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2023 年度 クロスカントリースキー部 事業開催要項 

 

クロスカントリースキー部事業全般について 

（1）各事業受講者・受検者（以下，参加者）はスキー傷害保険に加入していなければなり

ません。 

（2）各事業会期中及び前後泊宿舎は、各自で手配してください。 

（3）各事業参加費支払い後の返金はできません。 

（4）参加者は少しでも体調が悪い場合は参加を見合わせてください。 

（5）主催者が当該参加者を体調不良と判断した場合は、途中退席を指示する可能性があり

ます。 

（6）各事業参加申込後に欠席する場合 

・申込み後、やむを得ず参加できなくなった場合は、事前に、所属加盟団体（都道府県ス

キー連盟）と現地連絡先に、氏名・会員番号・イベント名・会場・チケット名を連絡し

てください。 

・ 加盟団体は、欠席者からの欠席連絡を受け、所定の様式で欠席届を、SAJ事務局普及事

業課に E-mailで連絡してください。 

（7）2023 年度に限り、研修会、クリニックの申込済参加者について、研修会、クリニック

を新型コロナウイルス関連で欠席した場合、または本連盟が事業を中止した場合は、以下

のレポート課題提出により研修修了扱いとする救済措置を講じますが、次年度以降は救

済措置は講じません。 

課題：「教育本部研修課題ハンドブック 2023年度版」のクロスカントリースキー指導者

研修課題を 要約し、自身の実践に活かす具体的な方策について 800 字程度で述

べなさい。 

提出先：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4-2 Japan Sport Olympic Square 

公益財団法人全日本スキー連盟 普及事業課  

提出方法：400 字詰め原稿用紙、またはワード等｛様式自由、総文字数を末尾に明記の

こと｝を印刷し、公益財団法人全日本スキー連盟事務局に郵送 

提出する原稿用紙に、以下の内容を明記のこと。 

①申し込みしたイベント名（会場含む）  

②氏名、会員番号、所属加盟団体、電話番号 

提出期限：申込みした研修会及びクリニックの会期の最終日から２週間以内 

レポートの審査結果、不備があった場合は研修修了扱いになりません。 

その場合は 2023 年 5 月 2 日までに連絡します。5 月 2 日までに連絡がなかった場合は

研修修了扱いとなります。 

(8) 新型コロナウイルス等の感染拡大の状況により、主催者が事業を中止し、かつ申込済参

加者が研修修了、クリニック修了を希望しない場合は、受講料又は検定料から手数料

2,000円を差引き、2023年６月を目途に加盟団体経由で返金します。なお、上記 7項に
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より研修修了扱い、クリニック修了扱いとなった場合は、受講料は返金しません。 

(9) 各事業参加申込みに必要な個人情報は、本事業の運営にのみ使用されることに同意の 

上お申し込みください。 

(10) 新型コロナウイルス感染対策について 

所定の体調チェックシートを提出していただき開催期間中も毎日体調管理チェック

します。提出及びチェック方法は、後日改めて参加者にご案内します。 

国内の感染状況、政府及び各地方自治体の措置要請等の有無により、各事業毎に運用 

   が変更となる場合があります。 

（11）理論講習、検定のテキスト 

   「教育本部研修課題ハンドブック 2023 年度版」と「資格検定受検者のために 2022 年 

度版」を使用します。 

「教育本部研修課題ハンドブック 2023年度版」をお持ちでない方は、公益財団法人

全日本スキー連盟ＨＰからダウンロードしてお持ちください。 

「資格検定受検者のために 2022 年度版」をお持ちでない方は、所属の都道府県ス 

キー連盟又は、株式会社山と溪谷社 URL: https//www.yamakei.co.jp ブックサー 
ビス（楽天ブックス）TEL  0120-29-9625 E-mail  service@yamakei.co.jp に問

い合わせし、購入してください。 

 （12） スキー用具、ワックスなどはすべて各自で用意してください。 

 

 

（１）クロスカントリースキー指導員検定会 

 

□申込要件 

(1) 本連盟登録会員 

(2) 前年度までにクロスカントリースキーバッジテスト１級に合格した者。 

(3) 受検年度の４月１日時点で 21才以上 

 

