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第４回理事会開催！ 

１月１０日(火) ＰＭ７時～9時 県連会議室 出席者７名 

 常任理事 和田・山口・井澤（ＮＳ９７）・村原 

クラブ代表理事 天野(エグレット姫路)･豊田(ゆきどり)・龍岩（Aｃｔｉｖｅ） 

第４回常任理事会  １月３１日(火) ＰＭ７時～9時 県連会議室 出席者５名 

     出席者 和田・山口・井澤（ＮＳ９７）・天野・道下 

報告事項 

１、 全国中央研修会 12月３～４日熊の湯・横手山 参加者 岸本  全体１０７名＋講師1３名 

２、 関西ブロック初すべり初中級養成研修学校 12月１６～１８日 志賀一の瀬  主管 兵庫県 

[中級研修] 村原、桑原、石川 

 [初級研修]水戸・天野(エグレット姫路)、岸本建樹、石川（ゆきどり）、倉佐（パッション） 

[初級養成 ]道下、脇田（パッション）、[一般]佐藤・筧・山本・長谷部（パッション）、 

横山(エグレット姫路) 、青手木（ゆきどり） 

 [スタッフ] 和田  兵庫の参加者１７名    全体で74名 

３、第３９回冬休み尐年尐女スキー＆年末スキー  報告はNOW前号２６７ 

  〇参加者 子ども18名（9名）、大人1４名（17名）、スタッフ9名（8名）、全体41名（34名） 

４、新春ロードレース要員 1月８日 主催 新日本スポーツ連盟兵庫  

  参加者 和田・釣・鞍本（Aｃｔｉｖｅ）、井澤（ＮＳ９７）、和田・道下・根岸・藤井（パッション） 

  エントリー 2,100名  当日受付 1,600名 

５、第２４回兵庫県スキー協フェスティバル 1月２１～２２日 氷ノ山国際 岳水 詳細は後に記載 

６、関西ブロック競技大会 1月２８～２９日 夜間瀬スキー場 参加予定 和田・朝倉・朝倉弟・岸本 

   第１位 岸本、 第２位 和田、 第４位 朝倉、 

７、第5４回兵庫県スキーまつり  

神戸・阪神・西播 第3回実行委員会 1月１７日(火) 

 出席者 和田・山口・和田（パッション）・奥田・見満（ドナルドダック） 

  申し込み数  ８３名  9日（木）昼出発は45名で申し込み受付終了です。夜発は後4名受付ます。 

  〇交流会の検討 フラダンス担当パッション フルート演奏  ビンゴゲーム   

  〇指導員の推薦 各クラブから 

 第4１回東播スキーまつり ウインタースキーキャンプ 2月１１日(土)朝出発～１２日(日)夜帰着  

鉢伏スキー場 申し込み数 ２４名    ゆきどりSC 

８、兵庫スキー協初級指導員認定会 氷ノ山国際スキー場 2月19日（日）検定員予定 和田・村原・石川 

受験予定 道下・脇田、 京都スキー協 2名    前走・応援者、等々 

９、かたつむりスキーバス 2月23日（木）夜出発～26日（日） 志賀高原一の瀬 ホテルこだま 

  参加費 ３７，０００円   主催 かたつむりスキー実行委員会・銀世界SC 

１０、全国スキー協会員アンケートを兵庫スキー協会員全員に実施します。先にスキーまつりで実施します 

http://www.wsaj.org/


１１、クラブ行事報告  〇ゆきどり１２月１０日忘年会魚住市民センター鍋パーティ１５人参加、 

１月７日日帰りスキーハチ北４人、２月４日 餅つき交流会 、日帰りスキー１月１５日・２月１９日・３月５日 

PASSION        通信270号 第26期5号 
2017.1 事務局 道下  

行事報告 

〇 1/13(金) 26期第4回運営委員会 出席：岡、佐藤、根岸、藤井、道下、和田(6名) 

