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第２回理事会開催 

 １０月３日(火)ＰＭ７時～9時 県連会議室 出席者 ８名   

常任理事 和田・山口・奥田・井澤(ナイスシニア)・道下(パッション) 

クラブ代表理事 天野(エグレット姫路)･豊田(ゆきどり)・山口良(銀世界) 

第2回常任理事会報告   

 １０月２４日(火)ＰＭ７時～9時 県連会議室 出席者 ８名   

   和田・山口・見満・岸本・井澤・道下・村原・天野(エグレット姫路) 

会議報告 

１、全国山スキー部会 ９月２～３日  兵庫から３名出席 奥田・松原・高橋 

２、関西ブロック学習交流会 ９月９～１０日 淡路島かんぽの宿    主管 兵庫県スキー協議会 

兵庫スキー協参加者 宿泊 村田・村原・水戸・天野[エグレット姫路], 井澤［ナイスシニア) 

和田[Aｃｔｉｖｅ],山口･坂本[銀世界],豊田[ゆきどり],中村･広岡[ＭＳＣどんぐり]   合計１１名  

 日帰り 石川・石川・青手木・重光・明石・石橋・藤原・薗畑[ゆきどり],和田・道下・根岸・倉佐［パッション］ 

見満［ドナルドダック］,見満[エグレット姫路、奥田[ＭＳＣどんぐり]         合計１５名 

全体参加 兵庫２６名・大阪１７名・滋賀５名・京都８名・和歌山６名  合計６２名 

３、 子ども対策委員会・年末スキー   

第４０回冬休み少年少女スキー・年末スキー第１回実行委員会   ９月１５日金曜日 午後３時から 

出席者 山口・原田・稲崎（銀世界）、鞍本･龍岩(Aｃｔｉｖｅ)  ５名 

○ ビラの完成 １，０００枚、 郵送作業２５０通  

○ スポーツ店での配布お願い。理事の天野・道下・豊田の各氏にお願いしたい 

   ○第２回実行委員会 １０月１３日金曜日午後３時 山口・鞍本・龍岩・原田・稲崎 5名出席 

４、第55回記念県スキーまつり 第１回実行委員会 ９月２６日 報告 別紙 目標全体で１１０名 

  ４地区合同 ビラの内容を検討 印刷屋に２，０００枚 完成 配布中 

 兵庫県スキーまつり第２回実行委員会  １１月 ７日（火）ＰＭ７時００分から 

  各クラブの目標を決定する 

５、2017初級指導員理論講座 １０月１５日 県連事務所 参加者 上月・西川・天野・水戸・稲田 

  講師 石川、和田、村原 

６、初中上級指導員養成理論講座 １０月２２日 大阪府スキー協 

 講師 赤木［安全］・池田［技術］・和田［民主スポーツ］ 

 参加者 三上・天野・坪倉・森岡・小原・小山 ６名 

「日本100名山」完全制覇      水戸 美代志 

私の「日本100名山」への挑戦も、終盤に入っていました。8月に99番目の北アルプスの笠が岳（2897Ｍ）

を踏破、笠新道の往復でしたが、なかなか厳しい山でした。特に下りでは「膝が笑う」と主人がかなり苦しん

でいました。 去る、9/18から21日にかけ、南アルプスの光岳に挑戦してきました。 私にとっては、100座

目になる山です。台風18号が去るのを待っての出発でした。道の駅遠山郷のかぐらの湯で一服と思いきや、
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前日の台風の影響で休館、あきらめて芝沢ゲートで車

