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第４２期兵庫県スキー協議会 クラブ代表者会議の案内！ 

２０１８年５月２０日日曜日午前１０時から午後３時まで、県連事務所 全クラブ複数人で出席してください。 

○各専門部活動報告と来期の骨子、 ○各クラブ活動報告準備を！ 

第６回常任理事会報告 

４月３日火曜日午後7時から 出席者 石川・和田・岸本・山口・奥田・村原・井澤・道下・天野の９名、 

1、2018年関西ブロック春のレベルアップスキー＆初中上級認定会 ４月６日～８日 志賀一の瀬 

参加予定者全体で３４＋検１６（講師事務局、検定員７名含む）     

兵庫からの参加予定者 清谷・佐藤・筧【パッション】【レベルアップ】、   事務局・講師 和田・岸本 

２、クラブ間交流 ○春の行事については、パッションがクラブ行事を４月２９日(土)に廃線ウォークを予定し

ています。クラブ員以外の方にも参加を呼びかけています。  

○秋の行事第１弾  釣り大会 主催 銀世界＋理事会 １１月３日（土）祝日 淡路仮屋下田海岸  

○秋の行事第２弾として11月に予定、担当クラブ検討中！ 

３、全国技術部部会 ４月１４～１５日  熊の湯・横手山スキー場   参加 和田 

４，県スキー協クラブ代表者会議 ５月２０日日曜日午前１０時から３時頃 県連事務所 

５、関西ブロック会議 ６月３日 日曜日 午後１時からブロック会議 大阪府連盟 

６、第６回理事会 ６月５日火曜日 

７、全国スキー協 定期総会 ６月９日から１０日 東京  兵庫から２名 

８、兵庫県スキー協 第４３回定期総会 ７月１日日曜日 午前９時開場 会場準備 

９時３０分開会～午後1時閉会昼食後技術部会 

９，全国スキー協50周年記念スキーウェアーについて担当 和田理事長 締め切りました 

１０、関西ブロック学習交流会 9月１日～２日 大阪府 

武庫川廃線跡ハイキング  パッションスキークラブ      根岸 達雄 

２０１８年４月２９日        参加者：和田ﾄ、岡、道下、藤井、光浪、村上、久米、根岸   

桜の園ハイキング 

10：30JR名塩駅～12:00桜の園12:40～(桜の園･足湯)～15:00JR武田尾駅 

大峰山登山 

10：30JR名塩駅～12:00 

桜の園12:40～13:00林間広場15:20～ 

14:00大峰山頂上14:10～14:45道路 

14:55～15:30中山下分岐～ 

15:55奥の院16:00～16:50阪急中山寺駅 

JR名塩駅から廃線跡ハイキングコースに入る。 

大型連休好天でJR生瀬駅から来ているハイカー

が凄く 多い。 

真っ暗なトンネルを歩き、武庫川渓谷の景観を見 

http://www.wsaj.org/


て歩く廃線跡ハイキングは飽きなく楽しめる。 

昼食後、桜の園ハイキング組と桜の園～大峰山～中山の登山組の二手に分かれる。 

ハイキング組は桜の園を約１時間ハイキング行い武田尾温泉足湯で癒しJR武田尾駅解散で帰路に 

ついた。  一方登山組も楽しく登山を行い、阪急中山寺駅に無事下山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

