
2020年 8月 25日 

兵庫県スキー連盟 

 所属団体長  各位 

                                兵庫県スキー連盟 

                                 会 長  西田 仁志 

                                        （印省略） 

 

  スキー及びスノーボード指導員養成講習会（基礎理論及び実技実習）の開催について（ご案内） 

 

拝啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、標題の件について下記のとおり開催いたしますので、2021年度スキー及びスノーボード指

導員受検希望の方へご案内ください。スキー及びスノーボード指導員受検希望の方は、指導員養成

講習会（以下「養成講習会」という）に参加し、修了証書を取得しなければなりません。本年度初

めて受検希望の方は、受検申込書に修了証書を添付することができませんが、必ず養成講習会を受

講してください。 

 多数の方が受講されますようご案内申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

１．基礎理論 

 （１）日  程  2020年 11月 8日（日） 

 （２）場  所  兵庫県神崎郡市川町西川辺 177  市川町就業改善センター 

               播但連絡自動車道・市川南ランプより車で約 5分 

 （３）現地受付  市川町就業改善センター 

          8日（日） 受付 9：00～9：15 

                終了 スキー    16：30予定 

                   スノーボ－ド 13：00予定 

 （４）使用するテキスト 

 

 

 

 

 

 

２．実技実習 

 （１）日  程  2021年 1月 22日（金）～１月 24日（日） 

 （２）場  所  氷ノ山国際スキー場 

 （３）現地本部  「 清水屋 」 TEL  079-667-8323 

 （４）現地受付  「セントラルロッジ逆水」22日（金）8：30～9：00 

 

３．受講料    \10,000円（基礎理論及び実技実習を含む） 

 

４．受講手続き 

  所定の申込用紙に記入の上、所属団体で一括して下記宛へ郵送してください。 

        〒671-2551  兵庫県宍粟市山崎町春安 91-1 

                                     藤井明美    

                                （指導員養成講習会申込書在中） 

 

 

テキストのタイトル スキー スノーボード 

日本スキー教程 〇  

日本スノーボード教程トータルスノーボーディング  〇 

日本スキー教程・安全編 〇 〇 

資格検定受検者のために 〇 〇 



 

５．申込締切  2020年 10月 30日（金）必着 

 

６．受講料納付先  

   所属団体で一括し、下記の口座に振り込んでください。 

   ゆうちょ銀行振替口座 「００９４０－７－２３６３４０」 藤井明美（フジイ アキヨシ） 

 

７．その他 

 （１）修了証書は、養成講習会（基礎理論及び実技実習）の全日程に出席しなければ取得するこ 

とができません。 

 （２）修了証書の有効期間 

①スキー：基礎理論の有効期間は３年。実技実習は受講年度のみ。 

②スノーボード：有効期間は翌年まで。 

 （３）実技実習期間は、合宿（本部宿舎）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2020年 8月 25日 

兵庫県スキー連盟 

 所属団体長  各位 

                                兵庫県スキー連盟 

                                 会 長  西田 仁志 

                                        （印省略） 

 

 スキー及びスノーボード準指導員養成講習会（基礎理論及び実技実習）の開催について（ご案内） 

 

拝啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、標題の件について下記のとおり開催いたしますので、2021年度スキー及びスノーボード準

指導員受検希望の方へご案内ください。スキー及びスノーボード準指導員受検希望の方は、準指導

員養成講習会（以下「養成講習会」という）に参加し、修了証書を取得しなければなりません。な

お、修了証書の有効期限は基礎理論が 2ヵ年、実技実習は受講年度のみとなっていますのでご留意

ください。また、2020年度にスキー準指導員養成講習会の基礎理論を受講し、修了証書を取得して

いる方で参加を希望される方は、2021年度の養成講習会の基礎理論を受講することもできます。 

 多数の方が受講されますようご案内申し上げます。 

敬具 

記 

１．基礎理論 

 （１）日  程  2020年 11月 8日（日） 

 （２）場  所  兵庫県神崎郡市川町西川辺 177  市川町就業改善センター 

               播但連絡自動車道・市川南ランプより車で約 5分 

 （３）現地受付  市川町就業改善センター 

          8日（日） 受付 9：00～9：15 

                終了 スキー    16：30予定 

                   スノーボ－ド 13：00予定 

 （４）使用するテキスト 

 

 

 

 

 

 

２．実技実習 

 （１）日  程  2021年 1月 22日（金）～１月 24日（日） 

 （２）場  所  氷ノ山国際スキー場 

 （３）現地本部  「 清水屋 」 TEL  079-667-8323 

 （４）現地受付  「セントラルロッジ逆水」22日（金）8：30～9：00 

 

３．受講料     \10,000円（基礎理論及び実技実習を含む） 

４．受講手続き 

所定の申込用紙に記入の上、（公財）全日本スキー連盟級別テスト 1級合格証の写しを添付し 

所属団体で一括して下記宛へ郵送してください。 

       〒671-2551  兵庫県宍粟市山崎町春安 91-1 

                                     藤井明美 

                                （準指導員養成講習会申込書在中） 

 

