
　　　　　　　　　　　　　　平成26年度　事業計画書
1.公益目的事業
　　(1) 競技会開催事業

1.競技会の開催
開催年月日 曜日 会場 種目 参加予定数 公認区分 開催年月日 曜日 会場 種目 参加予定数 公認区分

 26.1.5 日 第55回雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ杯全日本ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 宮の森 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 120 全日本A級公認 荒井山 ｽﾓｰﾙﾋﾙ 40

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ FIS公認 ﾐﾃﾞｨｱﾑﾋﾙ 20

女子５㎞C 全日本A級公認 荒井山 ｽﾓｰﾙﾋﾙ 40

男子10㎞C ※中学生は除く ﾐﾃﾞｨｱﾑﾋﾙ 20

中学男子5㎞ 第37回ﾐｽﾞﾉ杯ｼﾞｭﾆｱｼﾞｬﾝﾌﾟ競技大会 荒井山 ｽﾓｰﾙﾋﾙ 40

中学女子3㎞ 兼　第38回全道ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 ﾐﾃﾞｨｱﾑﾋﾙ 20

FIS Far East Cup ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ FIS公認 第36回宮様ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ競技会 白旗山 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 60

ﾜﾝｳｪｲ杯全日本ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾚｰｽ2014 白旗山 女子SP 全日本A級公認 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂｶｯﾌﾟ ｺﾝﾋﾞﾚｰｽ 80

男子SP 第36回宮様ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝ競技会       (GS+SL)

FIS Far East Cup ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ FIS公認 ﾓｰｸﾞﾙ 45 全日本A級公認

札幌ﾄﾖﾀ杯全日本ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰﾚｰｽ2014 女子５㎞F 全日本A級公認 2.21～ 金～ ﾃﾞｭｱﾙﾓｰｸﾞﾙ 50

男子10㎞F 2.23 　　日 2014北海道ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ選手権大会札幌ｼﾘｰｽﾞ ｽｰﾊﾟｰ大回転 280 全日本B級公認

1.11～ 土～ 40 札幌国際ｶｯﾌﾟｽｰﾊﾟｰGＳ競技会 ２戦 40 ｼﾞｭﾆｱ

1.12 　　日 40 2.23 日 2014ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｲﾝｶｯﾌﾟｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 白旗山 ﾘﾚｰ 18チーム

1.13 月祝 第56回HBCｶｯﾌﾟｼﾞｬﾝﾌﾟ競技会 大倉山 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 65 全日本A級公認 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ

第42回札幌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念国際ｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟ競技大会 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 FIS公認 女子ﾘﾚｰ 12

FISｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｶｯﾌﾟ2014 　　札幌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念 68 全日本A級公認 2.28～ 金～ 天皇杯第92回全日本ｽｷｰ選手権大会 男子リレー 18

　　ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｶｯﾌﾟ 30 3.4 　火 　　　　　　　　　　　　　　　　　　：ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ競技 白旗山 女子10㎞C )   264 全日本A級公認

第41回HTBカップ国際ｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟ競技大会 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 FIS公認 男子15㎞C

FISｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｶｯﾌﾟ2014 　　　ＨＴＢｶｯﾌﾟ 78 全日本A級公認 女子30㎞F

　　ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｶｯﾌﾟ 40 男子50㎞F

第53回STVｶｯﾌﾟ国際ｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟ競技大会 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 FIS公認 3.2 日 札幌ｽｷｰ連盟会長杯第25回TVh杯ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 大倉山 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 70 全日本A級公認

FISｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｶｯﾌﾟ2014 　　ＳＴＶｶｯﾌﾟ 78 全日本A級公認 宮の森 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 30

　　ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｶｯﾌﾟ 40 白旗山

2014HBCラジオ歩くｽｷｰ大会 白旗山 歩くスキー 1500 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ 男女GS )   270

1.18～ 土～ 85 全日本A級公認 男女SL

1.19 　　日 95 全日本B級公認 西　岡 バイアスロンリレー 23

1.25～ 土～ 60 バイアスロン個人 130

1.26 日 60 白旗山 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ FIS公認

宮の森 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 55 3.6～ 木～ 女子 5㎞C 全日本A級公認

