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◎兵庫県スキー協議会 第４２期 第1回常任理事会開催
７月１８日(火)ＰＭ７時～9時 県連会議室 出席者 ９名
常任理事 和田・山口・岸本・谷岡・井澤・奥田・見満・道下・天野（エグレット姫路）
１、 第42回定期総会報告 7月2日日曜日午前9時30分から婦人会館 8クラブ23名出席
午後1時30分から第1回技術部会 出席者16名
出席者全員の発言がなく討議が盛り上がりに欠けた。討議は分散会にすべきだと思われます。
２、2017年国民平和行進参加者 兵庫県内 通し行進者 釣（Ａｃｔｉｖｅ）
７日（金）
和田利・和田庸・藤井・佐藤・根岸・脇田・後藤・伊藤（大阪を行進）（以上パション）
釣（Ａｃｔｉｖｅ） ９名
８日（土）
根岸・和田利六・後藤（パッション）・釣（Ａｃｔｉｖｅ）、 ４名
９日（日）
岡・後藤（パッション）、岡（どんぐり）・釣（Ａｃｔｉｖｅ）、４名
＊加東市網の目行進参加者：岸本（ドナルドダック）・豊田（ゆきどり） ２名
１０日（月） 井澤・木村（ナイスシニア）、西堂・釣（Ａｃｔｉｖｅ）、後藤・笹井（パッション）、６名
１１日（火） 釣、後藤（パッション）、計２名
１２日（水） 和田・釣（Ａｃｔｉｖｅ），岸本建樹（ゆきどり）、後藤（パッション）、４名
１３日（木） 釣（Ａｃｔｉｖｅ）、佐々木・大塚・西川・岡村（エグレット姫路）、５名
１４日（金） 釣（Ａｃｔｉｖｅ）、大塚（エグレット姫路）、豊田（ゆきどり）、３名
１５日（土） 釣・龍岩（Ａｃｔｉｖｅ）、伊藤（エグレット姫路）、見満（ドナルドダック） ４名
１６日（日） 釣・和田（Ａｃｔｉｖｅ）、後藤（パッション）、３名
参加延べ人数名 7クラブ ４６名
３、クラブ間交流
第１弾 釣り大会とバーべキュウ 11月3日（金）祝日 淡路仮谷下田 主催 銀世界・理事会
第２弾 峰山高原 ハイキング
11月26日(日) 主管 どんぐり奥田
４、専門部 競技部員に朝倉氏（Ａｃｔｉｖｅ）新任 技術部員に天野氏・水戸氏（エグレット姫路）新任
５、予定
１回理事会 ８月１日火曜日午後７時から
２０１７年度 指導員年次登録締め切り ８月３１日
全国山スキー部会 ９月２～３日
第５５回兵庫県スキーまつり第１回実行委員会 ９月２６日火曜日午後７時から
初級指導員理論講座(研修のみ) １０月１５日日曜日(会場は８月１日申し込み)
全国勤労者スキー協議会

関西ブロック 学習交流会
主管 新日本スポーツ連盟・兵庫県勤労者スキー協議会

【日時】
【会場】

2017年9月9日（土）～10日（日）
かんぽの宿淡路島

※天然温泉小倉山温泉（最上階展望大浴場あり）（源泉に加水、加温）
（〒656-1711 淡路市富島824 ℡0799-82-1073）
◇アクセス◇交通手段と所要時間
車でお越しの場合

神戸淡路鳴門自動車道淡路ICから 県道31号経由で約13km（約20分）
神戸淡路鳴門自動車道北淡ICから
県道31号経由で約7km（約15分）
電車でお越しの場合
JR山陽本線三ノ宮駅、舞子駅、大阪駅から高速バス運行。
いずれも神戸淡路鳴門自動車道北淡ICバス停下車、定期無料送迎車で当宿へ。
☆周辺観光☆
◎淡路島国営明石海峡公園 ◎あわじ花さじき ◎北淡震災記念公園野島断層保存館
◎パルシェの湯 （学習会の前後には、各自で淡路島をご満喫ください。）
【実施日程】※第1講義、第2講義90分入れ替え制を予定（トレーニングの服装）
9／9（土）

9／10
（日）

12:30

受付開始

13:00

開会式

13:10～14:40（90分）

第１講義 体感トレーニングと傷害予防
「あなたのクラブは大丈夫？」
講師 清澤恵美子さん（プロスキーヤー）

13:10～14:40（90分）

第２講義 ノルディックウォークセミナー
講師 吉田武史 （クレブスポーツ）

18:00

夕食＆交流会

7:30

朝食

9:00～10:30

第３講義 新教程制作について
講師 野瀬 孝デモ（滋賀スキー協）

10:40～11:10

第４講義 指導員規定の理解と運用
講師 池田和文（関西ブロック技術委員長）

11:20

閉校式

※指導員研修受講者は、公認資格証を持参し、全ての講義を受講で理論研修終了となります。
【参加費】
○宿泊・交流会
１２，５００円（１泊2食）
○受講料 １講義参加：２，０００円、２講義参加：３，０００円、全講義参加：５，０００円
【定 員】７０名
【申込締切】８月２1日（月）
【[申し込み・問い合わせ先】 兵庫スキー協 和田利男（０９０－９０４５－６７４３）
PCメール murahara_k@zeus.eonet.ne.jp