〇12/16(金)～18(日) 2016関ブロ初滑りレベルアップ・指導員養成・研修会 志賀高原一の瀬 

ホテル山楽、兵庫スキー協主管 (筧、佐藤、長谷部、道下、山本、脇田 6名 参加)  

〇12/26(月)夜～30(金)朝 第39回冬休み尐年尐女スキー＆年末スキー(大人) 志賀高原一の瀬  

ホテル山楽 (倉佐、道下2名 参加)  

〇１/８(日) 第４３回武庫川新春ロードレース サポート(根岸、藤井、道下、和田 ４名 参加) 

 ＊雨天の為、走行禁止の自転車道を走るランナーがかなりいた。注意を無視するランナーもい

た。当日は、自転車走行者が尐なく、大事にいたらなかった。スタート前に注意の喚起や、

プログラムの３ページ諸注意(6)欄に自転車道の走行は禁止と太字で明記するなどの改善が

必要と感じた。 

行事計画 

〇1/17(火) 第3回スキーまつり実行委員会 19:00～ 県連事務所 (道下、和田 参加予定)  

〇1/21(土)～22(日) 兵庫スキー協スキーフェスティバル2017 氷ノ山国際 岳水(がくすい) 

(筧、根岸、長谷部、山本、和田 5名 参加予定) 

〇1/27(金) 日帰りスキー 氷ノ山国際スキー場 

     集合：ＪＲ宝塚駅ロータリー前 7：30 

     担当：和田(📞090-7491-6364)  根岸車、根岸、藤井  和田車、和田、道下、佐藤、八木   

〇2/9(木)～12(日) 第54回兵庫県スキーまつりIN志賀高原 昼発34名 夜発4名 ホテル山楽 

まつり全体交流会⇒ フラダンス（岡、藤井）フルート(筧) その他・・・ 

パッション交流会⇒ 進行役(藤井) 写真(根岸) 

<お願い> 昼発のバスが満杯ですので、できれば荷物を送って下されれば助かります！ 

送り先：ホテル山楽 〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬ファミリー通り  

TEL 0269-34-2217 FAX 0269-34-2269 兵庫スキー協パッションSC気付と明記ください。 

〇2/23(木)夜～26(日)21：00 頃帰神  

第 49回かたつむりスキーIN志賀高原 

参加費：37,000円(バス代、ホテル 2 泊５食、保険代、スキー教室含む) 

集合場所：湊川神社正面前(高速神戸駅北側) ２２時出発 

宿泊先：ホテルこだま(志賀高原一の瀬 TEL026-934-3331 

担当：道下( (道下、八木 参加予定)  

〇3/2(木)～4(土) 東北 雫石スキー 集合場所：3/2(木) 伊丹空港 JAL受付カウンター 

集合時刻：7時 JAL2171 7:55発搭乗～秋田空港 9:15着～シャトルバス(雫石プリンスホテル) 

3/4(土) ホテル～シャトルバス(秋田空港) JAL2176便 18：40発～伊丹空港20：15着 

(赤井、池本(非会員)、岡、久米、倉佐、佐藤、根岸、藤井、松浦、光浪、八木、和田夫妻13名

参加予定）ホテルTEL 019-693-1111 〒020-0500 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉 