白旗山 IG10㎞F 3.9 　　日 女子10㎞F )   220

1.30 木 第92回全日本ｽｷｰ選手権大会:ｼﾞｬﾝﾌﾟ競技　ﾉｰﾏﾙﾋﾙ 宮の森 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 90 全日本A級公認 男子10㎞C

2.1 土 第26回UHB杯ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 大倉山 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 90 全日本A級公認 男子15㎞F

札幌ﾄﾞｰﾑ、 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 宮の森 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 100

羊ヶ丘、西岡 25㎞・50㎞ 大倉山 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 100

白旗山 歩くスキー ばんけい ﾓｰｸﾞﾙ 70

3・5・10㎞ 白旗山 歩くスキー 217

第92回全日本ｽｷｰ選手権大会(ﾗｰｼﾞﾋﾙ)

兼　第55回NHK杯ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会

2.2 日

第34回札幌国際ｽｷｰﾏﾗｿﾝ大会

FIS公認

2200

ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 90 全日本A級公認大倉山

競技会名

2.11

26.2.8

2.9

土

日

1.8 水

FIS ｼﾞｬﾝﾌﾟﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾚﾃﾞｨｰｽ2014札幌大会 

1.17

1.6 月

FIS Far East Cup 

第32回伊藤杯全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰﾚｰｽ 白旗山

1.7 火

競技会名

)    255

)     25

)    200

)    219

ﾓｰｸﾞﾙ２戦

FIS公認大倉山

ばんけい

宮の森 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 FIS公認

白旗山

宮の森

大倉山

ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134

全日本A級公認

金

1.18 土

FISｼﾞｬﾝﾌﾟﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2014札幌大会

日
大倉山

1.29 水 第92回全日本ｽｷｰ選手権大会:ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ競技

1.19

第14回ばんけいﾓｰｸﾞﾙ競技会

第5回伊藤杯ｼﾞｭﾆｱｼﾞｬﾝﾌﾟ大会

第36回宮様ｼﾞｭﾆｱｼﾞｬﾝﾌﾟ競技会

火祝

第33回北海道ｽｷｰ選手権大会:ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ競技 ばんけい

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ

札幌国際

第85回宮様スキー大会国際競技会



2.競技会への協力、後援

開催年月日 曜日 会場 種目 参加予定数 公認区分 開催年月日 曜日 会場 種目 参加予定数 備考

FIS公認 26.1. 3 金 荒井山 ｼﾞｬﾝﾌﾟ 8

全日本A級公認 1.3 金 荒井山 主催

3.14～ 金～ 2014北海道ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ選手権大会札幌ｼﾘｰｽﾞ ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 290 全日本B級公認 1.4 土 白旗山

3.16 　　日 ﾐｽﾞﾉｶｯﾌﾟGS・白い恋人ｶｯﾌﾟSL/CB ｽﾗﾛｰﾑ/ｺﾝﾋﾞ 70 ｼﾞｭﾆｱ 1.4 土 白旗山 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 6

3.20～ 木～ ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 1.7 火 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ ｱﾙﾍﾟﾝ 59

　　3.23 　　日 ｽﾗﾛｰﾑ 1.14 火 荒井山 ｼﾞｬﾝﾌﾟ 20

3.22 土 第15回伊藤杯ｼｰｽﾞﾝﾌｧｲﾅﾙ大倉山ﾅｲﾀｰｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 大倉山 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 70 全日本A級公認 荒井山 主催

3.21～ 金祝 白旗山

3.23 ～日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ競技 1.14～ 火～

3.29 土 第13回宮様ｼﾞｭﾆｱﾓｰｸﾞﾙ競技会 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ ﾓｰｸﾞﾙ 40 1.15 　　水

FIS公認 2.9 日 荒井山 ｼﾞｬﾝﾌﾟ 6 主催

全日本A級公認 2.16 日 第32回札幌市中学校ｽｷｰ新人戦大会 白旗山 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 5