中泊のつもりが、これまた台風の影響（落石、折枝）があ

り、途中で通行止め、臨時の駐車場で車中泊する。

9/19 5時30分駐車場発、ゲートまで1時間20分歩いた、

本来ならゲートまでは車で行けるのだが残念、ゲートか

ら登山口の易老渡までは5キロ、１時間30分、すでに3

時間歩いたことになる。これが辛かった。やっと登山口、

ここから10時間、小屋に着いたのが18時15分 実に12

時間45分歩きました。(―_―)!! 二人ともヘロヘロ、主人

は疲れ過ぎて食欲が全くなく、早々に休んでいた。光

岳は、寝袋持参で自炊、荷物も多く重くなり、それだけ

でも厳しくなります。翌朝も快晴、早々と光岳（2591M）に登頂す。手書きの証明書を手に記念写真。小屋

の目の前に、大きな富士山がくっきり、富士山はやっぱり、いつ見てもきれいな形。ご褒美だね。朝食後６

時に小屋出発、駐車場まで約12時間、いや～疲れました。ゲートまで車で行けなかったことが、最後まで

祟りました。かぐらの湯でゆったり、さっぱり、光岳は「二度と登りたくない山NO.1」の印象しか残らない、苦

しい山でした。 

 51歳で、幼なじみに誘われて登った白山から始まった登山、途中膝痛でブランクはありましたが全制覇

出来ました。その友も天国に行ってしまいましたが、彼女のシャツと帽子を今回着て行き、一緒に登頂しま

した。きっと、喜んでくれたと思います。これで私の挑戦も終わりました。「もう一度登ってみたい山」も沢山

ありますが、一応ピリオドです。付き合ってくれた主人には本当に感謝です。 

運転を頑張ってくれて有難うございました。     2017.9.30 

どんぐりの奥田です。 

１１月２６日の行事峰山高原クラブ間交流会について、チラシを作成いたしました。添付ファイルの通りで

すので配布等よろしくお願いします。PDFファイルとワードファイルがありますのでどちらかで見て印刷して

いただいたらと思います。 

この行事は昨年も実施して、好評をいただいたのですが、今年は、砥の峰高原への出発時間を早めて現

地の時間を多く取ります。昨年は時間が足りなくて、十分楽しんでいただけなかったのですが、今年は柔

軟に対処していきます。 

この行事を、多くの方に、知らせていただき、たくさんの方に参加していただけますようにお願いいたします 

また、峰山高原スキー場のオープンは１２月１６日です。 

１１月２６日にはスキー場がほぼ完成していると思われます。新しいスキー場の下見ということでも面白いと

思います。 

なお、峰山高原スキー場に、地元の有志の方が中心となって、歩くスキーの技術を教える「峰山高原ネイ

チャースキースクール（仮称）」が開設されることになっています。 

そして、私がそこの顧問をすることになりました。 

何故、顧問ということになったと言いますと、すでにお知らせしていますように、私の管理するホームページ

スキー＆スノーウォーカーズネットに載せている動画で説明している「楽々スキーメソッド｣で歩くスキーのス

キー技術を教えるからです。動画を見ていただいたら分かってもらえると思いますが、スキー協やSAJの教

程とはかなり違った滑り方になっています。しかし、かかとの上がる歩くスキーの道具を使って滑るにはこの

方法が一番適しているのです。そして、このスキー技術を応用して普通のスキーの滑り方も教えます。興味

が出てきたという方は、一度、峰山高原ネイチャースキースクールにいらしてください 



兵庫スキー協クラブ交流行事  神河町峰山・

砥の峰高原 

 神河町炭焼き体験とウォーキング 

いよいよ、本年12月16日、14年ぶりの新設とな

る峰山高原リゾートホワイトピークスキー場がオー

プンします。 このスキー場は、初心者・ファミリー

が楽しめるスキー場となる予定です。そして、歩く

スキーの練習やネイチャースキーが楽しめる自然

環境に恵まれたスキー場でもあります。（地元の

有志が中心となって、歩くスキーを中心とする峰山ネイチャースキースクール（仮称）を開設する予定で

す。） 

スキー場オープン間近のこの時期、ススキの美しい峰山高原と砥の峰高原をバスで訪れ、新野水車の

里の農村体験施設で炭焼き体験をしていただきます。クラブ間交流に加えて、スキー場の地元の方とも交

流しようという計画ですので大勢の参加をお願いいたします。 

[開催日] ２０１７年１１月２６日（日）（少雨決行）[集合日時場所]JR兵庫駅北側８：３０JR姫路駅南側１０：００ 

[行程]JR兵庫駅8：30発～10：00着JR姫路駅10：10～11：00着神河町新野水車の郷（炭焼き体験、収穫祭

体験）昼食後12：30発～13：00着砥の峰高原を散策後13：30発～14：00着峰山高原ウォーキング15:00発

～15：50JR姫路駅～17：30JR兵駅着後解散  [注意点] 昼食は、収穫祭の屋台があり、そこで買って食

べることができます。しかし、周りに飲食施設やコンビニはありません。 

[参加費] 3,000円 （交通費・炭焼き体験料500円を含みます。）  [定員] 25人 

申し込み方法  担当の奥田まで直接、または、クラブを通して申し込んでください。 

連絡先  電話090-3629-3602（Cメールでも可）メール shin-ok@live.jp  

 

通信279号 第27期2号号外 

2017Winter 兵庫スキー協・スキー行事 

① 2017 関西ブロック 初滑りレベルアップ・指導員養成・研修会 

日 時 ：12/15(金)～17(日)場 所 ：志賀高原一の瀬スキー場 

宿泊先 ：ホテル山楽 TEL(0269)34-2217 〒381-0400 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬 

参加費 ：現地徴収（3日間コース、2日間コース）(28,500円、27,500円、17,500円、16,500円) 

交 通 ：現地参加 

② 第40回冬休み少年少女スキー＆年末スキー（大人）  参加者申し込み受付中！ 

  日時  ：12/26(火)夜出発～30（土）朝帰着 (バス、JR明石駅、兵庫駅、阪急西宮北口駅で発着) 

