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平成24年度教育部各種行事要項

1．所思琵薄　く教育奉告誓係章票担当者卜会意
○教育部主管行事の詳細、○前年度からの変更点、○重点項目、○資格維持についての重要伝達事項、

○行事活性化のための意見交換　等を行います。

（1）期日　　　　　平成23年8月29日（月）19：00～20：30

（2）会場　　　　　名古屋港湾会館（名古屋市港区港町ト11）TFL n52－659－17r）n

地下鉄「名古屋港（1番出口）」徒歩2分
（3）会場受付　　　8月29日（月）18：30～

（4）目的　　　　　平成24年度教育部行事の主旨、内容詳細説明

（5）対象　　　　　各クラブ事務担当者及び準じる方・H24年度SAA行事運営に携わる方

（6）を拐鑑　　　　専用駐車場はありません。ガーデンふ頭監事堤（有料）をご利用ください。

2．平成24年度全日本スキー連盟指導者研修会　（愛知県スキー連盟主管のみ掲載）

行　事　名 備　　考

とこ諮れ主／　富ヴj芯一蓼

理論②　名古屋会場Ⅰ
理論③　名古屋会場Ⅱ
理論④　ウイングヒルズ白鳥リゾート会場

全日本スキー連盟
指導者研修会

萱理論⑤　ほおのき平会場　　　　　　　　　　　　　‡

1　　イン　ヒルズ　川リゾートコ；Ⅰ

実技②　キロロ会場（北海道）
実技③　ウイングヒルズ白鳥リゾート会場Ⅱ
実技④　ほおのき平会場Ⅰ
実技⑤　きそふくしま会場
実技⑥　白馬五竜会場
実技⑦　ほおのき平会場望

※理論と実技は、それ
・71♪1．，　1「ここ11ヽ11　　1111士　Jト

」，1．レ　▲ド＿一〔′、⊥、　L拍桶　ラ

ることが必須です。

※東海北陸ブロック内他県連主管の指導者研修会に参加申込みする場合は東海北陸ブロックの指導
者研修会要項・申込書を使用してください。

［1］指導者研修会　理論①　豊明会場
u　期日

（2）会場

（3）申込締切

（41会場専付

（5）会場費

（6）その他

［2コ指導者研修会
（1）期日

（2j会場

（3）申込締切

（4）会場受付

（5）会場費

（6）その他

平成23年10月2日（臼）13：UU～1／：UU

豊明市文化会館（豊明市西川町広原28番地1）TELO562－93－3310

平成23年　ヨ　　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
1∩月2日（日）12：15～

1，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込下さい）

資料代（オフィシャルブック等）は研修会（実技）参加費に含めて徴収します。
①特別講師として千葉一之氏の招碑を予定しています。
②スキー教程・筆記用具を持参下さい。
⑤研鯵会口径は当日発表。
④補充単位は実技研修会にて実施します。

理論②　名古屋会場Ⅰ（夜間コース）
平成23年10月19日（水）18：00～21：00

名占鹿ポートビル　講堂（名古屋市港区港町ト9j TEL O52－652－Hil

地下鉄「名古屋港（3番出口）」徒歩5分
平成23年　］　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
10月19円（水）17：45～

1，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込下さい）

資料代（オフィシャルブック等）は研修会（実技）参加費に含めて徴収します。
①スキー教程・筆記用具を持参下さい。
②研修会日程は当日発表。
③補完単位は芙技研笛会にて実施しよ㌻。
④専用駐車場はありません。ガーデンふ頭駐車場（有料）をご利用ください。



L3」指導者1打倒巧者

（1）期日

（2）会場

（3）由i入寮切

（4）会場受付

（5）会場費

′〈ヽ　一　て一　上1

ヽUノ　L VノIl王ら

L4」1骨専有疇汀惨苦

（1）期日

（2）会場

（3）申込締切

（4）会場受付

（5）費用

（6）その他

東、糎日は
憮野草弼鹿瀬．戒厳

埋瞥妙　名古屋吉夢止　倶l間コースj

平成23年10月26日（水）18：00～21：00

名古屋ポートビル　講堂（名古屋市港区港町ト9）TEL O52－652－1111

地下鉄「名古屋港（3番出口）」徒歩5分
平癒23年　目　　R　　　必着　r辱知県スキー連層専務帯解軽出1

所定の申込書に記入の卜、2部提出ください。（1部コピーにて可）
10月26日（水）17：45～

1，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込下さい）

資料代（オフィシャルブック等）は研修会（実技）参加費に含めて徴収します。
ノマヽ・一号　ユ　　　聖．ヱ亡！　　丹一三「1ロコ　妄言　ナ＿！忠生で⊥．ヽ．
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②研修会日程は当日発表。
③補充単位は実技研修会にて実施します。
④専用駐車場はありません。ガーデンふ頭駐車場（有料）をご利用ください。

痙崩砲・ライングヒルズ白鳥タブート会場
平成23年12月16日（金）13：00～17：00

ウイングヒルズ白鳥リゾート（岐阜県）

平成23年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）
所定の申込書に記入の」∴　2部提出ください＿　（1部コピーにて可）
12月16日（金）12：40～センターハウス2Fレストラン

資料代（オフィシャルブック等）は研修会（実技）参加費に含めて徴収します。
会場費不要。
①スキー教程・筆記用具を持参下さい。
′弓、＼て正ム女一∠ゝ、⊂！fnlゝ）血こ【コ　聖士
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［5］指導者研修会　理論⑤　ほおのき平会場
（1）期日

（2）会場

＼Jノlヤ　△△　曹yJ

（4）会場受付

（5）費用

（6）その他

［6］指導者研修会
rl）期R

（2）会場

（3）本部

（4）申込締切

（5）会場受付

（6）研修会費

（7）その他

平成24年3月23日（金）13：00～17：00

ほおのき平スキー場スキーセンタ二

1L乃乳∠4二？ニJノ1J P t月ヽノ　比、有　し箕ズ日興ノ＼－r－埋鼠争鷹J可う屯備EFロノ

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
3月23日（金）12：40～　スキーセンター（ほおのき平スキー場内）

