
期　　日 会　場　等 概　　要 担当者 講　師　等 担　当

12月末～1月中旬 琴引 専門委員

第　1　回  1月30日(日) 大佐

第　2　回  2月 6日(日)

第　3　回  2月13日(日)

第　1　回 12月26日(日) 理論・実技

第　2　回  1月 9日(日) 理論・実技

第　3　回  1月22日～23日(土～日) 実技（鳥取県との合同養成講習会）

第　4　回  2月 6日(日) 理論・実技

第　5　回  2月13日(日) 理論・実技

受検ガイダンス 12月26日(日) 琴引 受付：8:30　琴引ビレッジ山荘

本部：やまびこ荘

受付：8:00　中の原スキーセンター

本部：やまびこ荘

受付：8:00　中の原スキーセンター

Ｃ級  2月 6日(日) 受付：9:30　やまびこ荘

琴引

第　1　回 12月25日～26日(土～日)

第　2　回 12月29日～31日(水～金)

第　3　回  1月 1日～ 3日(土～月)

第　4　回  1月 8日～10日(土～月)

第　5　回  1月15日～16日(土～日)

第　6　回  1月22日～23日(土～日)

第　7　回  1月29日～30日(土～日)

第　8　回  2月 5日～ 6日(土～日)

第　9　回  2月11日～13日(金～日)

第　10　回  2月19日～20日(土～日)

第　11　回  2月23日(水)

第　12　回  2月26日～27日(土～日)

第　13　回  3月 5日～ 6日(土～日)

第　14　回  3月12日～13日(土～日)

大佐合宿  1月15日(土) 大佐

だいせん合宿  2月 4日(金) 大山

 1月 3日(月) 大山 集合：9:00　中ノ原スキーセンター

 1月 3日(月) 大山 集合：9:00　中ノ原スキーセンター

大佐 受付：8:30 スキー技術員等

佐々木島
　
根
　
県
　
連
　
行
　
事

Ｂ級  2月19日～20日(土～日)
大山

スキー技術員
またはＡ級Ｂ級検定員

島根県ジュニアスキー技術選手権大会

レベルアップセミナー 受付：8:30
専門委員

スキー技術員等

強化強化委員会富田

プライズテスト（クラウン・テクニカル） 琴引スキー学校主管

強化練習会 大山
集合：8:30～
場所：中ノ原スキーセンター
対象：技術向上を目指す方

ジュニアスキー技術選手権大会練習会

「シニア」スキーキャンプ

２０２２年度　教育部行事概要

行　事　名

教育部研修会

瀬上 総務

納会　※見送り

大山

スキー特別強化合宿

指導

大山

スキー準指導員検定会 スキー技術員等

検定

理論・実技・面接  2月19日～20日(土～日) 大山

公認スキーＢ・Ｃ級検定員検定

スキー指導者検定養成講習会

琴引

山﨑 スキー技術員等

島根県スキー技術選手権大会兼クラブ対抗競技会
 1月16日(日)



期　　日 会　場　等 概　　要 担当者 講　師　等 担　当

1/16～2/27の日曜日 琴引 受付：9:00

 1月29日～30日(土～日)

 2月26日～27日(土～日)

第　1　回 12月26日(日)

第　2　回  1月 2日(日)

第　3　回  1月 8日(土)

第　4　回  1月 9日(日)

 2月19日～20日(土～日) 大山 受付：8:00　中の原スキーセンター ＳＢ技術員等

オリエンテーション 12月 5日(日) 名和公民館 受付：9:00

第　1　回  1月23日(日)

第　2　回  2月 6日(日)

11月25日～28日(木～日) 札幌国際 専門委員 福田

12月11日～12日(土～日) めがひら 専門委員･スキー技術員 瀬上

12月13日～14日(月～火) めがひら 第6会場 千原 学校

 1月23日(日) 大山 現地集合：9:00

島根県主管

他県主管

スノーボード指導者研修会 他県主管

公認スキーパトロール研修会 島根県主管

 2月25日～27日(金～日)

 2月26日～27日(土～日)

 1月22日～23日(土～日) 大山 受付：8:30～　中の原スキーセンター 山﨑 指導

 1月 8日～10日(土～月) 北海道 第1会場：ルスツリゾートスキー場

 1月14日～16日(金～日) 長野県 第2会場：エイブル白馬五竜スキー場

 2月 4日～ 6日(金～日) 福島県 第3会場：あだたら高原スキー場

 2月25日～27日(金～日) 群馬県 第2会場：鹿沢スノーエリア

 1月28日(金) めがひら 受付：7:30～　スクール前

 3月 3日～ 6日(木～日) 新潟県 石打丸山スキー場

 2月 5日(土) 大山 受付：8:30～　ロッジ大山

 3月 2日～ 6日(水～日) 長野県 八方尾根スキー場

 3月20日～21日(日～月) 北海道 ルスツリゾートスキー場

養成講習会  1月14日～16日(金～日) ハチ高原 受付：8:30～　みやま荘

検定会  2月25日～27日(金～日) 宮城県 第2会場：オニコウベスキー場

研修会  2月19日～20日(土～日) 岐阜県 西日本会場：ほおのき平スキー場

奥神鍋 第5会場 佐々木 検定
スキーＡ級検定員検定会

ナショナルデモンストレー
ター

総務

スノーボード指導員検定会

末次 ＳＢ西日本スノーボード技術選手権大会

全日本スノーボード技術選手権大会

富田 強化西日本ブロック教育部会強化合宿Ⅰ

西日本ブロック教育部会強化合宿Ⅱ

スキー指導者研修会
理論及び実技：1月9日～10日(日～月祝)　琴引フォレストパークスキー場

広島：理論12/5、実技12/18～19(めがひら)　山口：理論12/19、実技1/8～9(やわた)　鳥取：1/8～9(大山)　岡山：1/15～16(大山)

県認定パトロール受検者養成講習会

県認定パトロール検定会

県認定指導員講習及び検定会 琴引 受付：9:30　レストラン2F西側 千原 スキー学校委員会 学校

ＳＢ

安対

西
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全
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本
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事

スキー中央研修会

スキー技術員研修会

公認スキー学校主任教師研修会

西日本ブロック教育部会ジャッジマン研修会
12月25日～26日(土～月) 戸隠 現地集合：9:00

理論及び実技：1月9日～10日(日～月祝)　琴引フォレストパークスキー場

公認パトロール 笹倉 安対

スキー・スノーボード指導員検定受検者特別講習会

スキー大学 瀬上

西日本スキー技術選手権大会

富田 強化全日本スキー技術選手権大会

全日本ジュニアスキー技術選手権大会

広島：12/18～19(めがひら)　岡山：1/15～16(大山)

スキー指導員検定会

島
根
県
連
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事

行　事　名

県認定パトロール研修会

県民の森 受付：9:00　広島県民の森スキー場

スノーボード準指導員検定会

末次スノーボード指導者検定養成講
習会

ＳＢ技術員
大山 受付：8:45

笹倉