  参加費  ：39,000円(小学生以上)現地2泊9食付き   場所、宿泊先は①に同じ  

③ 第55回(ゴーゴー)兵庫県スキーまつり 

  日時  :2018年2/9（金）(昼)OR(夜)発～12(月)(夜)着 参加費  :昼出発41,000円、夜出発38,000円  

(バス、姫路・加古川・魚住・明石、兵庫、阪急西宮北口他)  場所、宿泊先は①に同じ 

④ 第50回かたつむりスキーバスin志賀高原スキー場 

  日 時  :2/22(木)夜～25(日)21：00頃帰神   (バス、神戸湊川神社正門前 22時出発予定) 

  宿泊先 ：ホテルこだま 

  参加費 ：37,000円((バス代、ホテル2泊5食、保険代、スキー教室込み) 場所は①に同じ 

⑤ ２０１８年４月 関西ブロック 応用研修・レベルアップスキー   日時 ：４/６(金)～8(日) 

PASSION 



参加費 ：原則事前振込み、(3日間コース、2日間コース、1日間コース) 場所、宿泊先は①に同じ 

  交  通 ：現地参加 (27,500円、16,500円、20,000円、11,000円他) 

＊それぞれの、チラシが出来上がりましたら、メール・郵送いたします。 

  会員外の、みなさんにもお声かけして、広めて下されれば うれしいです・・・・ 

  スキー協新会員になりますと、③のゴーゴー兵庫県スキーまつりの参加費が10,000円値引き 

  の特典があります。 また、まつりの交流会ではスキー板他、豪華景品をご用意しています！！ 

 

県スキー協 １１月期トレーニング行事予定  担当：トレーニング係 釣 順信 ０９０－９２５６－６１５７ 

1１月   目的地    集 合      コース 

12（日）

～13日

（月） 

山陰三名城（松江城・

月山富田城・米子城）

をめぐるウォーク＆サイ

クリング弾丸ツアー 

 

12日：三宮ミント神戸高速バス

乗り場 23：20 

松江行き高速バス23：30乗車 

〇参考＊バス代行き（三宮→松

江）４６５０円 

＊バス代帰り（米子→ 

三宮４５００円 

１３日：松江駅５：５０着～（ウォーク）～松江城・小

泉八雲記念館～（バス）～松江駅～（ＪＲ）～安来駅

（レンタサイクル利用・スポーツ変速車）～月山富

田城～安来駅～（ＪＲ）～米子駅（タクシー利用）～

米子城～（ウォーク）～米子駅１６：３０（高速バス）

－三宮２０：００ 

＊サイクリング安来駅～月山富田城往復約３時間 

１８日 

（土） 

大阪市内橋巡りウォー

キング 

（堂島川・土佐堀川 

周辺の橋を歩く） 

ＪＲ北新地駅西口 １０：００ 北新地駅～田蓑橋・玉江橋・堂島大橋・安治川

橋・端建蔵橋・昭和橋・崎吉橋・雑喉場橋・秋月

橋・肥後橋・西国橋・筋違橋・淀屋橋・大江橋～北

新地駅 歩行距離 約１０ｋｍ 

２０日 

（月） 

小野アルプス 

ハイキング 

協賛行事： 

垂水年金者組合 

ＪＲ明石駅新快速ホーム８：４０ 

８：５７（新快速）～加古川９：１７

（加古川線乗換）9：17～小野町

9：38 

小野町駅～小野アルプス～温泉 

「ゆぴか」～ＪＲ市場駅 

２３日 

(木) 

淀川・ 

木津川サイクリング 

阪急水瀬駅（京都線） 

９：００ 阪急三宮８：００（特急）

～十三8：25（京都線乗換・特

急）８：２９～茨木市8：43（乗換・

準急）8：46～水無瀬駅8：56 

水無瀬駅（阪急レンタサイクル電動車）～淀川右

岸河川敷～背割堤（桂川・宇治川・木津川合流地

点）～木津川上流上津屋橋～松花堂庭園～背割

堤～淀川河川敷～水無瀬神社～水無瀬駅 

２５日 

（土） 

神戸太山寺と 

原生林ウォーキング 

神戸市営地下鉄学園都市駅 

１０：００ 

学園都市駅１０：０７（シャトルバス利用・無料）～な

でしこの湯（ウォーク開始）～太山寺（拝観）～太山

寺裏原生林（散策）～なでしこの湯（入湯・昼食）～

（シャトルバス）～学園都市駅  

歩行距離 約５ｋｍ 

兵庫県スキー協議会 会議案内   県連事務所 

兵庫県スキーまつり第２回実行委員会  １１月 ７日（火）ＰＭ７時００分から 

第３回常任理事会   11月21日（火）ＰＭ７時００分から 

第３回理事会      12月 5日（火）ＰＭ７時００分から 

第４回理事会       １月 9日（火）ＰＭ７時００分から 

第４回常任理事会    １月23日（火）ＰＭ７時００分から 

兵庫県スキーまつり第３回実行委員会   １月30日（火）ＰＭ７時００分から 