資料代（オフィシャルブック等）は研修会（実技）参加費に含めて徴収します。
会場曹不要。

①スキー教程・筆記用具を持参下さい。
②研修会日程は当日発表。

実技①　ウイングヒルズ白鳥リゾート会場Ⅰ
平成23年12日川口　十）～H R Hヨ）

ウイングヒルズ白鳥リゾート（岐阜県）
ホテ／レ　ヴィラ・ウイング　TEL O575－86－3518

平成23年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局苑提出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
12月10日（土）9：00′→Y9：30　センターハウスZFレストラン

※受付時、ライセンス提示のこと。
5，500円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）

①スキー教程・筆記用具を持参下さい。
②宿泊は各自で手配下さい。
◎金敷中の日程については本執掲示を後先します。

ヱー



亡7】指導者研修会
（1）期日

（2）会場

（3）現地本部
（41由i入寮切

（5）会場受付
（現地本部）

く6）前置会費

（7）その他

［81革導者研修会
（1）期日

（2）会場

（3）本部

（4）申込締切

（5）会場受付

（6）研修会費

（7）その他

［9］指導者研修会
（1）期日

（2）会場

（3）本部宿舎
（4）申込締切

／rヽ′△・揮空・す▲！
＼Uノ」へ・：耕ノーメ＿暮」

（現地本部）
（6）研修会費

（7）その他

［10】指導者研修会
（1）期日

（21会場

（3）本部宿舎
（4）申込締切

（5）会場受付
（現避本部）

（6）研修会費

（7）その他

東馳河浦・盲

働璽繍柊・軋！こ魂

実技㊧　キロロ（尭海産ラ金額
平成23年12月10日（土）～11日（日）

キロロスキー場（北海道）
ホテル　ピアノ　　TEL O135－34－7111

平成23年　目　ヨ　　　必着　r愛知県スキー連閤専務同額捏坦）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
詳細は申込締切り後、参加者に直接連絡します。
ホテル　ピアノ　　TEL O135－34－7111

※受付時、ライセンス提示のこと。
5，500円（所定の用範にご墓知県スキー遠望事務局宛振込み下さい）

資料代（オフィシャルブック等）は研修会参加費に含めて徴収します。
①詳細はSAAホームページにてお知らせします。

②別途旅行案内があります。
③講師として、SAJナショナルデモンストレーター又はSAJデモンストレーターを

予定しています。

④スキー教程・筆記用具を持参ください。
⑤参加人数・天候等の諸事情により、予定変更あり。

実技＠　ウイングヒルズ白鳥リゾート全廃韮
平成23年12月17日（土）～18日（日）

ウイングヒルズ白鳥リゾート（岐阜県）
ホテルヴィラ・ウイング　TEL O575－86－3518

平成23年　月　］　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）
慕宕‘㌻；虫：言争い・ニコ1ノで、．．　つ士汀一日誓uJ　ノ　とざ　～、・　　／1士n　三ト○＿＿一一一‾：Trヽ
Jノlノ、」り・I　火」上呂　LHLノ＼rノ」＿、】HiJj′ヒDj、ヽ／」LJ r～D　＼エ　Hij－」　　t」L Hjノ

12月17日（土）9：00～9：30　センターハウス2Fレストラン

※受付時、ライセンス提示のこと。
5，500円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）

①スキー教程・筆記用具を持参下さい。
②宿泊は各自で手配卜さい。
③会期中の日程については本部掲示を優先します。

実技（参　ほおのき平会場Ⅰ
平成24年1月21日（土）～即日（日1

ほおのき平スキー場（岐阜県）
中村館　TF10578－89－2421

平成23年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
1月21ロ（土）3：00－－－9：3（〉　雷鳥（ほおみき竿ス寺　場汽）TEL〇577－79－2452▼　　＿、＿　　　＿　；　11　　　　　　　　　一　　　■

※受付時、ライセンス提示のこと。
5，500円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）

①スキー教程・筆記用具を持参ください。
②宿泊は各自で手配下さい。
③会顛中の日産については本蔀掲不を優先します。

美技⑤　きそふくしま会場
平成24年1月24日（火）～25日（水）

きそふくしまスキー場（長野県）
P．かおる　TEL O264－27－6404

平成23年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
1月24日（水）9：00～9：30　受付会場未定

完受付等、ライセンス提示みこと。
5，500円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）

①スキー教程・筆記用具を持参ください。
②宿泊は各自で手配下さい。
③会期中の日程については本部掲示を優先します。

5



LllJ　守宮尊者研修蕾

（1）期日

（2）会場

（3）本部宿舎
「41申主人蘇切

（5）会場受付

（現地本部）
（6）研修会費
′－ヽ　－す．一・JJ－

ヽl／　L LノIUユ

L12」1官尊首相鯵繋

（1）期日

（2）会場

（3）本部宿舎
（41申i入擦切

（5）会場受付

（現地本部）
（6）研修会費
／りヽ　■ナ　′－J；l宣

＼lノ　」　∨ノtuユ

オ転嘩伊か首
r県躯寒路象守軋ド芸已東

邦更唱j　日馬血電電安静

平成24年2月20日（月）～21日（火）

白馬五竜スキー場（長野県）
P．ベル曳－ジュ　TFl▲　∩261－75－2662

「脅知県ス溶一連誓専務吊菊埠出1

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
2月20日（月）9：00～9：30　エスカルプラザ　TEL O261－75－2101

※受付時、ライセンス提示のこと。
5，500円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）
／1＼．一子　ユー　　　立′．∃三三　　　竹＝㌻1日コ　∈　ヰ＿kk去五　日一∫ユ・、、

ヽLノ／、‾l　　；七人1ヨ二　　手PLりIjクモ‾くL】り肇P＼　タ、＿しこ　Y’0

②宿泊は各自で手配下さい。
③会期中の日程については本部掲示を優先します。
④希望者には、宿泊＋リフト込みの特別割引プランがあります。詳柵については

SAAホームページに掲載します。

共‡箕W　ほおのぎ平吉顎F山

平成24年3月24日（土）～25日（日）

ほおのき平スキー場（岐阜県）

中村館　TEL O578－89－2421

平成ク4iER R R　　　必着（蓉知県スキー連撃事務局菊握出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
3月24日（土）9：00～9：30　雷鳥（ほおのき平スキー場内）TEL O577－79－2452

