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会員のみなさまへ 

 

 

日本スキーパトロール協議会会員の皆様、2019-2020 年シーズンの活動は色々なことがあり、本

当にお疲れさまでした。 

シーズン初めは、全国的に雪不足で各スキー場がオープンできず、リフト・ゴンドラを設置して

も、なかなか動かせないスキー場や雪ごいをするスキー場もありました。 

2 月には雪も降り始め、これからという時に「新型コロナウィルス」の流行によりスキー場での

スキーパトロール活動も「感染しない・させない」対応を求められました。また全日本スキー連盟

も 2 月 27 日以降の研修会、検定会を中止するという苦渋の決断をしました。 

スキーパトロール検定会に向けて、養成講習会や個人的に練習会を開催して受検者をサポート

していただいた方に御礼申しあげます。今年の検定会は中止となりましたが「2020 特別措置」が

受けられますので是非来年も検定を受けていただき、我等の仲間となって親睦を深めたいと思い

ます。 

今、「新型コロナウィルス」感染拡大防止に向け、医療関係者を始め、行政もマスコミも一丸と

なって国民の健康を守るために日々頑張っています。私たちの仲間にも医療の専門家、行政マン、

マスコミ関係者等、日本各地に色々な部門のエキスパートの方々がおられます。早く終息するこ

と、そしてワクチンや特効薬ができることを皆が願っております。 

雪不足は地球温暖化の影響もあるかもしれませんが、来シーズンは通常どおりの積雪になり、

スノースポーツが安全で楽しいシーズンとなってほしいものです。 

最後に会員皆様のご健康とご活躍をお祈りします。 

 

日本スキーパトロール協議会会長 遠藤 正   

 

 

  

パトロールニュース 79号発行にあたって 
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「新型コロナウィルス感染拡大に係る本連盟主催事業の研修会、クリニック、検定会の中止に伴う措置について」

SAJ令和 2教第 803号（令和 2年 3月 16日付発行）が公益財団法人全日本スキー連盟 岡田良平教育本部長よ

り加盟団体へ通知がありましたのでスキーパトロール関係の部分のみを記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

新型コロナウィルス感染拡大に係る SAJ事業の措置について 

 
 

2. スキー準指導員検定会（省略） 

 

3. スノーボード準指導員検定会（省略） 

 

 
 

5. B級検定員検定会（省略） 

 

6. 今回中止した準指員検定会～（省略） 

 

１．研修会、クリニック中止に伴う取り扱い

について 

今期 2月 26日以前に実施した研修会、クリ

ニック修了者と公平性を保つため、2月 27日

以降に開催を予定し、申し込みが終了してい

る研修会、クリニックが新型コロナウィルス

の影響により中止になった場合は、参加費は

返却せず研修修了とします。 

４．スキーパトロール検定会の養成講習会の

有効期限について 

 今年度のスキーパトロール検定養成講習会

修了者の養成講習の有効期限 

   3年  4年 

対象者はシクミネットで次年度「スキーパ

トロール検定会」の申込みを行う際「2020特

別措置」のチケットで申し込みし、加盟団体

は「2020特別措置」の対象者であることを確

認してシクミネットで承認してください。 

７．本連盟からの通知が間際で周知が間に合

わず、すでに実施した研修会、クリニック、

検定会の取り扱いについて 

周知が間に合わず既に実施してしまった場

合は、今回は認めます。当該加盟団体は、シ

クミネットで通常どおり、イベント出席・合

否登録をしてください。 
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SAJパトロール研修会西日本会場が、2020年

2 月 22 日（土）から 23 日（日）に、石川県の

白山セイモアスキー場にて開催されました。 

今回の研修会では、実技の外部講師（陸上自衛

隊レンジャー部隊）による実習があったり、中村

医師の講演で、最新医療の生々しい手術映像を見

たり、内容の濃い研修会でした。 

 

