令和 2（2020）年 7 月 29 日
兵庫県スキー連盟加盟団体 各位
兵庫県スキー連盟
2020-21 年度 SAJ 会員登録及び競技者登録等の手続きについて
平素は、本連盟の運営にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
さて、昨年度は SAJ 会員登録及び競技者登録等の手続きについては、新たにシクミネ
ット導入により何かとご不便をおかけしましたが、本年度も同様に手続きを進めていた
だくよう予定しています。SAJ 会員登録、競技者登録等はシクミネットによる手続き、
クラブ負担金と有資格者登録料(差額分)等は県連へ申込みをお願いします。
つきましては、登録関係の書類を送付いたしますので、早めに登録手続きを完了して
いただきますようお願いいたします。
なお、シクミネットによる入力が難しい場合は、下記の担当者まで連絡ください。
記
１．送付書類
(1) SAJ 登録、県連登録の手続きの流れ ······················································1 部
(2) 県連あて登録申込書(2 枚セット)····························································1 部
(3) 県連有資格者名簿(色紙) ※該当クラブのみ ························································ 1 部
(4) スキー補償制度のご案内
２．SAJ 会員登録、指導者登録、競技者登録及びスキー保険【SAJ 分】
シクミネットにより各会員で手続きをお願いします。クラブで代理申請も可能です。
SAJ の HP から 8 月 3 日より入力が可能です。詳しくは HP を参照ください。
新規の会員登録は、随時入力が可能です。
競技者登録は、9 月 11 日以降は割増になりますので早めに手続きをお願いします。
３．クラブ年次登録、有資格者登録(差額分)及び永久認定指導員登録【県連分】
(1) 納入期限
9 月 30 日（水）
※この期日までに手続きを行ってください。
(2) 提出書類及び部数
① 県連あて登録申込書 ··········································································1 部
② 県連有資格者名簿(色紙) ※該当クラブのみ、変更がなくても提出························ 1 部
③ 退会、資格返上届など ※該当のある場合のみ ··········································1 部
(3) 書類提出先及び送金先
① 書類提出先
〒679-2323 神崎郡市川町甘地 396
兵庫県スキー連盟 総務部登録担当 安積
宛
② 送金先
ゆうちょ銀行 四三八（ヨンサンハチ）支店 普通 4469927
または 記号 14390‐3 番号 44699271
口座名義
兵庫県スキー連盟（ﾋｮｳｺﾞｹﾝ ｽｷｰﾚﾝﾒｲ）
○問合せ・連絡先 兵庫県スキー連盟 登録担当 安積 徹
TEL/FAX:0790-26-1424 携帯:080-3810-8441 メール:azumi0337@gmail.com

SAJ 会員登録、資格登録等はシクミネットで手続きをお願いします。クラブ年次
負担金、有資格者登録等は従来どおり県連に送金ください。

SAJ 登録関係
SAJ 会員登録

県連登録関係

一般・大学生
3,500 円
高校生
1,500 円
中学生・小学生以下
500 円

指導員登録
検定員登録
パトロール登録
競技関係資格登録

1,000 円
1,000 円
1,000 円
1,000 円

県連クラブ年次負担金 15,000 円/年
県連有資格者登録料

2,000 円/人

※従来の有資格者登録料との差額分です。

永久認定指導員登録料 1,000 円/人
※永久認定指導員は永久認定アシスタントから
移行された方のみです。スキー学校推薦の認定
指導員の方々はスキー学校で取りまとめます。

SAJ 競技者登録 9/10 まで 3,000 円、9/11 以降 6,000 円
FIS 競技者登録 9/10 まで 5,000 円、9/11 以降 15,000 円
スキー保険

・県連の指定口座に送金

SAJ 研修会、検定会、行事など

・県連に登録申込書を送付

シクミネットにログイン

※入力方法は裏面または SAJ の HP を参照ください

・個人 ID（SAJ 会員番号）とパスワードを入力し、ログインしてください
※新規会員は「新規会員登録申請」からユーザー登録
・会員情報の確認を行い、必要に応じて修正 ※特にメールアドレスは必ず確認してください
・会員登録、資格、競技者登録、スキー保険などの申込項目を選択してください
・内容や金額に間違いがないか確認し、「申請確定」ボタンをクリックしてください
※入力方法は SAJ の HP を参照してください。クラブで代理申請も可能です

承認取り下げ
クラブで審査､承認
↓
県連で審査､承認
↓
ＳＡＪで審査､承認

ＮＧ

・取り下げになった場合は
メール通知が届きます
・再度ログインして内容を
確認してください

ＯＫ

支払い
・承認完了となると、承認完了メールが届き、支払い画面に進めます
・期日までに支払いをお願いします。

シクミネット（会員用）操作マニュアル抜粋
継続会員更新申請手順

新規会員登録手順

SAJ のHP（https://ski-japan.shikuminet.jp/logintop）

SAJ のHP（https://ski-japan.shikuminet.jp/logintop）

①会員登録画面にアクセスして「会員ログイ

①会員登録画面にアクセスして「新規会員登録
申請」をクリック

ン」をクリック
②SAJ 会員番号とパスワードを入力して「ログ

②氏名とメールアドレスを入力して「次へ」を
クリック

イン」
③前年度の登録情報が表示されるので、必要
情報を変更して「次へ」をクリック
※保有資格で更新しないものはチェックを外す。
※競技者登録希望者は種目を選択しチーム名を入
力後「追加」を押す。過去の競技者番号を引継ぐ場
合は競技者番号を入力。宣誓書及び同意書は、過去