※受付時、ライセンス提示のこと。
5，500円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）
／了＼一事、ユー　　　劫．土口　　情⊇「En　∈三　ユ＿！d三女　＝－∫エ・盲
＼．土ノ′ヽ‾l　　　壬だ人1コニ　　羊PLJ／1才モ亡」1ヽ　登夢㌢　＼JL（．ニ　V　■0

②宿泊は各自で手配下さい。
③会期中の日程については本部掲示を優先します。

写＿　玉露瘡ウA益．蒙等触温まあー凍坦滑j砦遭島始唐金熟す常男鹸瘡亭蓼羽仝▼r t　　■rl●■　　◆●　J■■■ヽ　V　、′－▼　「　　　　■′▼　－　　　　｛′■y‥■●■▼■　■一一■　▼　「

行事名　　　　　　　　　　　開　催　日　時　　　　　　　　　　　　場　所

検定会（理論・実技）　書平成24年3月 3日（土）～4日（日）　卓ほおのき平スキー場

＜準指導員受検者申込要項＞
り支棟村　　　　ZZ川UU H　桝疋（り用紙iこ▼し竺対l県／ぺキー‾】整温単語J尋宛版J△‘サトさい。ノ

但し養成講習会参加において、別途費用が必要になります。
（2）受検資格　　スキー指導者検定規程のとおり。

（3）申込締切　　平成23年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

所定の受検願書に本人自筆（2部）の上．1線以上の証明書（コピー可上単位受検

者は単位修得証明書を添えて2部提出ください。（1部コピーにて可）

行　事　名 儖X��ﾖﾂ�

準指導員養成講習会A（理論）豊明市文化会館 儺ｹ�ｲ�
工戸畑当字貝・食凡に 做ﾙ����x�(��ﾛ9�X�ｨ��8ﾘ��℡､ｨ�ﾈ��6ﾘ�(��4ﾘ�)iｨ6ﾘ����f�-��ﾈ5�4ﾈ�ｸｵﾙUy,8ｹ謁�ZR�凸’LJ蓋択化、唄 （1回以上出席してください） 

準指導員養成 伜ｨ�橈8�凉ﾙ��ｨ����ｭﾈ-�5�4ﾈ�ｸ�･�ｷ霍ﾙd��

準指導員養成 做ｸ橈H�們�ｵｨ�Yyﾙ��｢�D・E・Gの内2回以上 選択必須 （n・Rの内1河は必須） 

準指導員養成 兀咽ｸ橈X�們�ｵｨ�Yyﾙ��｢�
享墾j宕遣吊養緒 ��H�H6x��tx��%4�ｷh����yW�5�4ﾈ�ｸ耳ｹ8捧=ｸ､ｨﾜ3��

養成講習会修了にはくA〉、くB・Cの内1回〉、くD・E・Gの内2回以上（D・Eの内1回は必須）〉の受講が必 
要です。 
準指導員養成講習会Bは2日間受講で1回とみなします。 
※公認スキー学校が主催する養成講習会（G）の開催情報は、平成23年9月20日以降詳細が決まり

伏第、1隕伏bAAホームへ一二／に掲載しまう。

早



ヰ中　線七わ臣一首

「県新車醜ザJ代記銘

［1］華摘導貞養成幕営会A纏論）　　束必須
（1）期日　　　　　平成23年10月2日（日）　9：30～17：00

（2）会場　　　　豊明市文化会館（豊明市西川町広原28番地1）TELO562－93－3310

（3）申込締切　　平成23年］　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）
帝京の申i人草に記入の上2寒狩出ください　（1部コピーにて可1

（4）会場受付　　10月2日（日）9：00～9：20

（5）会場費及び　4，600円（会場費・オフィシャルブック・受検者のために）

資料代　（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込下さい）
※指導員受検者で、今年度の愛知県スキー連盟主管指導者研修会参加者は2，800

／－÷－　「　　・　　　　　メ　　タi－J一丁‾打点Jr′ゝ＿孜　rl倣・hT∴ウトワ㌧ヽ

目　し　フ。　＼ぺ／′「／モ‘ル‘ノン／iよ覇盲空ぎ石質Ll夢消え好手りり

※資料発刊元で資料代が最終確定していないため、過不足が生じる場合がありま
す。その場合、返金又は追加徴収することがあります。

（6）その他 ①スキー教程・筆記用具を持参下さい。
②講習会日程は当日発表。

L2」準持導貝糞尿講習茸bt埋脊：快間2日間Jl訂むスキー場菅葛阪急1野

獣選択必須　8・Cのうち1回以上受講してください
（1）期日

（21会場

（3）申込締切

（4）会場受付

（5）費用

（6）その他

B①平成23年10月19日（水）18：00～21：00

B②平成23年10月26日（水）18：00～21：00

名古詩ポートビル　B会議宰（名、キ犀南港区j柴町1－91TEL O52－652－1111

地下鉄「名古屋港（3番出口）」徒歩5分
平成23年　］　目　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
10月19日（水）17：45～　・10月26日（水）17：45～
1　ざヽ′＼′ヽ　nn　／．人＿⊥⊆！銭．　　－■　ヱ乙‥」．J Lノ・＿J　＿ヽ

⊥I　ムUVlJ　ヽコ言■顎か‾見　‾　－ノリtlJ tヽF＝l tJ　ノ

（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込下さい）
①スキー教程・オフィシャルブック・受検者のために・筆記用具を持参下さい。
②講習会日程は当日発表。
③専用駐車場はありません。ガーデンふ頭駐車場（有料）をご利用ください。

LdJ準帯導貝養成許胃管C u里瞥　育むスキー傲菅汝急法

（1）期日

（2）会場

（3）申込締切

（4）会場受付
（5）費用

（6）その他

（7）注意

※選択必賓　B・Cのうち1回以上受講してください
平成23年10月23日（日）10：00～17：00

名占一屋港湾会館（名占▲産直港区港町卜11）TEL O52－659－1700

轍下鉄「名キ犀湊　rl蒸出口）巨律歩2分

平成23年・∃　　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
10月23日（日）9：30～9：50

1，200円（会場費・三角巾代含む）
′二【二ヒ王ナノ丁、臼こ3乙汀丁▼†▼一一三立．た．lE王　一号　エー　　ヽ丁ヒr！白一＝ヒ・マケ「1JL一　丁一・1T⊥・、．ヽ