□申込方法 

(1) 本連盟会員管理システムシクミネットで受検年度の会員登録・決済を済ませてくださ 

   い。シクミネットから申込み出来ない場合は、所属クラブまたは所属加盟団体に相談し 

てください。 

(2) 受検者は、シクミネットマイページから、申込期間内（2023 年 1 月 10 日（火）～１

月 24日（火））に、必要書類※2を添えて、検定会に申込みしてください。申込み後の変

更はできません。 

(3) 加盟団体は、必要書類に不備が無いか確認後、1月 31日（火）までにシクミネットで

承認してください。 

(4) SAJ本部は、2月 8日（水）までに申込書類審査を行い、不備がなければ参加費支払い

に関するメールを、シクミネットマイページに登録しているメールアドレスに送信しま
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す。不備があった場合は申込みが差し戻されます。 

(5) 受検者は、参加費支払いに関するメール受信後、参加費支払期限（2023 年 2 月 15 日

（水））までに、参加費（検定料）を支払ってください。2月 15日までに参加費の支払い

がない場合は、申込みが取り消されます。参加費支払後の返金はできません。 

(6) （申込時）検定料 5,000 円 

（合格後）公認料 8,000円、登録料 1,500 円、バッジ代 2,000 円 

(7) 理論検定の出題範囲 

教育本部研修課題ハンドブック 2023 年度版 

資格検定受検者のために 2022年度版 

規約・規程 

 

□申込時必要書類（※2） 

 前年度までに合格した「クロスカントリースキー級別テスト１級合格証」を PDFファイル

でアップロードしてください。 

 

□検定会当日必要書類 

(1) 受検年度のＳＡＪ会員証又はシクミネットマイページの資格情報画面のコピー 

(2) 顔写真入りの公的本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、官公

庁が発行した氏名・住所・生年月日の記載があるもの等のいずれか 1点） 

 

□要項 

【会期】2023年 3月 25日(土)～3月 26日(日) 
【日程】（会場の都合等により変更になる場合があります） 

     ３月 24日（金）  

      15：00    役員集合(本部宿舎)  

第 1日目 ３月 25日(土) 

0 9：50～10：00  受付 

10：30～12：00   実技講習・研修・クリニック 

13：30～15：00   実技講習・研修・クリニック 

15：00～16：00   実技検定・クリニック 

18：30～20：00  理論講習 

第 2日目 ３月 26日(日) 

10：30～11：30   理論検定 

12：30～     合格発表・解散 

 

第１会場 

【会場】  

  北海道・旭川富沢クロスカントリー会場 
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【集合場所】  

旭川市富沢クロスカントリーコース管理棟 

  〒090-8024 旭川市神居町富沢    

TEL 0166-62-5349 

【本部宿舎】 

 高砂温泉 

 〒070-8061 北海道旭川市高砂台８丁目 

 TEL 0166-61-0227 FAX 0166-62-3531 

【宿泊に関して】 

 宿舎は指定しませんので各自で手配してください。 

【現地連絡先】 

江川 淳 

TEL 090-1522-9892 

E-mail: bqqsw718@ybb.ne.jp 

 

第２会場 

【会場】 

 新潟県・津南町 マウンテンパーク津南 

【集合場所・本部宿舎】 

しなの荘 

 〒949-8205 新潟県中魚沼郡津南町上郷上田乙 2163 

TEL 025-765-2442  FAX 025-765-1082 

【宿泊に関して】 

 宿舎は指定しませんので各自で手配してください。 

【現地連絡先】 

 志賀 直哉 

TEL 090-1602-2859 

E-mail：shiga@neptune.jstar.ne.jp 

 

 

（２）クロスカントリースキー検定員検定会 

 

□申込要件 

(1) 本連盟登録会員 

(2) クロスカントリースキー指導員取得年度から２年を経過した者。 

 

□申込方法 

(1) 本連盟会員管理システムシクミネットで受検年度の会員登録・決済を済ませてくださ 
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   い。シクミネットから申込み出来ない場合は、所属クラブまたは所属加盟団体に相談し 

てください。 

(2) 受検者は、シクミネットマイページから、申込期間内（2023 年 1 月 10 日（火）～１

月 24日（火））に、検定会に申込みしてください。申込み後の変更はできません。 

(3) 加盟団体は、必要書類に不備が無いか確認後、1月 31日（火）までにシクミネットで

承認してください。 

(4) SAJ 本部は、2 月 8 日までに申込書類審査を行い、不備がなければ参加費支払いに関

するメールを、シクミネットマイページに登録しているメールアドレスに送信します。不

備があった場合は申込みが差し戻されます。 

(5) 受検者は、参加費支払いに関するメール受信後、参加費支払期限（2023 年 2 月 15 日

（水））までに、参加費（検定料）を支払ってください。2月 15日までに参加費の支払い

がない場合は、申込みが取り消されます。参加費支払後の返金はできません。 

(6) （申込時）検定料 5,000円 

（合格後）公認料 5,000円、登録料 1,500 円、バッジ代 2,000 円 

(7) 理論検定の出題範囲 

教育本部研修課題ハンドブック 2023 年度版 

資格検定受検者のために 2022年度版 

規約・規程 

 