また、新型コロナウィルスの影響で全員マスク

着用での講習会となり、会場の消毒液や全員分のマスクの調達等大変御苦労されたと思います。石川県安全対策部

のスタッフの方々、地元セイモアスキー場のパトロールの隊員の方々の御協力のおかげで雪不足ではありました

が素晴らしい研修会となりました事に感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日程等詳細】 

日 時：2020年 2月 22日（土）～2月 23日（日） 

参加者：55名（男 42名、女 13名）欠席者 4名（新型コロナウィルスの影響で会社の指示による） 

日 程 
22日 午前 講師による基礎スキー実技 

22日 午後 陸上自衛隊金沢駐屯地 レンジャー訓練隊による実技研修 

（引き上げ訓練、ビーコン訓練、低体温時のラッピング講習、） 

23日 午前 理論研修 骨折時の最新医療 

講師：Drパトロール 春江病院 中村立一医師 

実技研修 石川県日赤指導員による止血法他 

  

SAJ研修会西日本会場（白山セイモアスキー場） 
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●研修会の様子 
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総務主任 山村誠 

１日目の雪上研修では、アキヤボートを使用した２人搬送技術、ボート

搬送に必要な横滑りを中心に行い、室内研修ではロープワークの復習と、

パトロールとして知るべき、膝を中心としたスキー外傷とその予防につい

て、NTT 東日本札幌病院井上雅之医師を講師に招き研修を実施。また旭

川市消防本部の救急隊の方によ

るスノースポーツにおける外傷

者の救急隊への引き渡しについて御講義いただきました。 

２日目のスキー技術では多様な斜面に対応できる安定した滑りの実現

を目指し、不整地等あらゆる斜面で研修を行いました。 

雪上研修は年齢や体力を考慮した班編成とし、時間に余裕を持たせた研

修内容で行う様に努めました。期間を通して研修生の皆さんが意欲的に実

技に取り組む姿がとても印象的でした。また、ドクター及び救急隊の方に

よる講習は、現場に携わる者として大変充実したものになりました。 

記録的な雪不足の中、会場の整備にご尽力いただいたカムイスキーリン

クススキー場パトロール隊員およびスタッフの方々のおかげで円滑な運

営ができ、素晴らしい研修会となりました事に感謝申し上げます。 

【開催詳細】 

日 時：2020年 2月１日（土）～2月 2日（日） 

参加者：24名（男 19名、女 5名） 

日 程 

22日 午前 雪上研修：搬送技術『アキヤボート２人搬送』 

22日 午後 雪上研修：スキー技術の向上『多様な斜面で安定した滑りを実現する』 
室内研修： 
『スノースポーツにおける外傷者の救急隊への引き渡しについて』 
講師：旭川市消防本部南消防署救急第１担当 早勢真吾氏 

室内研修：『スキー外傷と予防 膝を中心に』 
講師：Drパトロール NTT東日本札幌病院整形外科部長 井上雅之氏 

23日 終日 雪上研修：スキー技術の向上『多様な斜面で安定した滑りを実現する』 

 

  

SAJ研修会北海道旭川会場（カムイスキーリンクス） 
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北海道スキー連盟 安全対策部 

テイネ会場 現地総務 佐々木靖幸 

1日目 実技研修では二人引きアキヤボート搬送を実施し、前

方・後方での引き方を研修した。理論研修では「指導者が心がける

安全対策」をテーマに外部講師 有元崇浩先生を招いて主にゲレン

デにおけるリスクマネジメントをお話していただきました。また救

急法（ガイドライン 2015年度版）ではファーストエイドプロバイ

ダーのもと止血法を行い、三角巾を使用した止血やターニケットを

用いた止血の方法・注意点などを学び、研修を行いました。 

2日目は前日の理論研修を踏まえ、実際にゲレンデ内フィールドを

視察してまわり、どんなリスクがあるかテイネスキー場パトロール隊

長などからの説明・質疑応答等を行いながら 1972年札幌オリンピッ

クコース（女子大回転・男女回転コース）、テイネハイランド名物

『北壁コース』を視察してまわりました。当日、山頂の気温は－

10℃でしたが充実した内容の研修でした。 

今回は宿泊を伴わない日帰りによる 2日間のパトロール研修会で

した。多くの方々に参加してもらえるよう、札幌近郊で

開催した研修でしたが、広く北海道内外、遠くは岡山県

からも集まっていただき感謝しております。 

サッポロテイネスキー場初開催の研修会となり、サッ

ポロテイネスキー場様、サッポロテイネスキーパトロー

ル隊様、札幌スキー連盟様のご協力もあり、ともに有意

義な研修会が行われたことに感謝いたします。 

【開催詳細】 
日 時：2020年 2月 1日（土）～2月 2日（日） 
参加者：61名（男 53名、女 8名） 欠席者 1名 
日 程 

1日（土）午前 実技研修 アキヤボート搬送・基礎スキー技術 

1日（土）午後 理論研修 
・安全なスノースポーツ指導のために 
・スノースポーツのリスクマネジメント 
・三角巾・ターニケットを使用した止血 

2日（日）午前 実技研修 基礎スキー技術 
午後  閉会式 

  