👆北山第一トンネル３１８ｍ                     桜の園広場 

Ａｃｔｉｖｅスキークラブ ３月春スキー例会   

快晴のチャオ御岳と開田高原マイヤスキー場の大滑走をみんなで楽しみました！ 

３月２４日（土）午前９：００神戸出発を釣、宇山、和田、龍岩＋会員外1名の５名で出発中津川で高速を

降りルート１９で南木曽駅により中山道須原宿の観光のあと木曽福島のイオンで夕食（すき焼き）の材料を

購入し早めの宿入り（のりえの家）自炊で一泊３，９００円に泊まり早速みんなで夕食の準備になりました。 

１００g１，０００円の肉、すき焼きとビールで乾杯夜の更ける中歓談し早めの就寝となりました。次の朝、朝食

ののち記念写真と共にチャオ御岳に出発、快晴の御岳を見ながらチャオへリフト代２，０００円と安く、雪質

も３月の終わりにしてはいい雪でゴンドラ１０本以上滑走し３：００終了民宿「いづみ」に直行し食べきれない

ほどのおいしい夕食とお風呂で２日目終了。 

 おいしい朝食のあと､民宿「いづみ」を後に開田高原マイヤスキー場へ出発。快晴の御岳を正面に第滑

走を楽しむ。こちらもリフト代２，０００円雪質もよく気持ちのいい春スキーを満喫しました。１：００終了後立ち

寄り湯に行き汗を流し一路神戸に向かい停滞もなく7時ごろ帰神しＡｃｔｉｖｅ春スキー終了しました。  

    兵庫スキー協 和田理事長 

 

 

 

 

 

 



兵庫スキー協２０１８年５月期トレーニング行事予定 担当：釣 順信 ０９０－９２５６－６１５７ 

月日 目的地 集合 コース 

４ 日

（ 金 ・

祝） 

六甲高山植物園ハイキ

ング 

●初夏の高山植物展 

阪急六甲駅９：１０ 

９：２５発山上行きバス乗

車 

阪急六甲駅～（阪急バス）～記念碑台

～六甲高山植物園（園内観賞）～六甲

ガーデンテラス～天狗岩南尾根～阪

急御影駅 

５ 日

（ 土 ・

祝） 

京都今出川通ウォーキ

ング 

●恒例京都ウォーク 

阪急三宮駅東口７：５０ 

８；００発特急乗車（十三乗

換）～河原町駅９：２０ 

河原町駅～高瀬川沿い～今出川通～

北野天満宮～北野白梅駅～（嵐電）～

嵐山駅～（渡月橋）～阪急嵐山駅 

６ 日

（日） 

須磨旗振山・おらが茶

屋（クリーンハイク・六甲

全山分割縦走①）協賛

行事：垂水HC 

JR塩屋駅９：３０ 

 

●午前中で終わるゆっくり

ハイキング 

塩屋駅～旗振山～鉄拐山～おらが茶

屋～高倉台団地 

８ 日

（火） 

西六甲栂尾山・横尾

山・高取山（六甲山分

割縦走②） 

JR須磨駅９：００ 

●市街地歩きもある六甲

縦走 

山電須磨駅前バス停～（神戸市バス）

～高倉台団地～栂尾山～～須磨アル

プス～高取山～丸山市街地～神鉄鵯

越駅 

１ ３日

（日） 

播州七種山ハイキング

と福崎町妖怪巡り 

●奇岩の山頂 

JR姫路駅播但線ホーム：

８：１０ 姫路８：１９乗車～

福崎駅着８：５６ 

福崎駅～（マイカー）～七種山登山口

（頂上往復ハイキング）～（マイカー）～

福崎町内妖怪巡り～福崎駅 

２１日 

（月） 

裏六甲シュラインロード

ハイキング 

協賛行事：垂水年金者

組合 

ＪＲ三宮駅東口９：３０ 

有馬温泉行阪急バス９：４

５発乗車 

有馬口～シュラインロード～記念碑台

バス停～（阪急バス）～阪急六甲駅 

２６日

（土） 

 