＼ノノーノJニ＞ノ／1」／，ナヽYL－　＼虎＿人目ク丁て／ヽ←l J三：ヒ血‾∃rl：刀ルリグ也】肌ALさI Lニ1／一／

①スキー教程・オフィシャルブック・受検者のために・筆記用具を持参下さい。
②日程は当日発表。
③専用駐車場はありません。ガーデンふ頭駐車場（有料）をご利用ください。
会場内及び会場建物内では、昼食を持ち込んで食べることはできません。昼食を
お寸守りい7こ7こい7こ場首は、言寄Cリ外でおとりく7こさい。

〔4コ準指導且養成講習会D（美技・理論）※選択必須　D・玉のうち1回以上受講してください
（1）期日

（2）会場

（3）本部宿舎
（4）申込締切

（5）会場受付
／王！∃！！ム・－主一・・たけヽ

ヽ二ノL′‘uJ／1‘ヽHIJ′

（6）受講料

（7）その他

平成24年1月21日（土）～22日（目）

ほおのき平スキー場（1時阜県）

中村館　TEL O578－89－2421

平成23年、月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
1月21日（土）9：00～9：30　雷鳥（ほおのき平スキー場内）TEL O577－79－2452
ヽ∴／丈とJ！出ヒ　　璧丁－一半芸象召ヨAム七・・．■7三つrJL－jd二三±ゝ．′さ、、－　T

′■＼＿メーIJl■ヽJ　ヽ　‘典二J九mm t＝1ムーlクJ PIL L Tリ　クーVノ、・＿．．」　D

5，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）

①宿泊は各自で手配下さい。
②会期中の日程については本部掲示を優先します。
③スキー教程・オフィシャルブック・受検者のために・筆記用具を持参下さい。

r



ヰ車ユ締切即註
r鼻新約斉楓、西域厳

Lb」平婿等員葦原講習管長も末技・埋草J敦慮決必翠　か鑑のフち1担似上質許してくたさい
（1）期日

（2）会場

（3）本部宿舎
（4う由う入揺切

（5）会場受付

（現地本部）
（6）受講料
／－ヽ　ワ　．丁・．′－1－

＼1′　L VノtLn

平成24年2月18日（土）～19日（日）

ほおのき平スキー場（岐阜県）
平湯プリンスホテル　TEL O578－89－2424

平成24勾　　月　日　　　　新案（辱知県スキー連甥事務吊窟j蚤出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
2月18日（上）9：00～9：30　雷鳥（ほおのき平スキー場内）TEL O577」79－2452

※受付時、養成講習会修了証を持参のこと。
5，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）
′てヽノ三三二品1ユノケ　丁エ1　ナ九・三二：腎：「「r■　エー1．

＼ユノーlJIH†dヽ1コ　rコ　㌧THLl Lニ　V o

②会期中の日程については本部掲示を優先します。
③スキー教程・オフィシャルブック・受検者のために・筆記用具を持参下さい。

［6］準指導員検定会　理論・美技検定
LlJ期日

（2）会場

（3）現地本部

（4）会場受付
r5）その他

半放Z41丁3月J H L二にノ　～4H LHJ

ほおのき平スキー場（岐阜県）
シュプール（ほおのき平スキー場内）TEL O577－79－2563

3月3日（土）9：00～9：30（現地本部）

のビブを着用して受検のこと＿

②宿泊は各自で手配下さい。
③会期中の日程については本部掲示を優先します。

ほ謡義貞養成講習会Bは2。間受講で1回とみなします。　　　　　　1
※公認スキー学校が主催する養成講習会（G）の開催情報は、平成23年9月20日以降詳細が決まり
次第、順次SAAホームページに掲載します。

￥く館て！・ずゝ黄「語≡黎羽∠ゝ／7ヽ女ブ頭1菅餞掛目トキ　ノー　昂Fr環七卜
′■ヽ　伊　・■　　　ヽ－■r r　■■－　－、／「′■ヽ141■　トー■　J■J■　　‾　1■　′′ヽ′′′■l■　■■l　ヽ一、　一　　1

※A・B・C・Dの受講申込ほか実施要項は、「2．準指導員検定」をご覧ください
※主催：東海北陸ブロック公認指導員養成講習会Fについての受講料は「未定」

［1］公認指導員養成講習会F（実技・理論）※選択必須　D・Fのうち1回以上受講してください
tU期日

（2）会場

（3）本部宿舎
（4）申込締切

（5）会場受付

（現地本部）
（6）受講料
（7）その他

半批24生F Z月18　H L工ノ　～用　目　　口ノ

金沢セイモアスキー場（石川県）
未定
平成　年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

所定の申込書に記入の上．2部提出ください＿　（1部コピーにて可）

未定
※受付時、養成講習会修了証を持参のこと。
5，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）

（D会場受付等詳細については決定次第SAAホームページに掲載します。
／寄ヽナナ、山＝　人7・⊥1－〆1－コr「‾T‾　く一t・

1±ノIt∃1H t亡少、H　ト」　ヽ　J lコL l l一二　Y o

③会期中の日程については本部掲示を優先します。
④スキー教程・オフィシャルブック・受検者のために・筆記用具を持参卜さい。

£



束・申且締切日仔

懐息紆郎観紳」ド滅

5．半成24年度全日本スキー連盟公電路指導具襟足貧及びA級楔定員顔痘会
（1）会　場

′ごヽヽ　二口上ムー　ま・」ナウ

＼ムノブL′lユニ′十へPIJ

（3）申込締切

（4）受検資格
（5）受検料

（6）その他

注意事項

ノア　ノヽ、1し∈2　　　　円　J，づ　J　～　ヽユ．亡！！！ヽA＿′十1　！．■－ゝ．己で
′ロコ耳一切ヽ　ゴヤ′d・′－ノJL一びノ人，リノ4さ米r】老PnTく9

平成23年12月　日　　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛捏州）

所定の受検願に本人自筆の上、提出ください。
スキー指導者検定規程・スキー公認検定員規定のとおり。

指導員20，000円　A級検定員5，000円

しけT疋もり用帯tに－し質料l県ノぺキー虔温拳務ノ司夕邑振込dサ「さい。ノ

①受検願は県連事務局で受取って下さい。
②本人自筆のこと。
③受検資格・手続については検定規程のとおり。
SAl‾一括発送書類のため▼＿　書類不備は一切受付できません＿