(キャンセルは2/7(火)までに) 参加費：39,800円 担当:藤井 📞090-4765-2736 

〇次回運営委員会 ＊ 2月  3日（金） 伊丹スワンホール10：00～12：00 



第24回兵庫スキー協スキーフェスティバル開催 

氷ノ山国際スキー場で1月21日(土)開会式午前8

時45分から22日(日) 閉会式午前11時30分まで 

7クラブ33名(内京都スキー協1名)の参加者で開

催されました。養成班は和田上級指導員が担当

生徒は5名初級指導員をめざす人から初級研修、

中級をめざす練習等。初級研修1班は桑原中級

指導員が担当生徒は7名。初級研修2班は石川中

級指導員が担当生徒は4名。一般講習1班は石川

ことみ初級指導員が担当人数は6名。一般講習2

班は村原中級指導員が担当最大8名。天候は2日

間とも雪が止む時もありましたがほぼ降り続いてい

ました。積雪は150㎝以上あり雪質も兵庫県内として

は申し分ありませんでした。一般講習2班は腰・膝に

問題を抱えた人が多くいたので体に余り負荷をかけ

ない滑り内向内傾ターンの練習をみっちり行いました。

（村原指導員談）初歩のパラレルターンをしっかり身

につけてベーシックターンへの練習につなげていくの

が大切、今頃になってよくわかりました？（本人談） 

兵庫スキー協の会員の年齢も高くなり1日半という強

行日程では土曜日の夜は皆さん疲れから早く就寝さ

れました。フェスティバルの大きな目的であるクラブ間

交流という点では夕食の時間だけでは短いように思い

ました。後、ゲレンデで気になったのはリフト券の購入

と昼食にすごく時間がかかることです。開会式に間に

合わない方が多くいました。昼食時は２つのレストハウ

スの中は長蛇の列でした。 

クラブ参加者 

[Active] 和田・朝倉  、[銀世界] 山口・朝野、 

[ＭＳＣどんぐり] 勝，[ドナルドダック] 見満 

[京都スキー協] 藤岡 

[エグレット姫路] 村原・桑原・天野・伊藤・見満・ 

佐々木・山﨑・西川・村田・横山・中杉・福田・岩崎 

[ゆきどり] 石川・石川・明石・有賀・豊田・青手木・藤原・重松  [パッション]根岸・山本・和田・筧・長谷部 

私をレースにつれてって    舞い散る雪と突き抜ける風がすべてのスキーヤーを包む 

第43回全国スキー・スノボー競技大会    家族割引あり、小学生以下無料 

戸狩温泉スキー場                2017年3月6日土曜日大回転（ミミズクコース） 

                                     7日日曜日回転（ツルブリッケンコース） 

主催 新日本スポーツ連盟、全国勤労者スキー協議会 

主管 全国勤労者スキー協議会関西部ブロック 

 



        

 

 

 

 

 スキーシーズンの到来です。記録的な大雪も積も 

りました。 シーズンインのエグレット姫路スキー 

クラブの１月スキー行事報告です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月１0日、今年に入ってあまり雪が降っていないので、人工降雪

のハチ高原で初すべりを楽しんできました。前日より１０ｃｍ程度

の湿雪が積もり、千石平、ハイランド、中央にも自然雪で何とか滑

ることができましたが、雪は重くブッシュものぞき滑りにくいの

で、主に人工雪の中央ペアで足慣らし。   参加は9名でした。 

1・24 オジサンたちの千種スキーより千
種の瑠璃寺前の酉年絵馬をバックに 

ハチ高原にて 

↑千種の帰り  
山崎の古民家カフェにて 

１月１９日、雪も圧雪された 

気持ちの良いバーンで、奥神・ 

万場全コースを、今までの雪不足でたま

ったストレスを発散するかのように、み

んなでワイワイ、水を得た魚でスイスイ

滑られてました。参加は４名でした。 

↑奥神にて 

１月２４日、大雪の千種、スキー場を 

目前に前の車が立ち往生、みんなで押し 

てやっと到着。雪の降りしきる中視界も

悪く、新雪に入ると腰のあたりまで、2ｍを超す大雪。滑走とス

トーブ当番を代わる代わる。プルークの重心移動、内足操作、

小回りなど練習し早めに引き上げ、山崎の酒蔵古民家カフェに。

参加は９名でした。  

１月２1・２２日、氷ノ山国際にて 

県フェスティバル・研修会が開催 

され、姫路から研修は６名、養成 

１名、一般で４名、講師で２名、の計１３名参加

しました。 大雪が心配されましたが、大きな障

害もなく、絶好のコンディションの中、熱心に講

習を受けることができました。 

約２名は２０日朝からハチ・ハチ北を 

バンバン滑り、満足の３日間でした。 


