
技術レベルアップと交流に応えて 11 年目 
『一般レベルアップ』 『指導員研修』 『指導員養成実技』の３コース 

 日 程:2021 年 12 月 10 日(金)～12 日(日) 
 会 場:志賀高原スキー場 
 宿 舎:ホテル山楽（ゲレンデまで徒歩 1 分） 
 〒381-0401 ⾧野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬 TEL: 0269-34-2217  

 募集人数:70 人 
 コースと参加費: 
 ビデオを使って滑りをチェック 
 スキーテクニカルテスト(STT)で実力把握（12 日午後にオプション実施） 
 各コースともにパターン A が基本 それ以外の参加パターン(B～D）も設定 

コース      2)、３)は関東ブロック主管 参加費   会員外は＋2,000 円 
１） 一般レベルアップコース 

２） 指導員研修コース 
※初級・中級指導員対象 
10 日（金）:応用発展技術研修 
11 日（土）、12 日（日）:基礎技術研
修 

パターン A:35,500 円 
パターン B:38,000 円 
パターン C:30,000 円 
パターン D:24,500 円 

３） 指導員養成実技コース 
10 日（金）:レベルアップを実施 
11 日（土）、12 日（日）:養成実技 
参加費には 12 日（日）午後の STT 受験
料含みます 

パターン A:37,500 円 
パターン B:40,000 円 
パターン C:32,000 円 
パターン D:26,500 円 

【新型コロナウイルス感染症（COVID-19)の対策について】 
行事中のコロナ感染リスクを極力減らすために、以下のことを理解しご自身の判断で申込みをお願いします。従っていただけない場合は「途中強制帰宅」をお願いすることもあります。
なお、宿舎の１部屋当たりの定員を少なくすることを宿舎側と合意しています。 
(1) 参加者はマスク等を自ら持参し、可能な限りマスク等を着用して行動すること。マスクは宿舎に捨てないで持ち帰ること。 
(2) 特に、宿舎やゲレンデ食堂では３密を避けるように各自注意し、必ずマスクを着用すること（食事中、入浴中を除く）。 
(3) 志賀高原に向かう前に体調が悪い場合、発熱がある場合は、参加せず、その旨を直ちに事務局に連絡すること。 
(4) 行事中に発熱があった場合は、行事参加を中止し医療機関を受診すること（そのために、必ず保健証を持参ください）。 
(5) 帰宅後２週間以内にコロナを発症した場合、速やかに事務局に報告すること。 
(6) 参加者のコロナ感染が確認できた場合には行事参加者と宿舎にその旨を事務局が連絡することをあらかじめ了解すること（感染者名は匿名で連絡します）。 
(7) 行事期間中にコロナに感染したことが判明しても主催者はその責任を負えないこと。 
(8) 宿舎が設定する新型コロナウイルスに対するガイドラインに従うこと。 
(9) 申込み開始後に東京都に「緊急事態宣言が発令」されたり、「都道府県をまたいだ移動の自粛」が関連する地方自治体から要請された場合は行事を中止します。この場合には申込者にメールで

連絡すること（申込み時のメールアドレスは正確に記入ください）。 
(10) 例年行ってきた土曜日の夜の交流会は行なわない予定であること（実施の場合は現地で参加費 1,000 円（予定）を徴収します）。 

予定スケジュール（変更があった場合は現地でお知らせします） 

12/10（金） 12/11（土） 12/12（日） 
 9:00 ゲレンデにて開会式 

各コース/班ごとにレッスン～14:30 頃まで 
 17:15～ 

各コース/班ごとにミーティング（予定） 

※ 指導員研修コースは応用技術研修 
※ 指導員養成実技コースはレベルアップを実施 

 9:00～ 
各コース/班ごとにレッスン～14:30 頃まで 
（指導員研修コース, 指導員養成実技コースは指導

員規定に沿った時間の確保のため 15:30 頃まで） 
 17:15～ 

各コース/班ごとにミーティング（予定） 

※ 指導員研修コースは基礎技術研修 
※ 指導員養成実技コースは養成実技を実施 

 9:00～11:30 
各コース/班ごとにレッスン 

※ 指導員研修コースは基礎技術研修 
※ 指導員養成実技コースは養成実技を実施 
 11:30 ゲレンデにて閉会式 
【オプション】 
 12:30～ スキーテクニカルテスト（STT) 
※ 希望者に STT を行います 
※ 指導員養成実技コースの方は必須です 

  