6．B・C級検定鼻検定会及びA・B・C級検定員クリニック
開　催　日　時

R級検定全（理論・実技） 平成24年3月　3日（十）～　4日　r日） ほおのき平スキー場

C級検定会（理論・実技）∃平成24年3月24日（土）～25日（日） ほおのき平スキー場

［1］B級検定員検定会　理論・実技
（1）期日

＼ムノコ言切

（3）本部宿舎
（4）申込締切

Lbノ芸場：支1寸

（現地本部）
（6）受検料

（7）受検資格
（R）その他

平成24年3月3日（土）～4日（日）
と一一エ＿　∴　ヽ＿二TT r　ユ　　　　エ＿R　　／Ll　亡1！∈⊇＼

シュプール（ほおのき平スキー場内）TEL O577－79－2563

平成24年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）
※但し、平成24年度公認指導員検定合格者は2月29日（水）必着
所定の受検願書に本人自筆の上、2部提出下さい。（1部コピーにて可）
し軟便jE貝ま止リノコヒ一色1郡汀汀し‾し「さい。

3月3日（土）9：00～9：30　シュプール

※SAJ会員証・指導員ライセンス・検定員証を必ず持参のこと。
4，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）
スキー公認桧定員規程のとおりr

（D宿泊は各自で手配下さい。

②会期中の日程については本部掲示を優先します。

［2］C級検定員検定会　理論・実技
LU期H

（2）会場

（3）本部宿舎

（4）申込締切

（5）会場受付

（現地本部）
（6）受検料

（7）受検資格
′′ヽヽ　1一タ　．・F、　ん1＿

＼U／　し　〉ノIuユ

半枇24午3月　∠4　目　し工ノ　～Zb H LHノ

ほおのき平スキー場（岐阜県）
中村館　TEL O578－89－2421

平成24年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）
所定の受検匪幸甚丁太人自筆の上．2部提出下さい＿　（1部コピーにて可）

3月24日（土）9：00～9：30雷鳥（ほおのき平スキー場内）TEL O577－79－2452

※SAJ会員証・指導員ライセンス・検定員証を必ず持参のこと。
3，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）
スキー公認検定員規程のとおり。
′乍ヽノ：亡三：女とl†」　々　占一丁・こ＝亡∴取1rr Ll・

＼上ノl仁11Hl Ch一日　ロ　＼　J FlL l Lご　Y　く〉

②会期中の日程については本部掲示を優先します。

7



＼哀蜘白澤

壌凰稗田路pJfJド魂

L3J A・8・U欧硬疋貝グ　ニエッグ　し箕郷県スキー連盟主管のみ1埠戦メ

＜クリ　ニック①＞

（1）期日

rl）会場

（3）申込締切

（4）参加料

（5）その他

＜クリニック②＞

tU期日

（2）会場

（3）申込締切

（4）参加料

（5）その他

くクリニックl凱＞

（1）期日

（2）会場

（3）申込締切

（4）参加料

（5）その他

＜ク　こニック⑥＞

（1）期日
／ウ1仝漫

（3）申込締切

（4）参加料

＼∂ノ‘t Uノ1Ⅶ▲

＜ク　ニニック⑤＞
／11廿日ロ

（2）会場

（3）申込締切

（4）参加料

（5）その他

平成23年12月10日（土）～11日（日）

ウイングヒルズ白鳥リゾート（略邑県1

平成23年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
A・B・C各級　3，000円

（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）
一二崇亡一土bLT甘ん々・ノL T　ハ41L　一一r－h　う　ヽ1　－▼＿　＝・ゴ・⊥一・

】ヒlこギア1∃1リ】IEクコ言Llノ11こ　し　「r L／メく上〝′　＼／」　しこ　V　‾0

①指導者研修会と併行実施します。
②指導者研修会要項と同じです。

半枕231TI2月1U H t工ノ　～11HIHり

キロロスキー場（北海道）

平成23年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
指導者研修会と併せて申し込みください＿
A・B・C各級　3，000円

（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）
①指導者研修会と併行実施します。
②指導者研修会要項と同じです。

平成23年12月17日（土）～18日（目）

ウイングヒルズ白鳥リゾート（岐阜県）

平成23年　月　日　　く　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）
所青■の申う入寮を、，記入の上．2蔀提出ください　　rl蔀コピー与．γて百日

A・B・C各級　3，000円

（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）
指導者研修会と併せて申し込みください。
①指導者研修会と併行実施します。
乍・÷ヒユ1汝立＿71rム万一ノ・一茶丁言！　「11小　一7て、■ヽ－
＼≦リ1HLモFlヨ　tVll塗シ．h＿久′二タくし．ltlJ Lノ　＼　7　0

平成24年1月21日（土）～22日（日）
ほ裏のキ5正スキー手鼻　rd痔自＿【邑1

平成23年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

指導者研修会と併せて申し込みください。
A・B・C各級　3，000円

（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）
＼上ノ丁目等ノ白　4リIl撃：フて　こ17「1」犬用乱　し　よ．9　9

②指導者研修会要項と同じです。

1krやり44ト　　ロ　り　ロ　「心＼　＿▼つに　ロ　ト，k＼

きそふくしまスキー場（長野県）

平成23年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局苑提出）

指導者研修会と併せて甲し込みください。
A・B・C各級　3，000円

け汀jEUノ丑膵町忙　し変調j県人こr－‾吏藍i監争雀J可夕巳恢フ△み「dレ、。ノ

指導者研修会と併行実施します。
①導者研修会と併行実施します。
②指導者研修会要項と同じです

嘗



くクリニック唱ノ＞

（1）期日

（2）会場

（3）申込締切

（4）参加料

（5）その他

くグッこニッタu上＞

（1）期日

（2）会場

（3）申込締切

（4）参加料

（5）その他

曳1中島鏑蛎相席

頂新車洞泉沸溌或

平成24年2月20日（月）～21日（火）

白馬五竜スキー場（長野県）
平成24年　月　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）
韓噂者月評健全シ併せて申しミ入みくダきいへ

