
１．諸会議

1）常務理事会 １０/４、７/１３

2）理事会 １０/４、１/２１（国体選考）、７/１３

3）評議員会 １０/２７

4）監事監査会 ９/１４

5）各所属団体長会議 １１/１１

6）高体連連絡協議会 １０/２２（WEB会議）、６/２７

7）中体連連絡協議会 １０/１１（WEB会議）、６/２７

8）スキー学校協議会 １１/１１、７/４

9）スキー学校委員会 １１/５、４/２５、６/２８

10）マスターズ委員会 ９/１７

11）甲信越ブロック協議会 ８/３（臨時）、１１/１７、５/１６

12）役員候補者選出委員会 ３/２８、４/２６、５/２５

13）各セクション会議 随時

その他

２．長野県スキー選手権大会の開催及び各種スキー競技会の開催並びに後援（定款第４条第１項）

競技本部

ＳＡＮ主催大会

第７７回国民体育大会冬季大会スキー競技会長野県予選会　※第44回大会週間 1/21 野沢温泉村

第８８回長野県スキー選手権大会（ノルディック種目）　※第44回大会週間 1/17 ～ 1/19 野沢温泉村

1/20 野沢温泉村

第１００回全日本スキー選手権大会長野県予選会（ノルディック種目）　※第44回大会週間 1/17 ～ 1/19 野沢温泉村

第４６回長野県マスターズ大会（アルペン）（SAJ-B）　※第44回大会週間 1/22 野沢温泉村

第４６回長野県マスターズ大会（クロスカントリー）　※第44回大会週間 1/21 野沢温泉村

第４０回長野県フリースタイルスキー選手権（FIS／SAJ-A） 2/19 白馬さのさか

第８８回長野県スキー選手権大会（アルペン技術系種目）（FIS） 2/21 ～ 2/22 菅平高原パインビーク

第８８回長野県スキー選手権大会（アルペンスピード系）（FIS／SAJ-A） 2/23 ～ 2/24 志賀高原西館山

ＮＨＫ長野杯 長野県小学生アルペン選手権大会 2/27 野沢温泉村

長野県小学生スペシャルジャンプ選手権大会 2/19 菅平高原

【開催中止になった大会】

第４０回長野県小学生クロスカントリースキー選手権大会 2/13 飯山市

ＳＡＮ共催大会

第６０回長野県中学校総合体育大会冬季大会スキー競技会　※第44回大会週間 1/17 ～ 1/19 野沢温泉村

【開催中止になった大会】

第７４回長野県高等学校スキー競技会　※第44回大会週間 1/17 ～ 1/20 野沢温泉村

ＳＡＮ公認大会

第２９回飯山市サマージャンプ大会 6/27 飯山市

第２４回木島平ジュニアジャンプ大会 1/9 木島平村

２０２２NSD杯栂池ジュニアCUPジャイアントスラローム大会 2/5 ～ 2/6 栂池高原

第４５回白馬五竜とおみクロスカントリー大会 2/26 白馬五竜

第２４回木島平ジュニアクロスカントリースキー大会 3/19 ～ 3/20 木島平村

２０２２第１０回戸隠ジュニアカップスラローム大会 3/5 ～ 3/6 戸隠

２０２２マックアースパインビークカップ長野県ユース選手権大会 3/5 ～ 3/6　,　3/13 菅平高原パインビーク

第５８回野沢温泉少年スキー大会（小・中クロスカントリー） 3/13 野沢温泉村

第５８回野沢温泉少年スキー大会（ジャンプ） 3/14 野沢温泉村

小賀坂杯争奪 第５８回志賀高原少年スキー大会 3/20 志賀高原西館山

第６５回志賀高原少年スキー大会（小アルペン） 3/21 志賀高原ジャイアント

第５５回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 3/21 ～ 3/22 志賀高原ジャイアント

第６５回志賀高原少年スキー大会（小・中クロスカントリー） 3/24 ～ 3/25 志賀高原一の瀬

【開催中止になった大会】

２０２２栂池ジュニアノルディック選手権大会 2/26 ～ 2/27 栂池高原

第５６回栂池ノルディック大会 2/26 ～ 2/27 栂池高原

第５８回白馬少年スキー大会（小学生・アルペン） 2/11 白馬岩岳

第５８回白馬少年スキー大会（小学生・ジャンプ） 1/22 ～ 1/23 白馬岩岳

第５８回白馬少年スキー大会（小・中クロスカントリー） 1/29 ～ 1/30 白馬岩岳