□検定会当日必要書類 

(1) 受検年度のＳＡＪ会員証又はシクミネットマイページの資格情報画面のコピー 

(2) 顔写真入りの公的本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、官公

庁が発行した氏名・住所・生年月日の記載があるもの等のいずれか 1点） 

 

□要項 

【会期】2023年 3月 25日(土)～3月 26日(日) 
【日程】（会場の都合等により変更になる場合があります） 

     ３月 24日（金）  

      15：00    役員集合(本部宿舎)  

第 1日目 ３月 25日(土) 

0 9：50～10：00  受付 

10：30～12：00   実技講習・研修・クリニック 

13：30～15：00   実技講習・研修・クリニック 

15：00～16：00   実技検定・クリニック 

18：30～20：00  理論講習 

第 2日目 ３月 26日(日) 

10：30～11：30   理論検定 

12：30～     合格発表・解散 
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第１会場 

【会場】  

  北海道・旭川富沢クロスカントリー会場 

【集合場所】  

旭川市富沢クロスカントリーコース管理棟 

 〒090-8024 旭川市神居町富沢    

TEL 0166-62-5349 

【本部宿舎】 

 高砂温泉 

 〒070-8061 北海道旭川市高砂台８丁目 

 TEL 0166-61-0227 FAX 0166-62-3531 

【宿泊に関して】 

 宿舎は指定しませんので各自で手配してください。 

【現地連絡先】 

江川 淳 

TEL 090-1522-9892 

E-mail: bqqsw718@ybb.ne.jp 

 

第２会場 

【会場】 

 新潟県・津南町 マウンテンパーク津南 

【集合場所・本部宿舎】 

しなの荘 

 〒949-8205 新潟県中魚沼郡津南町上郷上田乙 2163 

TEL 025-765-2442  FAX 025-765-1082 

【宿泊に関して】 

 宿舎は指定しませんので各自で手配してください。 

【現地連絡先】 

 志賀 直哉 

TEL 090-1602-2859 

E-mail：shiga@neptune.jstar.ne.jp 

 

 

（３）クロスカントリースキー指導者研修会 

 

クロスカントリースキー指導員は、２年に１回の義務研修があります。２年続けてクロス

カントリースキー指導者研修会に参加しなかったときは、クロスカントリースキー指導員

の資格が停止になります。資格停止中の者は、指導活動を行うことができません。 
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□申込要件 

(1) 本連盟登録会員 

(2) クロスカントリースキー指導員・準指導員の有資格者（資格停止中の方も参加いただ

けます） 

□申込方法 

(1) 本連盟会員管理システムシクミネットで受検年度の会員登録・決済を済ませてくださ 

   い。シクミネットから申込み出来ない場合は、所属クラブまたは所属加盟団体に相談し 

てください。 

(2) 参加者は、シクミネットマイページから、申込期間内（2023年 1月 10日（火）～2月

21日（火））に申込みし、受講料をお支払いください。 

  2月 21 日（火）までに受講料のお支払いがない場合は、申込みが取り消されます。 

  申し込み後の変更はできません。 

(3) 受講料 4,000円 

  研修に関わる費用は、すべて参加者の自己負担となります。 

   

クロスカントリー指導者研修会とクロスカントリースキー検定員クリニックの両方を

受講される方は、それぞれ申込みが必要で、受講料もそれぞれ必要です。 

 

(4) 理論検定のテキスト 

教育本部研修課題ハンドブック 2023 年度版 

資格検定受検者のために 2022年度版 

 

□要項 

【会期】2023年 3月 25日(土)～3月 26日(日) 
【日程】（会場の都合等により変更になる場合があります） 

     ３月 24日（金）  

      15：00    役員集合(本部宿舎)  

第 1日目 ３月 25日(土) 

0 9：50～10：00  受付 

10：30～12：00   実技講習・研修・クリニック 

13：30～15：00   実技講習・研修・クリニック 

15：00～16：00   実技検定・クリニック 

18：30～20：00  理論講習 

第 2日目 ３月 26日(日) 