A・B・C各級　3，000円

（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）
①導者研修会と併行実施します。
②指導者研修会要項と同じです

平成24年3月24日（土）～25日（日）

ほおのき平スキー場（岐阜県）
平成24年3月7日（水）必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）
所定の申i入寮に記入のし　2部提出ください　　rl部コピーにて可1

指導者研修会と併せて申し込みください。
A・B・C各級　3，000円

（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）
①指導者研修会と併行実施します。
′筈、、寸と二　七・坐＿71丁　ケノ・＿甫T；F t、「．11ふ・TI J

Wl t∃こ一宇F／∃1リー　旺伊コ貢コ買：‾1久L tHj L／＼＿　プ　○

7．平成24年度愛知県スキー技術選手権大会
（兼平成24年度全日本スキー技術選手権大会愛知県代表選手選考会）

．‘1－r一！＝コF rlTて　ヱ⊥　　′　ゝ＿　一・一　　　J　＼　　＿⊥l！1．．＿＿　　■＿　　　　　t　　′．」」」：上土．．・キ・七㌧⊥」L

Jプl偶LM日用ゝ　しノ　ノノノ　刈〃しノヽJr－ノヽ7言刑責K槻悦

［1】予連・団体
（1）期日

（2）会場
rllモ日肋水車（

（4）申込締切

（5）参加料

（6）出場資格

（7）ビブ交付

（8）コースオープン

（9）開会式
／1r＼＼イ去「！壕打．

＼⊥ヽ′ノ′『㌔ト」九人

（11）部門

（12）表彰

（131同体得点

計算方法

平成24年2月4日（土）
ほおのき平スキー場（岐阜県）
シ1－プール　rほおのキミ巨スキーi星山1T即．n577－7q－ウ563

平成　年＿月　　日（水）必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）
所定の申込書に本人自筆の上、2部提出下さい。（1部コピーにて可）
一般5，000円・U－181，500円

愛知県登録外の参加者8，000円（参加料5，000円＋運営協力費3，000円）
′‾‾■－．■　＿J、rT一　∴．一㌧－．．＿．．．1す：JL－、こrl　＿1　ヽ＿　　　　←l El仁王　」＿　T上．亡＝＝三　■．ェ㌻一一一　1　－7・一　し＿．．

リブ1月ニ∨ノ／11耶几l」＼．：最二卸耶／ヽ－「－崖道丘‾弓F併／RJグは肌J∠されト「e V一〇　ノ

①一般の部　　SAJl級以上で男女とも平成24年2月4日（本大会開催日）
の時点で18歳以上の者。

②U－18の部　　SAJl級以上で男女とも1993年4月2日以降に生まれた者

（低、18歳以上で平成24年度全日本スキー技術選手権大会愛知県
1て衣選手】蓋：弓■芸を兼才よる有は‾河文〟ノi印リノ蓼月日村とつ‾るノ

中学生以下についてはSAJl級もしくはジュニアテスト1級所持の
こと。

③今年度SAJ登録会員でSAJl級所持し、所属団体の代表者推薦を得た者。
命今年度傷害保険に加入濱であること＿
2月3R（金）16：30～17：30（現地本部）

4日（土）7：15～7：45（現地本部）

2月3日（金）14：00　予定

2月4日（土）8：00～　※開会式後選手会を行います。
イ丁重「1

（D個人選　一般男子の部・一般女子の部・U－18男子の部・U－18女子の部

②団体戦　男子の部・女子の部
ア．同一所属団体内で、原則として男子5名、女子3名でチームを編成する。
ィ．同一所属団体内で複数チームのエントリーは可能。但し選手の重複はでき

7よい。

ク．平成23年度愛知県スキー技術選手権大会男子15位、女子6位までの選手
を含めない。

団体戦の部3位まで　　U－18の部3位まで

甘）個人戦予選の総合得点を円い．男子は最高得点者と最低得点者を除いた3名の
合計得点、女子は3名の合計得点で争う。

7



（14）その他

rブヽ1撮醸
し▲りVヽ叩r

（1）期日

（2）会場

（3）現地本部

（4）参加料

tbノH場資格

（6）種目数

（7）表彰
摘）その他

☆酪轟切削才

博斬卵着象・軌綿妾、

尾ノ六芸を穴惜し7こ有及ひ某椎し7こ種目〝J得息はU息として処理する。

（止むを得ない事由により団体戦（男子の部）の得点算出の規定数に不足してい
るチームは規定数に不足している者の得点を0点として処理する）

①開会式・選手会共必ず参加して下さい。（参加を義務付けます。）
（列会期中のR程茎了／ついては本部鴇示を俸解します

③大会実施要項詳細についてはSAAホームページをご覧ください。
④愛知県スキー連盟教育部大会委員会で指定された選手は予選の結果に関係なく

決勝に進出できるものとします。（予選の出場手続きを完了した者）

平成24年2月5日（日）

ほおのき平スキー場（岐阜県）
シュプール（ほおのき平スキー場内）TEL O571L79－2563

3，000円

し皇ノ1ナ蓮フ艮偲1芸二㌢

②愛知県スキー連盟教育部大会委員会で指定された選手
4種目

個人戦の部6位まで
の会期中の日程については本部掲示を俸先します＿

②大会実施要項詳細についてはSAAホームページをご覧ください
③愛知県代表選手については選考委員会にて決定します。
④東海・北陸ブロック選手権大会平成24年2月11日（土）～12日（目）

⑤全日本スキー技術選手権大会　平成24年3月6日（火）～11日（日）八方尾根（長野）

8．平成24年皮質郊県シニアスキー】支冊選手権大会
（1）期日

（2）会場

（3）本部宿舎
rAl由ミ1垂轟Ⅰ椚

（5）定員

（6）参加料

（7）出場資格

（8）クラス分け

く9）ビブ交付

（10）開会式

（11）種日数

（12〉表彰

（13）その他

平成24年2月18日（土）～19日（日）

ほおのき平スキー場（岐阜県）
平湯プリンスホテル　TEL O578－89－2424
王巨痛　　左E R n　　　　　〝半　√串毎11邑7．曳＿＿ミ寮月日：壷二亭架薫嚢割算Hl

所定の申込書に本人自筆の上、2部提出下さい。（1部コピーにて可）
150名（定員になり次第締切りさせて頂きます）
5，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み卜さい）