テキストのタイトル スキー スノーボード 

日本スキー教程 〇  

日本スノーボード教程トータルスノーボーディング  〇 

日本スキー教程・安全編 〇 〇 

資格検定受検者のために 〇 〇 



 

 

５．申込締切  2020年 10月 30日（金）必着 

 

６．受講料納付先  

   所属団体で一括し、下記の口座に振り込んでください。 

   ゆうちょ銀行振替口座 「００９４０－７－２３６３４０」 藤井明美（フジイ アキヨシ）  

 

７．その他 

 （１）修了証書は、養成講習会基礎理論及び実技実習の各々に発行します。 

 （２）修了書の有効期間 

①スキー：基礎理論の有効期間は 2年。実技実習は受講年度のみ。 

②スノーボード：有効期間は翌年まで。  

 （３）スキー準指導員養成講習会の実技実習 3日間のうち、やむを得ない事情により 1日を欠席

した者については、2/6~7 のスキー準指導員検定受検者特別講習会を受講することにより

修了したものとみなします。 

 （４）準指導員検定会の日程は 2021年 2月 13日（土）～2月 14日（日）の予定です。受検手

続は（公財）日本スキー連盟会員管理システム「シクミネット」から申し込み下さい。 

 

 

 



　　 2021年度スキー指導員養成講習会受講者推薦書

2020年　　　月　　　　日

兵庫県スキー連盟会長　　殿

　　　下記の受講希望者は、審査の結果、スキー指導員養成講習会を

　　受講することを適格と認め推薦いたします。

所属団体名　　　　　　　　　　　　　印

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印

　　　　 2021年度スキー指導員養成講習会申込書

フリガナ

氏　名　　 印 　　　男　･　女

　　生年月日 　　　　　　年　　月　　日 年　齢 （受検する年の4月1日現在）　　　才

準指取得 　　　　年　　　月　　　　日 　　場　　所

　職業 スキー保険 /保険会社名/番号

　参加に際しては、傷害事故防止に十分注意するとともに、万一私及び私が

　発生した事故に対しては、全て私の責任において処理することを了承の上受

　講申し込みいたします。

連絡先（携帯番号など）



　　2021年度スキー準指導員養成講習会受講者推薦書

2020年　　　月　　　　日

兵庫県スキー連盟会長　　殿

　　　下記の受講希望者は、審査の結果、スキー準指導員養成講習会を

　　受講することを適格と認め推薦いたします。

所属団体名　　　　　　　　　　　　　印

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印

　　　　2021年度スキー準指導員養成講習会申込書

フリガナ

氏　名　　　 印 　　　男　･　女

　　生年月日 　　　　　　年　　月　　日 年　齢 （受検する年の4月1日現在）　　　才

1級取得 　　　　年　　　月　　　　日 　　場　　所

　職業 傷害保険 /保険会社名/番号

　参加に際しては、傷害事故防止に十分注意するとともに、万一私及び私が

　発生した事故に対しては、全て私の責任において処理することを了承の上受

　講申し込みいたします。

連絡先（携帯番号など）

注意事項　＊級別テスト1級合格証の写しを添付して下さい。



 2021年度スノーボード指導員養成講習会受講者推薦書

2020年　　　月　　　　日

兵庫県スキー連盟会長　　殿

　　　下記の受講希望者は、審査の結果、スノーボード指導員養成講習会を

　　受講することを適格と認め推薦いたします。

所属団体名　　　　　　　　　　　　　印

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印

　2021年度スノーボード指導員養成講習会申込書

フリガナ

氏　名　　 印 　　　男　･　女

　　生年月日 　　　　　　年　　月　　日 年　齢 （受検する年の4月1日現在）　　　才

準指取得 　　　　年　　　月　　　　日 　　場　　所

　職業 スキー保険 /保険会社名/番号

　参加に際しては、傷害事故防止に十分注意するとともに、万一私及び私が

　発生した事故に対しては、全て私の責任において処理することを了承の上受

　講申し込みいたします。

連絡先（携帯番号など）



 2021年度スノーボード準指導員養成講習会受講者推薦書

2020年　　　月　　　　日

兵庫県スキー連盟会長　　殿

　　　下記の受講希望者は、審査の結果、スノーボード準指導員養成講習会を

　　受講することを適格と認め推薦いたします。

所属団体名　　　　　　　　　　　　　印

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印

 2021年度スノーボード準指導員養成講習会申込書

フリガナ

氏　名　　　 印 　　　男　･　女

　　生年月日 　　　　　　年　　月　　日 年　齢 （受検する年の4月1日現在）　　　才

1級取得 　　　　年　　　月　　　　日 　　場　　所

　職業 傷害保険 /保険会社名/番号

　参加に際しては、傷害事故防止に十分注意するとともに、万一私及び私が

　発生した事故に対しては、全て私の責任において処理することを了承の上受

　講申し込みいたします。

連絡先（携帯番号など）

注意事項　＊級別テスト1級合格証の写しを添付して下さい。