2.11 火祝 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ ｱﾙﾍﾟﾝ 35

教育部

開催年月日 曜日 会場 種目 参加予定数 備考

26.1.13 月・祝 第51回全日本ｽｷｰ技術選手権大会札幌地区予選会
兼第34回札幌ｽｷｰ連盟ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰﾀｰ選考会

2.11 火・祝 第54回札幌市民体育大会冬季大会ｽｷｰ競技会
兼　第27回札幌ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ技術選手権大会

1.26 日 北海道ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ技術選手権ﾌﾞﾛｯｸ大会 藻岩山 120

2.23 日 ﾏｽﾀｰｽﾞ技術選手権大会 藻岩山 55

ｻﾏｰｼﾞｬﾝﾌﾟ

開催年月日 曜日 会場 種目 参加予定数 公認区分

ｽﾓｰﾙﾋﾙ 50

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾋﾙ 50
ｽﾓｰﾙﾋﾙ 45

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾋﾙ 50

第32回札幌市長杯宮の森ｻﾏｰｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 宮の森 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 100 全日本A級公認

第15回札幌市長杯大倉山ｻﾏｰｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 大倉山 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 95 全日本A級公認

1.14 火
第46回北海道中学校ｽｷｰ大会（ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ競技）

4

103

ばんけい ﾓｰｸﾞﾙ

競技会名

4.5 土

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ

JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ　兼　2014全日本ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ選手権大会

ばんけい

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ

競技会名

　　　未定

第11回札幌市長杯荒井山ｼﾞｭﾆｱｻﾏｰｼﾞｬﾝﾌﾟ大会

第4回雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ杯ｼﾞｭﾆｱｻﾏｰｼﾞｬﾝﾌﾟ大会

荒井山

荒井山

競技会名

技術選

技術員部

ばんけい

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ

第18回北海道ｽｷｰ選手権大会:ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ競技/GS 札幌国際 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ

ﾓｰｸﾞﾙ

45

技選部

150

90

26.3.8 土

第92回全日本ｽｷｰ選手権大会:ｱﾙﾍﾟﾝ競技/技術系 )    400 FIS公認

70第23回ﾌﾘｰｽﾀｲﾙｽｷｰ札幌ﾓｰｸﾞﾙ競技会

90 全日本A級公認

札幌市中学
校体育連盟

札幌市中学
校体育連盟

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 2

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

白旗山 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ

競技会名

第66回札幌市中学校体育連盟ｽｷｰ選手権大会

北海道中学
校体育連盟



（2） 選手育成強化事業

1.ｼﾞｬﾝﾌﾟ強化合宿 5.フリースタイル強化合宿
期別 参加人員（延） 会場 備考 期別 参加人員（延） 会場 備考

25.12中旬 ｺｰﾁ 4人 25.10月 ｺｰﾁ 9人

（3泊4日） 選手 24人 選手 30人
25.12.23～26 ｺｰﾁ 12人 25.11月 ﾄﾚｰﾅｰ 10人
　　 (3泊4日) 選手 60人 体力測定 ｺｰﾁ   8人
26.7.中旬 ｺｰﾁ 9人 (日帰り2日間)　 選手 20人

(2泊3日) 選手 45人 25.12月 ｺｰﾁ 6人
(1泊2日) 選手 20人

2.ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ強化合宿 26.2月または3月 ｺｰﾁ 4人
期別 参加人員（延） 会場 備考 SB・HPと合同 (日帰り2日間) 選手 10人

25.12.17～20 ｺｰﾁ   4人 26.4月 ｺｰﾁ 6人
　　　（3泊4日） 選手 12人 (1泊2日) 選手 20人

25.12.23～26 ｺｰﾁ   8人 26.6月 ｺｰﾁ 8人
　　 (3泊4日) 選手 12人 　　　　体力測定(日帰り2日間) 選手 20人
26.7.中旬 ｺｰﾁ 6人 26.7月 ｺｰﾁ 4人 ﾃｲﾈ

(2泊3日) 選手 9人 (1泊2日) 選手 20人 ｳｫｰﾀｰｼﾞｬﾝﾌﾟ

26.6月～9月 ｺｰﾁ 24人
3.ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ強化合宿 　　フィジカルトレーニング（日帰り８回) 選手 80人