①sAJl級程度以上の技術を有し、所属団体の代表者推薦を得た者。
し基ノノラ、TF及1着青1木駅lLノ対ノ＼詳rし－のQしこ。

③35歳以上　年齢起算日2012年4月1日現在。
グループA

l組：90歳以上・2組：89～85歳・3組：84～80歳・4組：79～75歳

5組：74～70歳

グループB

6組：69～65歳・7組：64～60歳・8組：59～55歳・9組：54～50歳

グループC

lO組：49～45歳・11粗：44～40歳・12組：39～35歳

2月18日（⊥）9：00〕9：30　雷鳥（ほおのき乎スキー場内）TEL O577－79－2－152

2月18円（土）9：45～　　　※開会式後選手会を行います

6種目（18日（土）3種目、19日（日）3種目予定）

※　天候等の状況により変更あり
※　6種目の内上位成績3種目を採用する

各グループ1位　および各組　3位まで

①開会式・選手会共必ず参加して下さい。（参加を義務付けます）
②会期中の日程については本部掲示を優先します。
③大会実施要項詳細についてはSAAホームページをご覧ください。
＠3種目以上の滑走で、競技成立とします。ただし．、参加費は同一ですこ　また、
大候等の状況により種目変更があった場合は、順倖対象とならないことがありま
す。

／0



ー東、綾錦秒針甘

髄錦銅線漸J礪転

9．晦別講習貧
［1］特別講習会①（愛知県スキー技術選手権大会参加者対象：小回り系）

（1）期日

（2）会場
′つ＼「ト電け乍▲アイし

ヽtノ′　ノT▼HlJlFl f：1

（4）申込締切

（5）会場受付

（6）受講料

しり支毒再貨伶

（7）その他

LZJ　符刑；霹胃管喝）

（1）期日

（2）会場

（3）本部宿舎
（4）由玖轟旬！

（5）会場受付
（6）受講料

（7）受講資格
′－．ヽ　・ナ　ノT、7．㌦

＼Uノ■L Vノl也

平成24年1月21日（土）～22日（日）

ほおのき平スキー場（岐阜県）
←－h↓⊥ふ‘一　　　丁1コI nこ【0　0n n A nl

l　　事　j　▲1日　　　　⊥⊥J⊥J　　　　ヽノーノ　t tノ　　し′t′　　】　⊥】　▲

平成　年　月　　日　　　必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
1月21日（土）9：00～9：30　未定

5，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい）

実対1県／人＝モーⅠ女冊饉手偉大芸参〟＝177E有

①宿泊は各自手配ください
②会期中の日程については本部掲示を優先します
③講師：愛知県スキー技術選手権大会審判団他

し梵卿県スキー技珊慈千種大安参加者河罵：大凹り弟J

平成24年1月27日（土）～28日（日）

ほおのき平スキー場（岐阜県）
平湯プリンスホテル　TEL O578－89－2424

率鎗　　蟹　日　　日　　　J！九着（辱知県スキー滞嬰専務冒蘇】草メ‖）

所定の申込書に記入の上、2部提出ください。（1部コピーにて可）
1月27日（土）9：00～9：30雷鳥（ほおのき平スキー場内）TEL O57ト79－2452

5，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい）

愛知県スキー技術選手権大会参加者
′Tヽ、一ナ・一、．′．ヽ　て＿　よァ　rL　■一・ナ　コ＝「　J　ユⅥ　⊥　ヽ　，

リノ′lHIH一己LTr E】THL＼／」く＝V　■

②会期中の日程については本部掲示を優先します
③講師こ愛知県スキー技術選手権大会審判団他

1n．バい′ジテスト

［1］スキーバッジテスト（クラウン・テクニカルプライズ、1・2級）
（1）期日　　　　　事前講習　平成24年3月24日（土）

※クラウン義テクニカルプライズ、1級受検者で本年度事前講習未受講者は必須。

検定会　　平成24年3月25日（目）

tZJ裸足軟　　　　　グフワン／●フーグニ刀ルフフイ　ス、1■∠依

（3）会場　　　　ほおのき平スキー場（岐阜県）

（4）本部宿舎　　中村館　TEL O578－89－2421

（5）申込締切　　平成24年3月7日（水）必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）
所定の受給願眉甘木人目等の上＿　2部早出下さい＿．rl部コピーにで首rl

受検資格確認のため合格証明書（コピー）を添えてください。
（6）会場受付　　事前講習3月24R（土）9：00～9：30雷鳥（ほおのき平スキー場内）TELO577－79－2452

（現地本部）　検定会3月25日（日）8：00～8：45雷鳥（ほおのき平スキー場内）TEL O57ト79－2452

受付時、受検資格確認のための書類（SAJ会員証、事前講習修了証等）
／－ヽ　斉h rn　　　　　　　　　　　‾貞㌻去÷一言集可＝l、lぐl J十　二千17一　　点　へ八八！．∩　　ニ　ー　＿　▼！．t j rヽへへ　rT！　　　、、PP　　　へへへ　　nm

＼lノ＿貝／lJ　　　　　　　　　　　　‾寸■　口廿日馴円トヒヨ11　　　／　／　／　〉′　■lI U＼′UIJヽ　ノ　／　‾‘‾ノ■′′　‾工〉lJlハ′l Jヽ　　上　月机　上■〉　U＼′UlJ、

を提示のことく
rt・無＿〔ヽ　′ヽ′ヽ′ヽ　m

▲′　月Z人　∠JIIJUlJI J

受検科　　　クラウン5，000円、テクニカル4，000円、1級1，800円、2級1，200円

（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）
（8）受検資格　　SAJスキーバッジテスト規程のとおり。