ＳＡＮ後援大会

２０２１木島平サマーノルディック大会 9/18 ～ 9/19 木島平村

第３７回全日本学生アルペンチャンピオン大会 2/7 ～ 2/11 菅平高原

第４９回全国学生岩岳スキー大会 2/14 ～ 2/18 白馬岩岳

第３３回きそふくしまGSカップ 2/26 木曽福島

第４２回木島平ジュニア大回転スキー大会 3/21 木島平村

第６３回菅平高原シュナイダー記念スキー大会 3/13 菅平高原

第８８回長野県スキー選手権大会（ノルディック種目・スプリント競技）（SAJ-B）　※第44回大会週間

令和４年度　事業報告
令和４年度（２０２１．８．１　～　２０２２．７．３１）



第１回志賀高原一の瀬パラレルスラローム大会 4/10 志賀高原一の瀬

第７４回志賀高原横手山・渋峠大回転スキー大会 4/24 志賀高原横手山

全日本選手権大会（ＳＡＪ主催）

第１００回全日本スキー選手権大会　クロスカントリー競技　（FIS-NC） 3/16 ～ 3/20 白馬村

ＦＩＳ公認大会（ＳＡＮ名義主催）

全日本選抜２０２１木島平サマーノルディック大会（SAJ-B） 9/18 ～ 9/19 木島平村

２０２２ＦＩＳ菅平高原マックアースパインビークカップ（ＧＳ） 1/24 ～ 1/25 菅平高原パインビーク

ＦＩＳ第２２回志賀高原ステップアップポイントレース（SAJ-A） 2/14 ～ 2/15 志賀高原ジャイアント

２０２２ＦＩＳ白馬さのさかモーグル大会（SAJ-A） 2/20 白馬さのさか

２０２２志賀高原チャレンジスラロームレース（SAJ-A） 2/25 ～ 2/26 志賀高原西館山

２０２２ＦＩＳ菅平高原マックアースパインビークカップ（ＳＬ） 3/14 ～ 3/15 菅平高原パインビーク

２０２２ＦＩＳ野沢温泉カップ（SAJ-A） 4/11 ～ 4/14 野沢温泉村

ＳＡＪＡ級公認大会（ＳＡＮ名義主催）

第５９回全国中学校スキー大会 2/2 ～ 2/4 野沢温泉村

第３４回全国高等学校選抜スキー大会（ノルディック種目） 2/23 ～ 2/25 野沢温泉村

ビューティースキンクリニックカップ２０２２（ハーフパイプ種目） 3/5 ～ 3/6 山ノ内町高井富士

第３４回全国高等学校選抜スキー大会（アルペン種目） 3/9 ～ 3/11 志賀高原西館山、ジャイアント

【開催中止になった大会】

２０２１SAJ-A白馬サマージャンプ大会 9/12 白馬村

ＳＡＪＢ級公認大会（ＳＡＮ名義主催）

第２回戸隠マスターズスキー大会 2/19 ～ 2/20 戸隠

２０２２白馬さのさかモーグル大会 2/22 ～ 2/23 白馬さのさか

第９回戸狩マスターズスキー大会 2/26 ～ 2/27 戸狩温泉

【開催中止になった大会】

第３１回鹿島槍マスターズ大会 2/14 ～ 2/15 鹿島槍

第４９回志賀高原距離競技大会 3/26 志賀高原一の瀬

ＳＡＪＢ級（ＹＨ）公認大会（ＳＡＮ名義主催）

２０２２マックアースパインビークカップ菅平高原ユース選手権大会 1/7 ～ 1/8 菅平高原パインビーク

第５８回野沢温泉少年スキー大会 1/24 ～ 1/25 野沢温泉村

２０２２マックアースパインビークカップ菅平高原ユース選手権大会（スピード系） 2/24 ～ 2/25 菅平高原パインビーク

２０２２第５回戸隠カップユース大会 2/28 ～ 3/1 戸隠

第５５回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 3/23 ～ 3/24 志賀高原ジャイアント

【開催中止になった大会】

信毎杯争奪 ２０２２白馬少年ユース選手権大会 K2 2/9 ～ 2/10 白馬岩岳

その他

教育本部

第９回甲信越ブロックスノーボード技術選手権大会 1/21 ～ 1/23 石打丸山

第５９回甲信越ブロックスキー技術選手権大会 1/24 ～ 1/26 中止

全日本スキー技術選手権大会長野県予選会 1/26 志賀・ジャイアント

３．スキー選手の育成・強化（定款第４条第２項）

競技本部

ジャンプ・コンバインド部

強化合宿（一般・高校）

陸上トレーニング 8/17 ～ 8/20 白馬村