期別 参加人員（延） 会場 備考
25.12月下旬 ｺｰﾁ  6人 6.ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ強化合宿

（2泊3日） 選手 18人 期別 参加人員（延） 会場 備考

26.1月中旬 ｺｰﾁ   6人 26.１月中旬 ｺｰﾁ 1人
　　 (2泊3日) 選手 12人 選手 8人
25.10月～26.9月 ｺｰﾁ 24人 白旗山 26.１月中旬 ｺｰﾁ 1人

(12日間) 選手 120人 真駒内ほか            (日帰り) 選手 8人
26.1月～3月 ｺｰﾁ 52人 26.１月下旬 ｺｰﾁ 1人

(26日間) 選手 260人            (日帰り) 選手 8人
26.２月上旬 ｺｰﾁ 1人

4.アルペン強化合宿            (日帰り) 選手 8人
期別 参加人員（延） 会場 備考 26.２月中旬 ｺｰﾁ 1人

26.1.6 ｺｰﾁ   4人            (日帰り) 選手 8人
（日帰り） 選手 15人 26.２月下旬 ｺｰﾁ 1人

26.1.中旬 ｺｰﾁ   8人            (日帰り) 選手 8人
　　 (1泊2日) 選手 30人 26.3月下旬 ｺｰﾁ 1人
26.1.下旬 ｺｰﾁ 6人            (日帰り) 選手 8人

(日帰り3日間) 選手 75人 26.１月中旬 ｺｰﾁ 6人
26.2月下旬 ｺｰﾁ 3人      (日帰り２日間) 選手 14人

(2泊3日) 選手 36人 26.１月下旬 ｺｰﾁ 6人
26.3月上旬～中旬 ｺｰﾁ 4人      (日帰り２日間) 選手 14人

(1泊2日) 選手 30人 26.2月中旬 HP ｺｰﾁ 6人
26.3月下旬 ｺｰﾁ 6人 選手 14人

(1泊2日) 選手 20人 26.3月下旬 SBX ｺｰﾁ   2人
選手 12人

高校生

中学生

中学生

冬期

日程

フィジカルトレーニング（日帰り3日間）

日程

日程

日程

高校生

小・中学生

小・中学生 冬期

夏期

春期

春期～秋期

冬期

夏期

名寄市

朝日町

朝日町

日程

冬期

　　　　            (１泊２日)

　　　　            (１泊２日)

日程

　　　　　　　　　      　 　　　(日帰り)

練習会(全期)

練習会(ﾅｲﾀｰ)

未定

未定

白旗山

小・中・高校生

小・中・高校生

中・高校生

中・高校生

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ

冬期

夏期

名寄市

朝日町

朝日町

朝里川温泉

朝里川温泉

かもい岳

かもい岳

中学生

中学生

高校生

高校生

高校生

中学生

阿寒

北翔大学

北翔大学

未定

ばんけい

ニセコ

北翔大学

北翔大学

練習会(HP)

練習会(AP)

冬期

ばんけい

オーンズ

ばんけい

オーンズ

札幌国際

ばんけい

オーンズ

ばんけい

ばんけい

ニセコ

ルスツ

一般

中・高・一般

中・高・一般

中・高・一般

中・高・一般

中・高・一般

中・高・一般

中・高・一般

中・高・一般

一般

一般

一般

中・高・一般

中・高・一般

中・高・一般

中・高・一般

一般

一般

一般



7.教育部

開催年月日 曜日 会場 参加予定数(人) 備考 1 準指導員受検者養成講習会(理論・実技)

 26. 1.19 日 選手特別強化練習会 25 平成25年10月から平成26年2月までの期間に、準指導員受検者　55人を対象に、受検者のための　

1.30～2.2 木～日 北海道スキー技術選手権大会派遣助成 13 理論・実技養成講習会を開催。

3. 8～9 土～日 比布 35 2 指導員受検者養成講習会(理論・実技)