（9）その他　　　（D宿泊は各自で手配下さい。

尾ノ芸期やリノ日程につい▼しはノ中部掲不せ優先します。

／／



11．所属眉I停tク77j対一抗叛】支

（1）対象競技会　　愛知県スキー技術選手権大会予選個人戦

（2）基礎点の算出　①個人戦種目総合得点とする．
②対象選手は教育部指定選手並びに強化チーム選手を含めた参加選手全員とす

（3）組別

（4）得点

（5）その他

12＿　「只見Tノゲぜぎ

（1）期日

（2）会場

（3）現地本部

（4）申込締切

（5）会場受付
（6）参加料

（7）出場資格

（8）選考方法

（9）その他

13．「SAJデモンス

（1）期日

（2）会場

（3）現地本部
／」ヽ　dコヽ14立⊥刀1

ヽ’‾′　　l　　■し・．′tllヾ　／Y

（5）会場受付

（6）参加料

tり選考資格

①男子1蔀（～14歳）2部（15～18歳）3部（18～24歳）4部（24～29歳）

5部（30～35歳）6部（36～41歳）7部（42～47歳）8部（48歳以上）

②女子1蔀（～14歳）2部（15～17歳）3部（18～24歳）4部（24～29歳）

5部（30～35歳〉　6部（36歳以上）

兇ニ8－荘川ノ工F断定昇iよ千秋∠4ユF4．り1日こ‾9　0。

①所属団体単位に参加点10点を付与する。（棄権は含まない）
②基礎点を元に各紙毎に、1位：8点、2位：7点、3位：6点、4位：5点、5位：4点、

6位：3点、7位：2点、8位：1点とし、その合計得点で総合順位を算出する。

③各組別の
ア．同得点は同順位とする。

ィ．各組別2名以上得点入賞した場合は上位2名までの得点とし、3名以上得
点入賞した場合は得点計算のみ卜位の別所属団体より繰り卜げて得点計算
する。下位に出場選手がいない場合、各組別の出場選手が8名に満たない
担．′＼▼1、斗　OJナ㌻ユ・．た∴ナコ早年一つ卜・乙
〃舛J LJ　－℡ヽ　）　⊥」′｝　　一＿′八・．三二つトI一　ノ　　q′○

競技詳細については「7．愛知県スキー技術選手権大会行事要項」ならびにSAA
ホームページでご確認ください。

ナー遵貴会！余知者遵貴会
平成24年2月5日（日）
ほおのき平スキー場　　（岐阜県）

シュプール（ほおのき平スキー場内）TEL O577」79－2563

平成24年1月31日（火）必着（愛知県スキー連盟事務局宛提出）
と町疋〝ノ甲1△青にノ隼人日華〝ノ上、Z青侍提出卜さい。　し1号紬コピー‾に1円ノ

平成24年2月5日（日）
3，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）

次の内容をすべて満たす者
甘）スキー技術員またはスキー技術員終験者

②A級検定員資格を有する者
③今年度SAJ登録会員で所属団体長から推薦された者
④平成25年度・26年度のSAJ・SAA行事に優先的に参加できる者。

①理論適性と指導及び実技適性の審査
／7号＼√千丁圭十ヽ無慮Jト′7、で去「7！1　　与也＼昔日もケ－隼「1ヽγ！吉ロート酢▲tエア
＼皇リフヽこ1ノLJ也1」－｝ノ′ほ巳ト　†dhヽ　lP LT：「只‘l火／ヰ＿′ヨ已ト1　し・ノノjヽタも1十　フ’bノ

③選考委員会が審査を行い、採点の表示はしない
④原則として研修会方式とする
⑤sAJイグザミナー選考会参加者は、選考委員会にて決定する
SAJイグザミナー選考会についてはオフィシャルブック参照。

トレーダー選考貧」参刀口看濠考貧
平成24年2月5日（日）

ほおのき平スキー場　　（岐阜県）

シュプール（ほおのき平スキー場内）TEL O577－79－2563
丁7rま‡（メ　匪1R　√11n rjレ1！Y彗　／慮々nlR　7，と【二者日日青草夕二R乍烹聞け11
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所定の申込書に本人自筆の上、2部提出下さい。（1蔀コピーにて可）
（7）選考資格③－Aに該当する者は成績発表後とする。

平成24年2月5日（日）

3，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）

伏びノ川谷をごて‾ベ‾し‡両7こ一㌢有

①指導員資格を有する者
②今年度SAJ登録会員で所属団体長から推薦された者
③次のどちらかに該当する者
A平成24年摩愛知県スキー技術選手権大全決勝　男子15位以内．女子5位

／∠乙



（8）選考方法

（9）その他

七人lペソノ有

B SAA委員

④平成25年度・26年度のSAJ・SAA行事に優先的に参加できる者。
①理論適性と指導及び実技適性の審査
厚）実技適性の種目は．指導員検定種目に原則準ずる

③選考委員会が審査を行い、採点の表示はしない
④原則として研修会方式とする
⑤SAJデモンストレーター選考会参加者は、選考委員会にて決定する
SAJデモンストレーター選考会についてはオフィシャルブック参照

14．1SAJスキー茨衛兵」候補者選考貧

（1）期日

（2）会場

（3）現地本部
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（5）受付

（6）参加料

もり江1場常伶

（8）選考方法

（9）その他

平成24年4月中旬
未定
未定
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所定の申込書に本人自筆の上、2部提出下さい。（1部コピーにて可）
未定
※受付時、指導員ライセンス・会員証を提示のこと。
3，000円（所定の用紙にて愛知県スキー連盟事務局宛振込み下さい。）

伏レJl勺谷ぜ1‾へ‾LY両7こう‾有

①指導員資格を有するもの
②A級検定員もしくはB級検定員資格を有する者
③今年度SAJ登録会員で所属団体長から推薦された者
の平成25年度・珊年度のSAJ・SAA行事に優先的に参加できろ者

①理論適性と指導及び実技適性の審査
②実技適性の種Rは、指導員検定種Rに原則準ずる
③選考委員会が審査を行い、採点の表示はしない
④原則として研修会方式とする
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宿泊はすべて県連より一括予約（宿泊費各自負担）となります。

15．愛知県スキー連盟教育部委員研修会
くr空色昌蔦霹虔仝爪ヽゝ

（1）期日

（2）会場

（3）対象

く要員研惨苦喝＞

（1）期日

（2）会場

（3）対象

く要員研修薯妙＞

（1）期日

（2）会場

（3）対象

平成23年7月18日（月）

瀬戸市文化センター
SAA教育部　専門委員及び委員

平成23年8月27日（土）

ウイングヒルズ白鳥リゾート
SAA教育部　専門委員及び委員

平成24年4月中旬

未定
SAA教育部　専門委員及び委員
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