SAJ研修会 北海道テイネ会場（サッポロテイネ） 
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青森県スキー連盟研修会  技術員 福士 知史 

理論研修会では、今年のテーマを確認した。テーマとして、スキーの真上に乗ることが挙げられる。スキーの真

上に乗ることで、ずらすことや切ること等の基本操作が最も安全に行

えることを再確認した。 

実技研修では、今年度は雪がほとんどない状況であり、滑走するこ

とはできなかった。そのため、室内でのロープワーク、三角巾、シート

ボート等の実技をおこなった。また、近年バックカントリーでの雪崩

事故が増加しているため、雪崩学、ビーコン、プローブ、スコップワー

ク、ロープワークの座学をおこ

なった。 

特に今後のことを見据え

て、外国人対応や複数が雪崩 に巻き込まれた際の、トリアージについ

て熱く意見を交わしあった。来年度は雪がある状況で実技研修会を迎え

られることを、切に願うものである。 

 

【日程等詳細】 

日 時：理論研修 令和元年 11月 24日 

    実技研修 令和元年 12月 21~22日 

参加者：43名（男子 40名 女子 3名） 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

SAJ研修会青森県会場（青森スプリング・スキーリゾート） 
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岩手県スキー連盟 西舘 忍 

 

初日は、指導者研修会と合同で行われた開会式で，県連会長挨拶を聴いた後、全体理論研修に続いて、班別研修

としてパトロール班は会場を変え、理論研修を受講しました。午後はパトロール検定種目を中心とした雪上実技研

修となりました。 

二日目午前中は，足関節テーピング実習を行いました。 

講師は公認パトロールで、赤⼗字救急法指導員でもある千葉壽夫さん（⾐川スキー協会）。はじめに千葉講師が

参加者の佐藤真也さん（⾐川スキー協会）の足関節に，説明を交えながらテーピングを行い、研修会参加者はうな

ずいたり⾸をひねったりしながら展示を熱心に観察しました。その後、各自用意した 50mm ホワイトテープで、

パートナーの右足関節にテーピングを実践しました。今研修会の成果を今後の活動に役立てたいと思います。 

 

【日程等詳細】 

日 時：令和元年 12月 14～15日 

場 所：安比高原スキー場他 

参加者：16名 

講 師：高畑伸也・菅原健パトロール技術員 

 

 

SAJ研修会岩手県会場（安比高原スキー場） 
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東京都スキー連盟  保坂 淳司 

今回は、雪上はアキヤ及びロープボートのみの研修とし、室内は現在検定で出題されるロープ、三角巾の種目に

重点をおいた研修を行った。 

また、雪上研修のビデオと SAJ技術員研修会のビデオを見ての研修も行った。 

 

【開催詳細】 

日 時：2020年 2月 15日(土)～2月 16日(日) 

参加者：男 11名、女 10名 

SAJ立会理事、SAT教育本部長、主任講師、各 1名、講師 3名 

 

 

   

   

   
  

SAJ研修会東京都会場（菅平高原スキー場） 
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愛知県 福岡 優子 

2020年 1月 18日（土）~19日（日）に開催されました。雪不足により、当初の予定であった富山県イオック

スアローザから岐阜県平湯温泉スキー場へ会場が変更されました。早朝から深夜まで、しっかりみっちり充実した

内容でした。 

 東海北陸ブロックは、各県の技術員とサポート隊が協力して受講生を支えています。 

受講生の中には、実際にパトロールとしての勤務経験が無い人もいるため、ブロック開催で横のつながりができ

るのは、大きな励みになりました。 

 

   

   
 