平成25年10月から平成26年2月までの期間に、指導員受検者　30人を対象に、受検者のための　

1 選手特別強化練習会 理論・実技養成講習会を開催。

全日本・北海道技術選の上位を目指す選手の技術・理解・師範能力等の向上を図るため、 3 認定指導員受検者養成講習会(理論・実技)

ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄｽｷｰ場において延　25人の参加を見込み強化練習会を行なう。 平成25年10月から平成26年2月までの期間に、認定指導員受検者　10人を対象に、受検者のため

2 北海道スキー技術選手権大会派遣助成 の理論・実技養成講習会を開催。

日頃研鑚したるスキー技術を十分に発揮し優秀な成績上げ、全日本技術選出場を目指す。 4 準指導員模擬検定会

3 北海道ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ技術選手権大会決勝大会参加支援 平成26年2月に準指導員受検予定者　50人を対象に試験会場となるﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄｽｷｰ場において

道ｼﾞｭﾆｱ技術選ﾌﾞﾛｯｸ大会を勝ち抜いた選手によるレベルの高い競技会へ出場することで 本番を見越しての模擬検定会を行なう。

技術・競技力の更なる向上を目指す。 5 準指導員合格者研修会

平成26年4月に準指導員合格者を対象に研修会を行なう。

（3） 指導者養成事業 6 技術員研修会

平成25年12月から平成26年2月までの期間に、理論は定山渓、実技は藻岩山ｽｷｰ場及び札幌国

開催年月日 曜日 会場 受講予定数(人) 備考 際スキー場において技術員を対象に強化研修会を行なう。

 25. 10.17 木 100 7 認定指導員強化研修会

10.22 火 40 平成26年1月に藻岩山ｽｷｰ場において、認定指導員延　10人を対象に強化研修会を行なう。

 25.11.5～ 火～ 指導員受検者養成講習会(理論・実技) 中島体育センター 55 8 指導員ｽﾗﾛｰﾑ大会

  　26.2.23 　日 準指導員受検者養成講習会(理論・実技) 藻岩山 30 平成26年3月に藻岩山ｽｷｰ場において、ｽｷｰ指導員　60人の参加を見込みｽﾗﾛｰﾑ大会を開催。

認定指導員受検者養成講習会(理論・実技) ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ 10 9 SAJ公認パトロール養成講習会

2.23 日 準指導員模擬検定会 ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ 50 平成25年12月から平成26年2月までの期間に、室内実技は中央区民センター、雪上実技は

準指導員・認定指導員合格者研修会 中島体育センター 40 Fu'sｽﾉｰエリアを会場として、公認パトロール受検者　4人を見込み養成講習会を開催。

 25. 12.14 土 20 10 技術員研修会助成

12.21 土 20 ｽｷｰの普及振興を図るための実践活動をする各指導員の指導にあたる技術員の技術・師範

 26.   1.11 土 技術員研修会 (理論・実技) 定山渓・札幌国際 30 能力等の向上を図る研修会参加に対し、助成を行なう。

 26.2.8～9 土～日 技術員研修会 (実技) 藻岩山 30 11 ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ体験講習会

 26.   1.13 月・祝認定指導員強化研修会 藻岩山 10 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈにおいて、ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞを安全に楽しむための講習会を開催し、携わる有資格者の知識

 26.   3.21 金・祝指導員スラローム大会 藻岩山 60 普及振興部 と指導力の向上を図る。

25.10.18～ 金～ 中央区民センター

　　26.1.26 　　日 Fu'sｽﾉｰエリア

 26.　1～3月中 ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ体験講習会 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ 50 ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ部