陸上トレーニング 9/30 ～ 10/3 白馬村

陸上トレーニング 10/9 ～ 10/12 白馬村

陸上トレーニング 11/4 ～ 11/7 白馬村

雪上トレーニング 1/8 ～ 1/11 白馬村

雪上トレーニング 1/27 ～ 1/30 白馬村

陸上トレーニング 6/9 ～ 6/12 白馬村

陸上トレーニング 7/16 ～ 7/19 白馬村

強化合宿（ジュニア）

雪上トレーニング（全中前合宿） 1/26 ～ 1/27 野沢温泉村

陸上トレーニング 中止 白馬村

陸上トレーニング 中止 白馬村

陸上トレーニング 8/28 ～ 8/29 白馬村

陸上トレーニング 9/4 ～ 9/5 白馬村

陸上トレーニング 中止 白馬村

陸上トレーニング 中止 白馬村

陸上トレーニング 10/2 ～ 10/3 白馬村

陸上トレーニング 10/16 ～ 10/17 白馬村

陸上トレーニング 10/23 ～ 10/24 白馬村

陸上トレーニング 11/6 ～ 11/7 白馬村



陸上トレーニング 中止 野沢温泉村

陸上トレーニング 6/25 ～ 6/26 白馬村

陸上トレーニング 7/2 ～ 7/3 白馬村

陸上トレーニング 7/16 ～ 7/18 白馬村

陸上トレーニング 中止 北信地域

陸上トレーニング 9/11 ～ 9/12 妙高市

陸上トレーニング 中止 妙高市

陸上トレーニング 10/10 ～ 10/11 飯山市

陸上トレーニング 10/22 ～ 10/24 飯山市

陸上トレーニング 中止 野沢温泉村

陸上トレーニング 中止 菅平高原

陸上トレーニング 6/25 ～ 6/26 妙高市

陸上トレーニング 7/2 ～ 7/3 妙高市

大会参加（一般・高校）

サマージャンプ大会参加 7/20 ～ 8/2 北海道

全日本選手権大会参加 10/22 ～ 10/24 札幌市

国内開幕戦参戦 12/8 ～ 12/30 北海道各地

インターハイ 2/6 ～ 2/10 岩手県

大会参加（NC全日本選手権） 3/7 ～ 3/10 札幌市

大会参加（高校選抜） 中止 野沢温泉村

宮様大会参戦 3/3 ～ 3/6 札幌市

宮様・伊藤杯大会参戦 3/2 ～ 3/15 北海道各地

大会参加（ジュニア）

大会参加 7/18 ～ 8/2 北海道各地

大会参加 12/14 ～ 12/28 北海道各地

大会参加（全中） 1/30 ～ 2/3 野沢温泉村

宮様・伊藤杯大会参戦 2/25 ～ 3/15 北海道各地

大会参加（ジュニアオリンピック） 3/8 ～ 3/15 名寄市

大会参戦 中止 秋田県鹿角市

その他、ＦＩＳ・ＳＡＪＡ級大会コーチ派遣

コーチ会議（随時開催）

クロスカントリー部

強化合宿（一般・高校）

陸上トレーニング 8/7 ～ 8/9 志賀高原

陸上トレーニング 9/18 ～ 9/20 野沢温泉村

陸上トレーニング（一般・高校・中学合同合宿） 10/9 信濃町

陸上トレーニング 10/9 ～ 10/10 野沢温泉村

陸上トレーニング 11/7 野沢温泉村

雪上トレーニング 11/20 ～ 12/2 北海道

雪上トレーニング 12/7 ～ 12/18 北海道

雪上トレーニング 12/15 ～ 12/29 北海道・名寄、音威子府

陸上トレーニング（一般・高校合同合宿） 5/3 ～ 5/4 野沢温泉村

陸上トレーニング（一般・高校・中学合同合宿） 6/11 信濃町

強化合宿（ジュニア）

陸上トレーニング 8/6 ～ 8/8 野沢温泉村

陸上トレーニング 10/23 ～ 10/24 木島平村

雪上トレーニング 11/27 ～ 22/28 木島平村

雪上トレーニング 12/12 ～ 12/19 志賀高原

雪上トレーニング 1/4 ～ 1/6 野沢温泉村

雪上トレーニング（全中事前合宿） 1/17 ～ 1/28 野沢温泉村

大会参加（一般・高校）

大会参加（全日本選手権） 3/15 ～ 3/18 白馬村

大会参加（インターハイ） 2/2 ～ 2/10 岩手県

大会参加（高校選抜） 2/21 ～ 2/26 野沢温泉村

大会参加（JOC） 3/7 ～ 3/14 北海道・名寄、音威子府

