするが 特別な事情がある場合に限り

実技実習４時間以下であれば 他日程で習得することを認める。

※養成講習修了の有効期間は 指導員は２ヵ年 準指導員は受講年度のみとする。

※※「「新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症予予防防対対策策ののおお願願いい」」 ２２１１頁頁 をを確確認認ししたた上上でで、、会会場場ににおお越越ししのの際際はは健健康康チチェェッッククシシーートト ２２４４頁頁 をを必必ずず

提提出出ししててくくだだささいい。。

ススノノーーボボーードド指指導導員員・・準準指指導導員員