③メールアドレス確認画面が出るので、確認し
て「送信する」をクリック
④登録したメールアドレスにメールが届きま
すので、本文内の URL をクリック
⑤新規情報登録フォームが表示されるので、必

に提出済みの場合は再提出の必要はありません。ま

要情報を入力

た、成人の方は規約に同意するボタンを押してくだ

※所属加盟団体は「兵庫県」を選択。

さい。未成年の方は同意書をダウンロードし記入し

※顔写真データのアップは必須ではありません。

たものを PDF や写真でアップする。

※競技者登録希望者は種目を選択しチーム名を入力

④スキー保険の画面が表示、いずれかを選択

後「追加」を押す。過去の競技者番号を引継ぐ場合は

⑤登録内容の最終確認画面が表示されますの

競技者番号を入力。宣誓書及び同意書は、過去に提出

で、よく確認してください

済みの場合は再提出の必要はありません。また、成人
の方は規約に同意するボタンを押してください。未
成年の方は同意書をダウンロードし記入したものを
PDF や写真でアップする。

⑥スキー保険の画面が表示、いずれかを選択
⑦登録内容の最終確認画面が表示されますの
で、よくご確認ください

所属クラブで審査、承認
兵庫県スキー連盟で審査、承認
全日本スキー連盟で審査、承認
全日本スキー連盟より承認メール
登録料支払い手順
①全日本スキー連盟から送られてくる「承認メール」内の URL をクリック
マイページログイン画面が表示されるので、SAJ 会員番号とパスワードを入力して「ログイン」
②マイページ右側に支払いの案内があるので「支払」または「ご請求・お支払情報」をクリック
③支払い明細が表示されるので、左側の選択チェックボックスにチェックを入れ「決済する」をク
リック
④決済額が表示されるので内容を確認し、決済方法を選択して「次へ」をクリック
⑤選択した決済方法の画面に従って入力し、支払いをお願いします。
※イベント（研修会など）の申し込みについても、同様にシクミネットのマイページ、イベント情報
から申し込み、決済をお願いします。
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兵庫県スキー連盟会長 様

県連関係登録申込書

地域番号
団体番号

加盟団体名（クラブ名）
（加盟団体

記載担当者氏名

月

年

日申込分）

Fax

Tel

次のとおり県連関係の登録について、下記のとおり申請をします。

1 県連有資格者登録料
教育資格

人数

功労･正･準指導員（SB含む）､公認検定員､公認パトロール資格所持者

1,000 ￥

※認定アシスタントから移行した永久認定指導員のみ

※別紙有資格者名簿から今回登録する人数､登録料を記載ください。なお、競技・ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ資格
所持者は除きます。
※上記の有資格者のいないクラブは記入不要です。

2 県連加盟団体年次負担金

合計金額 （A+B）

登録料

2,000 ￥

※有資格者登録料の差額分です。

県連認定指導員

単価

※すでに納付済みの場合は「0円」に修正してください

有資格者登録料

A ￥

年次負担金

B ￥

※この金額が県連口座に送金する実金額になります。

15,000

￥

※ SAJ会員登録、有資格登録、競技者登録及びスキー保険の申込みは、別途シクミネットから手続きをお願いします。

3 県連提出書類
（１） 県連関係登録申込書兼領収証（写）貼付台紙
この用紙です。

（２） その他提出書類

※提出される書類の□欄にチェックをしてください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部
□ 有資格者名簿（A4版・色紙） ※該当クラブのみ、変更がなくても返送
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部
□ 資格返上届、移籍届 ※有資格者で対象者がある場合のみ(様式は県連HP参照）
□ その他（

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１部
）

◆ 県連送金先

ゆうちょ銀行 四三八（ヨンサンハチ）支店 普通 4469927
または 記号14390‐3 番号44699271
口座名義
兵庫県スキー連盟（ﾋｮｳｺﾞｹﾝ ｽｷｰﾚﾝﾒｲ）

◆ 書類送付先

〒679-2323神崎郡市川町甘地396番地
兵庫県スキー連盟 登録担当 安積宛
Tel/Fax:0790-26-1424 携帯:080-3810-8441 メール:azumi0337@gmail.com
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領収証（写）貼付台紙
※領収証のコピーを貼付してください。
※この台紙によらずに別紙で領収証または振込が分かる明細書のコピーでも構いません。

① 送金日・送金名義人
② 領収証の要否
③ その他連絡事項

月

必要

日 に

名義で送金

※金融機関の振込明細書（利用明細など）は領収書として認められています。
領収証が必要な場合のみ、○印を記入してください。

※クラブ事務局の送付先の変更、その他連絡事項があれば記載ください。