FIS大会参加 中止 石川県

富山大会参加 3/19 ～ 3/21 富山県・南砺市

大会参加（ジュニア）

大会参加（全中） 1/29 ～ 2/4 野沢温泉村

その他、ＦＩＳ・ＳＡＪＡ級大会コーチ派遣

コーチ会議（随時開催）

アルペン部

海外遠征合宿

雪上トレーニング（高校・一般） 中止 中国・松花江

雪上トレーニング（高校・一般） 中止 アメリカ

雪上トレーニング（ユース） 4/1 ～ 4/10 フランス・ヴァルディゼール

強化合宿（一般・高校）

フィジカルトレーニング 8/16 志賀高原

フィジカルトレーニング 中止 白馬村

フィジカルトレーニング 10/17 菅平高原

ピスラボ 11/6 野沢温泉村



雪上トレーニング（全日本選手権） 12/24 ～ 12/31 北海道

雪上トレーニング（高校総体事前合宿） 2/3 ～ 2/4 岩手県・安比高原

雪上トレーニング（高校総体支援） 2/3 ～ 2/11 岩手県・安比高原

雪上トレーニング 3/5 菅平高原

雪上トレーニング（FEC対策） 中止 北海道

雪上トレーニング（FEC対策） 中止 菅平高原

フィジカルトレーニング 中止 野沢温泉村

強化合宿（ユース）

フィジカルトレーニング 中止 志賀高原

フィジカルトレーニング 中止 白馬村

フィジカルトレーニング 中止 菅平高原

ピスラボ 中止 野沢温泉村

雪上トレーニング 中止 菅平高原

雪上トレーニング（全中前合宿） 1/26 ～ 1/28 野沢温泉村

雪上トレーニング（全中支援） 1/29 ～ 2/4 野沢温泉村

雪上トレーニング（スピード系YH2） 中止 菅平高原

雪上トレーニング 中止 未定

雪上トレーニング（ジュニオリ支援） 3/24 ～ 3/29 菅平高原

フィジカルトレーニング 中止 野沢温泉村

大会参加（一般・高校）

大会参加 中止 菅平高原

大会参加（国体） 2/11 ～ 2/13 菅平高原

大会参加（スピード系） 中止 菅平高原

大会参加（Jr.　YH2合同合宿） 中止 志賀高原

大会参加（ユース）

大会参加（スピード系YH1） 中止 栂池高原

大会参加（Jr.　YH2合同合宿） 中止 志賀高原

その他、ＦＩＳ・ＳＡＪＡ級大会コーチ派遣

コーチ会議（随時開催）

フリースタイル部

強化合宿

雪上トレーニング（MO) 8/2 ～ 8/4 乗鞍高原

陸上トレーニング（MO) 8/21 ～ 8/22 白馬村

陸上トレーニング（MO) 10/16 ～ 10/17 白馬村

陸上トレーニング（MO) 9/25 ～ 9/26 白馬村

陸上トレーニング（MO) 10/2 ～ 10/3 白馬村

陸上トレーニング（MO) 11/6 ～ 11/7 松本市

雪上トレーニング（MO) 12/11 ～ 12/13 ブランシュたかやま

雪上トレーニング（MO) 12/17 ～ 12/19 乗鞍高原

雪上トレーニング（MO) 12/25 ～ 12/28 戸狩温泉

雪上トレーニング（MO) 1/22 ～ 1/23 白馬村

雪上トレーニング（MO) 3/4 ～ 3/6 白馬村

陸上トレーニング（MO) 5/21 ～ 5/22 松本市

陸上トレーニング（MO) 6/4 ～ 6/5 白馬村

陸上トレーニング（MO) 7/2 ～ 7/3 白馬村

大会参加

大会参加（MO)（松之山B級） 1/21 ～ 1/23 新潟県・松之山温泉

大会参加（MO)（田沢湖FIS） 中止 秋田県・田沢湖町

大会参加（MO)（県選手権） 2/18 ～ 2/23 白馬さのさか

大会参加（MO)（宮様、アジアカップ） 2/23 ～ 3/8 北海道・ばんけい

大会参加（MO)（全日本ジュニア選手権） 3/11 ～ 3/12 富山県・平スキー場

大会参加（MO)（全日本選手権） 3/13 ～ 3/22 北海道・ばんけい

大会参加（SS)（FIS尾瀬戸倉） 中止 尾瀬戸倉

大会参加（SS)（全日本） 3/3 ～ 3/6 青森県

その他、ＦＩＳ・ＳＡＪＡ級大会コーチ派遣

コーチ会議（随時開催）

スノーボード部

海外遠征合宿

雪上トレーニング 中止 中国