姫路天川を遡るサイク

リング 

●姫路郊外ゆっくりサ

イクリング 

山陽高砂駅９：００ 

駅横レンタサイクル利用

（ママチャリ３００円） 

高砂レンタサイクルショップ～（高砂市

内・天川横サイクリングロード経由）～

姫路市四郷町（往復）～高砂駅へ 

２ ７日

（日） 

六甲石切道ハイキング

協賛行事：垂水HC 

●大阪城石垣出所 

JR住吉駅改札出口９：１０

（登山口までバス利用） 

登山口～石切道～六甲ガーデンテラ

ス～記念碑台バス停～（阪急バス）～

阪急六甲駅 

３ ０日

（水） 

六甲山分割縦走③ 

菊水山・摩耶山 

神鉄鵯越駅９：００ 

●ややハードか・・ 

鵯越駅～菊水山～鍋蓋山～市ヶ原～

摩耶山上（ケーブル下山） 

トレーニング行事はスキーシーズン以外、春夏秋と３シーズン各一回の泊付行事を行っていますが、 

今年は次のように行事を組みました。   

＊４月７～９日・・・中山道ウォーキング（参加者６名） 終了しました。 

＊６月２２～２５日・・・東北岩手山と早池峰山登山（参加予定者７名 レンタカー利用のため７人限定でした 

 が公募前に満員となりました） 

＊１０月７～９日・・・九州大分県由布岳登山（フェリー利用・船中２泊往復弾丸ツアー 費用：バス代を除き 

  １万１０００円 募集人員１０名） 

 （注）１０月行事については只今２名ですが、募集を受付中です。 参加ご希望の方はご連絡ください。 



スカイマーク、神戸✈仙台便利用で月山スキー 

ＭＳＣどんぐり 高橋裕三 

昨年に続き、今シーズンも4月にオープンした月山で8名が山スキーを楽しんできました。今年は新たに

開設されたスカイマークの神戸✈仙台便を利用、最終日までたっぷりとスキーを楽しむことが出来ました。

大雪で月山リフトの支柱が曲がり、ＧＷまで運休というニュースが直前に届きましたが、4か月前購入の格

安チケット（往復10,400円！）でのツアーのため変更もできず、予定通り決行、標高差300ｍをシールで登

ることとなりました。 

4月15日、神戸空港を7時20分発、仙台空港は8時50分着、レンタカー2台に分乗し、蔵王温泉スキー場

へ。予想以上の少雪と天候不良で意欲をなくし、蔵王でのゲレンデスキーを取り止め、観光に変更。山形

市内での板蕎麦や名残の桜と山寺参詣を楽しんで、夕方、月山志津温泉の定宿、かしわ屋に。屋上から

は月山や湯殿山と朝日連峰を望めることが出来、山菜やキノコ料理と山形牛の美味しい気持ち良い温泉

宿です。 

翌16日は朝8時に宿のマイクロバスで姥沢まで送っていただき、シール登高を開始。運休している月山リ

フトを横目に1時間20分かけてリフト頂上駅へ。雪と視界不良のため、姥が岳休憩所で回復を待つも、状況

は回復せず、月山登山を中止。視界不良のホワイトアウトの中、沢コースを慎重に下り、姥沢からは清水コ

ースのブナ林を志津温泉まで滑走、昼過ぎには宿に戻りました。 

17日は湯殿山の計画から、前日の無念を晴らすべく、月山登山に変更、8時25分、姥沢を出発。9時40

分、リフト頂上駅着。夏道の少し上を牛首まで直進、11時30分に標高1850ｍ地点着。シールでの登高をあ

きらめ、４名はスキーアイゼンを装着し宿のご主人の案内で登頂を目指し、残りはその地点で待機すること

としました。登頂組もスキーでの登高はすぐにあきらめ、ツボ足で頂上へ。この時期はスキーアイゼンの他、

登山用アイゼンもあった方が良いかもしれません。月山神社に参拝後13時滑降開始、13時10分に待機組

と合流し、気持ちの良い大斜面を滑降。四谷川の右岸斜面を滑り、大きな雪庇の下も一人ずつ慎重に通

過して姥沢に滑り込みました。雪庇の下部には大きなブロックがごろごろしていて、視界不良時の通過は

避けなければなりません。14時前に姥沢着、マイクロバスでかしわ屋に戻り、入浴後15時に志津温泉かし

わ屋発。山形道経由で17時にレンタカー返却、17時20分空港着。19時25分発で20時50分定刻に神戸空

港着。 

1，2日目の天候不良やリフトの運休もありましたが、快晴の下での月山登山を楽しめ満足できた3日間で

した。湯殿山への

再挑戦や、鳥海

山まで足を延ば

すなど翌年以降

にも計画したい山

域でした。リフトが

復旧し、姥が岳ま

でのTバーリフト

は利用できれば

仙台便の早朝便

利用で1泊2日で

も2泊3日でもたっ

ぷり楽しめる月山

スキーです。 