2021 年 

11/22(月) 
PM11:59

パターン A：2.5 泊５食（9 日半泊、10 日朝食～）、講習（2.5 日） 

パターン B：３泊６食（9 日夕食～）、講習（2.5 日） 

パターン C：２泊４食（10 日夕食～）、講習（2.5 日） 

パターン D：1.5 泊３食（10 日半泊、11 日朝食～）、講習（1.5 日） 
 その他のパターンについてはお問い合わせください 
 リフト代、昼食代は含まれていません 
 １)と２)のコースで STT 受験希望者は 2,000 円が別途かかります 
 すべてのパターンに傷害保険料が含まれています（傷害保険限度額

超えた分は自己負担となります） 

本行事は現地集合・解散（12 日 11:45 予定）です 

スキー協会員でない方の参加費は下記の料金に＋2,000 円となります 

ただし、行事中に入会された場合は会員額と同額となります 



 

 参加申込方法（インターネット環境を使ったお一人ずつの申込方法です。まとめての申込みはできません） 

募集期間：９月１日（水）9：00～11 月 22 日（月）23：59 
【１】スマホ、タブレット、携帯から 

右の QR コードを読み込み、2021 テクニカルフェスタの案内に入り、

登録フォームに必要事項を記入の上、画面に従ってご登録いただく

ことで、お申し込みいただけます。 
ガラケーの一部の古い機種では、ＱＲコードを読む機能が付いていなかったり、機能が付いてい

てもインターネットの暗号化通信の利用ができないために、ＱＲコードからの申込みができない

場合があります。その場合は、パソコンからのお申し込みをお願いいたします。 

【２】パソコンから 

https://cloud.conference-er.com/event/c0731281419 
に 2021 テクニカルフェスタの案内があります。登録フォームに必要事項を記入の上、画

面に従ってご登録いただくことで、お申し込みいただけます。 

※インターネットを使った申込方法について 
インターネット環境の充実／拡充が進んできました。インターネットを使うと「どこでも、いつでも」申込みができるという利

点があります。行事主催者側も申込状況がインターネットを使って「どこでも、いつでも」把握でき、事務処理の軽減も図れま

す。 

このような背景から申込方法を２年前に変更しました。ご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、お申込みいただいたお名前などのデータはすべて暗号化されています。インターネット通信経路上のデータの盗聴や改ざ

ん、なりすましなどのリスクは非常に低いものになっています。安心してご利用ください。 

申込の際には事務局メールアドレス（tokyoskikyo@gmail.com）からのメールをお受け取りいただけるよう、受信設定の確認を

お願いいたします。特に携帯電話メールアドレス（DoCoMo/au/softbank 等）の方は迷惑メール対策が強化されている背景があ

り、パソコンから発信する事務局からのメールが届かないといったトラブルが発生する場合があります。 

※インターネット環境をお持ちでない方のお申込みについて 
（以下のどちらかでお願いします。なるべく１）でお願いいたします） 

１）ご所属クラブのインターネット環境をお持ちの方にお願いしてインターネットからお申し込みください。 

２）フリーフォーマットで、「2021 テクニカルフェスタ申込み」と記載し、「氏名」「性別」「所属クラブ」「住所」「電話番号」

「生年月日」「コース」「参加パターン」「STT 受験の有・無」「メールアドレス」（お持ちの方）を記入し、FAX でお申し込み

ください。 

FAX 番号 045-983-4514（福島 明） （電話番号非通知設定の方は、FAX 番号をダイヤルする前に「186」を押してから発信してください） 

 参加費振込先：参加費の振込みが行われて正式受付となります（振込手数料は参加者負担となります） 
◇ゆうちょ銀行から⇒記号:10190 番号:9449081 イトウ マサアキ 
◇ゆうちょ銀行以外から⇒店名:〇一八（ゼロイチハチ） 店番:018 普通貯金 口座番号:0944908 イトウ マサアキ 

※参加費は申し込みから３日以内に振り込みをお願いします。念のために振込明細は当日お持ちください。 
※参加費をまとめて振込むことは可能です。その場合は申込み時に送られる受付メール宛に「振込み内訳（クラブ名、全員の名

前、各自の金額）」を記載したメールを必ず送付ください。 

 【12 月 10 日集合時刻/場所】 
午前 9:00 一の瀬ファミリーゲレンデリフト券売り場前 

リフト券を購入のうえで 

【キャンセル規定】参加費全額に対してのキャンセル割合 

11/20まで無料、11/21から23日まで20％、11/24から12/6まで30％、
7日･40％、8日・50%、9日AM10時まで60%、それ以降100% 

キャンセル連絡は実行委員⾧へ 
（伊藤正明 携帯電話:090-4457-3915） 

返金の場合の振込料は申込者の負担となります。 

2020 テクニカルフェスタ 

【事務局メールアドレス】  tokyoskikyo@gmail.com 