強化合宿

陸上トレーニング（AL） 10/24 黒姫

雪上トレーニング（AL） 1/11 ～ 1/12 菅平高原

雪上トレーニング（AL） 2/3 ～ 2/4 菅平高原

雪上トレーニング（HP） 6/25 埼玉クエスト

雪上トレーニング（SBX） 中止 車山高原

雪上トレーニング（SBX） 中止 車山高原

雪上トレーニング（SBX） 中止 車山高原

大会参加

大会参加（AL）全日本選手権 2/18 ～ 2/26 北海道・阿寒湖

大会参加（HP）全日本選手権 中止 北海道・札幌市

その他、ＦＩＳ・ＳＡＪＡ級大会コーチ派遣

コーチ会議（随時開催）

他競技本部事業

メディカルチェック 随時



教育本部

スキー部

12/8 ～ 12/9 菅平高原

中止

2/14 ～ 2/16 白馬八方

2/28 ～ 3/2 白馬八方

スノーボード部

スノーボード第1回強化合宿 12/12 ～ 12/13 菅平高原

スノーボード第2回強化合宿 中止

スノーボード第3回強化合宿 3/2 石打丸山

４．スキー普及のためのスキー指導者の養成、各種講習会の開催及び技術検定会の開催（定款第４条第３項）

教育本部

（１）スキー指導者の養成

スノーボード委員研修 12/4 湯の丸

スキー委員強化研修 12/10 白馬八方

スキー指導者研修会・検定員クリニック 12/10 ～ 12/11 志賀高原（北信ブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 12/11 ～ 12/12 野沢温泉（北信ブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 12/18 ～ 12/19 戸隠（北信ブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 12/25 ～ 12/26 黒姫高原（北信ブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 3/26 志賀高原（北信ブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 12/11 ～ 12/12 湯の丸（東信ブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 12/18 ～ 12/19 小海（東信ブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 1/6 ～ 1/7 ブランシュたかやま（東信ブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 3/26 菅平高原（東信ブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 12/16 ～ 12/17 白馬八方（北アルプスブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 12/18 ～ 12/19 白馬八方（北アルプスブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 12/20 ～ 12/21 栂池高原（北アルプスブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 1/11 ～ 1/12 白馬岩岳（北アルプスブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 3/26 鹿島槍（北アルプスブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 1/9 ～ 1/10 車山高原（中南信ブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 1/15 ～ 1/16 木曽福島（中南信ブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 1/29 ～ 1/30 伊那（中南信ブロック）