【開催詳細】 
日 時：2020年 1月 18日（土）~19日（日） 
日 程 

18日（土） 7:45~8:00 受付 
8:00~8:10 開講式 
8:10~12:10 実技講習 
12:10~12:40 昼食 
12:40~17:10 実技講習 
17:10~18:10 理論講習 
18:10~19:00 夕食 
19:00~22:30 理論講習 

19日（日） 6:00~6:30 朝の集い 
6:30~8:00 理論講習 
8:00~8:30 朝食 
8:30~12:00 実技講習 
12:00~12:30 昼食 
12:30~15:00 実技講習 
15:00~16:00 閉講式 

  

東海北陸ブロック養成講習会（平湯温泉スキー場） 
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～ じゃんけん?!で深めるチームワーク ～ 
 
霊峰白山の麓、石川県白山市にあるスキー場「白山セイモ

アスキー場」。人口降雪機はありませんが、白山にぶつかっ

た冬雲がもたらす豊富な自然雪が魅力のスキー場です。 

北陸新幹線の終点である金沢からも 50分足らずで来られる

スキー場であり、県内外のお客さんで賑わっております。 

 

リフトは全 4本と少ないですが、コースは９つのバリエー

ションがあり、特に山頂から尾根沿いを滑走する「バリエー

ションコース」は、スキーヤーはもちろんスノーボーダーに

も人気のコースです。 

 

そんなスキー場を守るパトロール隊は中田隊長をはじめと

する、個性豊かな 15名の隊員です。隊員の年齢も３０代から

上はＸＸ代と幅広く、多くの隊員が平日は他の仕事に従事しているため共通点が少ない隊員同士ですが、普段か

らコミュニケーションを多く取るようにしており緊急時もチームワークを生かし活動を行っております。 

 

コミュニケーションを深めるための訓練の一つとして、毎朝スキー場始業準備後のじゃんけん
．．．．．

があります。誰

と無く「あー缶コーヒー飲みたい」と声がかかり、その後全隊員の手が伸びます。勝負が決まるまで全員輪にな

って時には数分、あーでもないこーでもないと言いながらじゃんけんをしております。 

特に先輩隊員がおごってくれるコーヒーは格別です。時には１０名以上の隊員が集まる週末もあるため、その際

に負けるとかなりの痛手ですが（笑）  

上段左から辰巳隊員、中田隊員、末井隊員、 
中田隊長、木村隊員、片岡隊員、北川隊員、 
下段左から 辻隊員、黒川隊員、高野隊員、 
松井隊員、小倉隊員 
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大人数のじゃんけんで負けると 

こうなります（笑）  
吹雪でも欠かさないじゃんけん 

 
小銭では足りません（笑） 

 

セイモアスキー場に来られるお客様としては基礎スキーヤーや競技スキーヤー、パークや新雪を楽しむボーダ

ー、スノースクートなどのＮＥＷスポーツを楽しまれる方、観光に来られた外国の方までと多種多様で、それら

全てのお客に安全で楽しいスキー場を提供できるよう日々訓練も行っております。 

 

県の安全対策本部として実施したＪＰＴＥＣ（外傷病院前救護ガイドライン）研修の他、今年度はスキーパト

ロール研修会として自衛隊員との研修を実施し、幅広い知識を取得するよう努めております。 

今年度は雪不足で活動期間は短かったですが、来シーズンもチームワーク豊かに安全なスキー場運営に携わっ

ていきたいと思います。 

 
時には圧雪隊員とコース状況の確認を  

バックボードを使った搬送訓練 
 

自衛隊との雪上訓練 

 
  

天気がよければ山頂から霊峰白山を眺められます 
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 今般の新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに謹んでお見舞い申しあげま

す。JSPA会員の皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか？ 

さて、大変お待たせいたしましたが、『第 49回 JSPA総会 in 長野県』の詳細が決まりましたので御連絡

いたします。世界中がまだまだ予断を許さない状況ではありますが、皆様にも感染防止に御協力いただきなが

ら、第 49回 JSPA総会を開催したいと思います。 

なお、当日の状況により行程等が変更になる場合もございます。何卒御理解賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 
 

日 時 2020年 9月 4日(金)～5日(土) 