10：30～11：30   理論検定 

12：30～     合格発表・解散 
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第１会場 

【会場】  

  北海道・旭川富沢クロスカントリー会場 

【集合場所】  

旭川市富沢クロスカントリーコース管理棟 

 〒090-8024 旭川市神居町富沢    

TEL 0166-62-5349 

【本部宿舎】 

 高砂温泉 

 〒070-8061 北海道旭川市高砂台８丁目 

 TEL 0166-61-0227 FAX 0166-62-3531 

【宿泊に関して】 

 宿舎は指定しませんので各自で手配してください。 

【現地連絡先】 

江川 淳 

TEL 090-1522-9892 

E-mail: bqqsw718@ybb.ne.jp 

 

第２会場 

【会場】 

 新潟県・津南町 マウンテンパーク津南 

【集合場所・本部宿舎】 

しなの荘 

 〒949-8205 新潟県中魚沼郡津南町上郷上田乙 2163 

TEL 025-765-2442  FAX 025-765-1082 

【宿泊に関して】 

 宿舎は指定しませんので各自で手配してください。 

【現地連絡先】 

 志賀 直哉 

TEL 090-1602-2859 

E-mail：shiga@neptune.jstar.ne.jp 

 

 

（４）クロスカントリースキー検定員クリニック 

 

クロスカントリースキー検定員は、２年に１回の義務研修があります。２年続けてクロス

カントリースキー検定員クリニックに参加しなかったときは、クロスカントリースキー検

定員の資格が停止になります。資格停止中の者は、検定員として活動ができません。 
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□申込要件 

(1) 本連盟登録会員 

(2) クロスカントリースキー検定員の有資格者（資格停止中の方も参加いただけます） 

□申込方法 

(1) 本連盟会員管理システムシクミネットで受検年度の会員登録・決済を済ませてくださ 

   い。シクミネットから申込み出来ない場合は、所属クラブまたは所属加盟団体に相談し 

てください。 

(2) 参加者は、シクミネットマイページから、申込期間内（2023年 1月 10日（火）～2月

21日（火））に申込みし、受講料をお支払いください。 

  2月 21 日（火）までに受講料のお支払いがない場合は、申込みが取り消されます。 

  申し込み後の変更はできません。 

(3) 受講料 4,000円 

  研修に関わる費用は、すべて参加者の自己負担となります。 

   

クロスカントリー指導者研修会とクロスカントリースキー検定員クリニックの両

方を受講される方は、それぞれ申込みが必要で、受講料もそれぞれ必要です。 

 

(7) 理論検定のテキスト 

教育本部研修課題ハンドブック 2023年度版 

資格検定受検者のために 2022年度版 

 

□要項 

【会期】2023年 3月 25日(土)～3月 26日(日) 
【日程】（会場の都合等により変更になる場合があります） 

     ３月 24日（金）  

      15：00    役員集合(本部宿舎)  

第 1日目 ３月 25日(土) 

0 9：50～10：00  受付 

10：30～12：00   実技講習・研修・クリニック 

13：30～15：00   実技講習・研修・クリニック 

15：00～16：00   実技検定・クリニック 

18：30～20：00  理論講習 

第 2日目 ３月 26日(日) 

10：30～11：30   理論検定 

12：30～     合格発表・解散 
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第１会場 

【会場】  

  北海道・旭川富沢クロスカントリー会場 

【集合場所】  

旭川市富沢クロスカントリーコース管理棟 

 〒090-8024 旭川市神居町富沢    

TEL 0166-62-5349 

【本部宿舎】 

 高砂温泉 

 〒070-8061 北海道旭川市高砂台８丁目 

 TEL 0166-61-0227 FAX 0166-62-3531 

【宿泊に関して】 

 宿舎は指定しませんので各自で手配してください。 

【現地連絡先】 

江川 淳 

TEL 090-1522-9892 

E-mail: bqqsw718@ybb.ne.jp 

 

第２会場 

【会場】 

 新潟県・津南町 マウンテンパーク津南 

【集合場所・本部宿舎】 

しなの荘 

 〒949-8205 新潟県中魚沼郡津南町上郷上田乙 2163 

TEL 025-765-2442  FAX 025-765-1082 

【宿泊に関して】 

 宿舎は指定しませんので各自で手配してください。 

【現地連絡先】 

 志賀 直哉 

TEL 090-1602-2859 

E-mail：shiga@neptune.jstar.ne.jp 

 