スキー指導者研修会・検定員クリニック 3/19 車山高原（中南信ブロック）

スノーボード指導者研修会 12/11 野沢温泉（北信ブロック）

スノーボード指導者研修会 12/12 湯の丸（東信ブロック）

スノーボード指導者研修会 12/18 白馬八方（北アルプスブロック）

スノーボード指導者研修会 3/20 車山高原（中南信ブロック）

（２）各種講習会の開催及び技術検定会の開催

総務本部

１Dayスキー体験教室（スノーリゾート信州、長野県索道事業者協議会共催事業） 中止 伊那

中止 白馬五竜

3/19 車山

競技本部

ジャンプ体験教室 中止 長野県

ジャンプ体験教室 4/2 ～ 4/3 木島平村

ジャンプ体験教室 中止 飯山市

ジャンプ体験教室 中止 白馬村

ジャンプ体験教室 中止 野沢温泉村

ジャンプ体験教室 中止 長野県

クロスカントリー小学生交流会 中止 木島平村

クロスカントリー普及活動 10/2 白馬村

クロスカントリー普及活動 中止 未定

クロスカントリー普及活動 中止 未定

アルペン普及事業 中止 菅平高原

アルペン伝達講習会 11/20 長野市

アルペントップ指導者セミナー 中止 長野市

アルペン普及事業 中止 野沢温泉村

フリースタイルスキークロス普及事業 5/2 志賀高原

フリースタイルスキークロス普及事業 5/14 ～ 5/15 志賀高原

フリースタイルフリースキー普及事業 中止 白馬さのさか

フリースタイルフリースキー普及事業 3/12 ～ 3/13 戸隠

スノーボードAL体験会 3/28 菅平高原

スノーボードHP体験会 2/27 野沢温泉村

スノーボード普及事業 3/4 ～ 3/6 山ノ内町

スノーボード収益事業

スキー　第1回強化合宿

スキー　第2回強化合宿

スキー　第3回強化合宿

スキー　第4回強化合宿

〃

〃



教育本部

スキー指導員・準指導員受検者前期養成講習会 11/20 eラーニング

スキー指導員・準指導員後期養成講習会　1回目 12/25 ～ 12/26 車山高原

スキーＣ級検定員検定会 12/25 車山高原

スノーボード指導員・準指導員養成講習会 1/22、1/29 ～ 1/30 車山高原

スキー指導員・準指導員後期養成講習会　2回目 1/29 ～ 1/30 車山高原

スキーＢ級検定員検定会 2/19 車山高原

スキー準指導員検定会（直前講習会含） 2/18 ～ 2/20 車山高原

スノーボード準指導員検定会（直前講習会含） 2/18 ～ 2/19 車山高原

クロスカントリースキー技能検定会 未開催

クロスカントリースキー技能検定会 未開催

ＳＡＮ　Ｓｎｏｗｆｅｓｔａ　レベルアップキャンプ 1/3 ～ 1/4 白馬五竜

3/26 ～ 3/27 白馬八方

SBデモスーパーキャンプ 12/25 ～ 12/26 菅平高原

ＳＢトップライダーズ雪板合戦 2/5 ～ 2/6 白樺高原

ＳＢプレミアムテスト・プレミアムキャンプ 4/3 志賀・熊の湯

５．スキーに関する安全対策及び傷害対策の樹立並びにその普及と実施（定款第４条第５項）

教育本部

未開催

長野県スキー場パトロール研修会（長野県スキー場安全対策協議会主催事業） 1/12 志賀高原

長野県スキーパトロール講習検定会Ｂ単位（長野県スキー場安全対策協議会主催事業） 1/11 ～ 1/13 志賀高原

SAJ 公認パトロール受検者養成講習会　　　 1/11 ～ 1/12 志賀高原

SAJ 公認パトロール研修会　　　 1/12 志賀高原

６．長野県索道事業者協議会との協力及び連携（定款第４条第６項）

随時

７．その他（定款第４条第７項）

１）国際交流事業 中国訪中及び訓練団の受け入れ　中止

２）２０２２スキーながの発刊 1,500部

３）スポーツマン交流ゴルフコンペ 9/28 川中嶋カントリークラブ

４）その他の事業

ＳＡＮ　Ｓｎｏｗｆｅｓｔａ　スプリングキャンプ

活性化対策会議（長野県索道事業者協議会主催）

長野県スキーパトロール講習検定会Ａ単位（救急員養成講習会）（長野県スキー場安全対策協議会主催事業）