札幌国際 冬季     100

未定 夏季   　100　

 26. 4月

総務部

技術員部

技術員研修会助成
 25．12月

 26.  夏季

行事名

指導員・準指導員・認定指導員受検説明会 中島体育センター

技術員研修会 (準指導員養成講師研修会) 藻岩山

北海道ｼﾞｭﾆｱスキー技術選手権大会決勝大会参加支援

強化部

行事名

ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ

指導者養成部

パトロール受検者養成講習会 4 安全対策部



（4） 検定会事業 （7） 加盟団体連携強化事業

開催年月日 曜日 会場 参加予定数(人) 備考 1 加盟団体代表者会議

　26.1.19 日 　 加盟団体の代表者にお集まりいただき、事業の概要等を説明し、意見交換会を行なう。

       2. 2 日 級別　　250 2 加盟団体事務担当者会議

2.11 火祝 検定会級別テスト・ジュニアテスト 藻岩山 加盟団体の事務担当者に対し、会員登録・資格登録等に関する事務取扱についての

       3. 2 日 ｼﾞｭﾆｱ　200 説明及び各事業の案内・情報を提供する。

3.16 日 3 連盟総会

2.16 日 テクニカルプライズテスト 藻岩山 15 加盟団体との連絡融和を図るため、平成26年12月に連盟総会を開催。

3.8 土 クラウンプライズテスト ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ 20 強化部

1 バッジテスト

平成26年1月から3月までの期間に、藻岩山スキー場において検定資格受検者 級別　250人 ｼﾞｭﾆｱ200人

の受検者を見込みバッジテストを開催。

2 テクニカルプライズテスト

平成26年2月に藻岩山スキー場において、級別1級以上保有者　15人の受検者を見込みテクニカル

プライズテストを開催。

3 クラウンプライズテスト

平成26年3月にサッポロテイネにおいて、テクニカルプライズ保有者　20人を対象にクラウンプライズテスト

を開催。

（5） スキー学習支援事業

開催年月日 曜日 会場 講師予定数 備考

1 学校体育におけるスキー普及・支援のため、札幌市と連携し、スキー授業支援希望校への

講師派遣・指導を行なう。

（6） 調査研究事業
1 ｼﾞｬﾝﾌﾟﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ組織者会議への出席

国際・国内大会の運営向上に寄与するべく、国際ｽｷｰ連盟主催のｼﾞｬﾝﾌﾟﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ組織者会

議に参加し、競技規則・大会運営等に関する情報収集を行う。

2 教育部年史編纂調査

　 教育部の各種事業をとおして、スキーの普及振興に努めてきた実績を将来の一層の発展に資

するべく、年度ごとに年史の企画・調査・編集を行なう。

26.1月～3月 528 普及振興部藻岩山ほか札幌市立中学校・高等学校スキー学習支援

事業名

ｽｷｰ学校部

事業名



2 収益事業等(その他の事業/相互扶助等事業)

他1.スキー学校事業 他2.全日本スキー連盟会員登録事務補助等事業

開催年月日 曜日 会場 受講予定数(人) 備考 (1)全日本スキー連盟会員登録事務補助事業

25.12.8～ 日～ 一般スキーヤー及び競技者・有資格者を対象に全日本スキー連盟会員登録等の

　26.3.31 　月 事務手続きを行う。

26.1.4～ 土～

3.15 　土 (2)功労者等表彰事業

25.12.26 木～ 本連盟の事業に特に功績があり、スキーの健全な普及振興に貢献した団体及び個人

～26.3.28 　金 を表彰、並びに当該ｼｰｽﾞﾝ中に優秀な成績を収めた本連盟所属選手に対し、大野精

七記念スキー賞の表彰を行う。

1 通常授業

平成25年12月から平成26年3月まで、藻岩山スキー場において、一般市民　　885人の参加を

見込みスキー学校を開催。(延　１１４日間)

2 ナイター授業

平成26年1月から3月までの期間に、藻岩山スキー場において、一般市民　40人の参加を見込み

ナイタースキー講習会を開催。(延　３１日間)

3 ｼﾞｭﾆｱ講習会

平成25年12月から平成26年3月までの期間に、藻岩山スキー場においてｼﾞｭﾆｱ延　2,900人を

対象に講習会を行い、級別・ｼﾞｭﾆｱテストを開催。(８回)

行事名

スキー学校部

藻岩山スキー学校平常授業

藻岩山スキー学校ﾅｲﾀｰ授業

ｼﾞｭﾆｱ講習会

藻岩山 40

2,900

885
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