場 所 
長野県茅野市 会員制リゾートホテル エクシブ蓼科 
〒391-0301 長野県茅野市蓼科高原北山 4035 ☎ 0266-71-8111（代表） 

参加費 

宿泊大人 1名 ···· ＠18,000（宿泊、講演、懇親会、記念品、お土産等） 
※1人部屋ご希望の場合：+5,000円 

1部屋 2~3人でご利用の場合：+2,000円／人 
宿泊子供 1名 ···· @9,000円（小学生以下） 
日帰り 1名 ······· @12,000円 
前泊大人 1名 ···· @13,000円（一泊二食）※朝食のみ @8,000円 
【オプション】 
懇親会Ⅱ ·········· @1,000円（懇親会終了後 約 90分自由参加） 
2日目観光 ········ @2,000円（八ヶ岳ロープウェイ・尖石縄文考古館見学料） 

 会員制リゾートホテル エクシブ蓼科 

   

アクセス 

●お車でお越しの場合 
中央自動車道 諏訪 I.Cからビーナスラインを経由し約 35分 
中央自動車道 諏訪南 I.Cより八ヶ岳エコーライン、メルヘン街道を経由し約 35分 
●公共機関をご利用の場合 

【東京方面から】新宿駅から茅野駅まで約 2時間（JR中央本線特急） 
茅野駅からシャトルバスで約 35分／または新宿から新高速乗合バス でホテルまで 

【名古屋方面から】 
名古屋駅から塩尻駅まで約 2時間（JR中央本線特急しなの号） 
塩尻駅から茅野駅まで約 25分（JR中央本線特急あずさ号） 

第 49回 JSPA総会のお知らせ 
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日  程 

9月 4日
（金） 

14:00 ～ 15:00 受付 
15:00 ～ 16:00 総会 
16:00 ～ 17:00 特別講演 
18:30 ～ 20:30 懇親会 
20:30 ～ 22:00 懇親会Ⅱ 

【役員会】 
10:00 ～ 12:00 理事会 
13:00 ～ 14:30 地区幹事会 

 

9月 5日
（土） 

09:00 ～ 12:00予定 
北八ヶ岳ロープウェイと尖石縄文考古館（国宝土偶）の見学 

※参加は、基本自家用車で移動していただきます。電車利用で自家用車参加が難しい方
はお知らせください。 

 北八ヶ岳ロープウェイと茅野市尖石縄文考古館 

   

   
 

 

 

 
同封のハガキにて、参加の可否をお知らせください。

宿泊予約の関係上、8月 7日(金)消印有効までにご返

答お願いします。 

 
振込票に金額を記入のうえ郵便局または、郵便局

ATMにてお振込みの手続きをお願いします。 

   

ステップ１ 

ステップ２ 

ハガキ〆切 
8月 7日（金） 

振込〆切 
8月 14日（金） 
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新終身会員の紹介 寄付金受領名簿 
2019年 12月 1日から 

2020年 5月 20日までに登録さ
れた方です。（敬称略、順不同） 

 

 

日付 所属（期） 氏名 
2019/12/27 青森 34期 新田 賢三 
2020/1/17 栃木 Dr. 村木 マリ子 
2020/1/22 東京 11期 山口 英信 
2020/4/26 東京 24期 保坂 淳司 
2020/5/15 宮城 31期 佐藤 政則 

 
2019年 12月 1日から 

2020年 5月 20日までに寄付さ
れた方です。（敬称略、順不同） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局からのお願い 
 転居などにより住所に変更があった時は、お近くの郵便局へ転居届を提

出されるかと思いますが、あわせて「日本スキーパトロール協議会」まで

会員登録情報の変更届の提出をお願いしております。 

 登録情報に変更があった方は、JSPAホームページ（http://jspa-net.jp

［コミュニケーション］［各種届け出フォーム］）、または下部 QRコード

を読み取ってから、表示されたフォームに必要事項を入力し送信してくだ

さい。よろしくお願いいたします。 

 

 

右のＱＲコードを読み取ると会員情報の変
更届フォームが表示されます！ 
変更がある場合には、必要事項を入力して
くださいね(^^)v 

JSPA各種届出フォーム 

事務局より 

 

青森県スキー連盟 

30期 宇佐美 真一 

広島県スキー連盟 

33期 宮本 修二朗 