FAX ０７8－８４３－３２５６

上記あて、メールまたはFAXで申し込みお願いします。
【その他】 申し込み後のキャンセルは旅行規定に準じて申し受けます。
全講義に参加のみ指導員研修修了となります。
兵庫県スキー協参加目標 宿泊10名 日帰り16名

県スキー協 トレーニング行事８月～９月予定
期日
８月
３日
（木）

目的地

集合

神戸中央区ウォーキング ＪＲ神戸駅１０：００
と神戸港と神戸文化を探
る企画展入場

指導員養成の単位取得はできません。

担当：釣０９０－９２５６－６１５７
コース
神戸駅～ハーバーランド～南京町～
旧居留地～神戸税関西側「デザイン・
クリエーティブセンター神戸」

「日本玩具博物館」「陳舜臣アジア文芸
館」「鈴木商店記念館」とのコラボ事
業。海フェスタ神戸開催を記念し、7月
15日（土）～8月６日（日）： 開催期間
中は入場無料～神戸税関～三宮駅
５（土）

〇岡山県吉井川上流サイ
クリング
（青春１８切符利用可）

垂水７：１０～姫路７：５６
（乗換）8：01～和気8：58
観光協会レンタサイクル
利用（９：３０～１５：３０）

１１日
（金・祝）
～１３日
（日）

〇第７回出雲街道ウォー
ク
（青春１８切符使用）

垂水5：57～西明石6：08 （コース予定は追って）
6：23～姫路6：58（乗換）
7：05～上郡7：32（乗換）
7：51～佐用8：14（乗換）
8：32～津山9：32（乗換）
10：05～中国勝山10：56

２４日
（木）

〇太山寺裏山ハイキング 地下鉄学園都市駅
と伊川上流ウォーク
１０：００

学園都市駅～（シャトルバス）～太山寺
～太山寺裏山原生林～伊川沿い～し
あわせの村バス停

２６日
（土）

〇愛知県小牧城ウォーク
（青春１８切符使用）

９月
２日（土）

〇 四国丸亀城＆讃岐 富 垂 水 7 ： 10 ～ 姫 路 7 ： 56
士サイクリング＆ハイキン （乗換）8：01～岡山9：29
グ（青春１８切符使用）
（乗換）9：32～児島9：54
（乗換10：00～丸亀10：
18（電動レンタサイクル
利用）

丸亀駅～（レンタサ
イクル３０分）～讃岐富士登山口～（頂
上ハイキング往復２時間）～丸亀城～
丸亀駅

７日
（木）

〇妙法寺川を遡るウォー 地下鉄妙法寺駅１０：００
ク

妙法寺駅～妙法寺小学校～（妙法寺
川沿い）～しあわせの村

９日（土）
～１１日
（月）

〇第８回出雲街道ウォー
ク
（青春１８切符行き使用）

１８日
（月・祝）

〇六甲山系ハイキング
阪急芦屋川駅９：００
阪急芦屋川駅から岡本駅
へ

芦屋川駅～高座の滝～ロックガーデン
～風吹岩～横池～甲南パ
ノラマ道～八幡谷～阪急岡本駅

２１日
（木）

〇苅藻川を遡るウォーク

神戸地下鉄苅藻駅
１０：００

苅藻駅～長田区役所～長田神社～丸
山～神鉄鵯越駅

２４日
（日）

〇姫路市内サイクリング
菅生川を遡る

ＪＲ姫路駅９：００
姫路駅～姫路城大手門前～西国街道
観光協会レンタサイクル ～夢前川～菅生川上流夢前町（往復）
利用
～姫路駅

ＪＲ三宮駅7：05発（新快
速）米原8：55～大垣～
岐阜～（高山線）～鵜沼
～（名鉄犬山線）～小牧
～（バス）～小牧城

経路未定
姫路7：31～新見10：49
予定

新見城跡から市内を望む

真夏の夜のバーベキュー大会
銀世界ＳＣ ６月24日土曜日午後6時
から 大蔵海岸バーベキューサイトで
開催されました。参加者は銀世界７
名・Active３名・ゆきどり１名・県連２
名・一般３名の１６名でした。一般参加
者３名のうち１名がActiveに入会を確
約、さらに20代の青年に銀世界への
入会を勧めています。
垂水・舞子海岸
健康ポールウォーキング教室開催のお知らせ
スキーをするのには、金力と筋力が必要です。しかし、どちらも放っておくと減ってしま います。ただ、金
力はともかく、筋力は、トレーニングで、いくつになっても保つことも、 増やすことができます。 そこで、健
康運動の王様、ウォーキングの教室を開催します。 講師は、M.S.C どんぐりの奥田です。奥田は、5 年前
に膝の変 形膝関節症と診断され、登山をやめるように言われましたが、ポ ールウォーキングを中心とする
運動療法を行った結果、スキーや 登山をしても膝の痛みを感じなくなりました。この病気の性質上、 完治
はしないのですが、症状が出ない体になったのです。そして、 これを契機に、ポールウォーキングと健康
運動の勉強をして、専 門資格を習得しました。 このたび、体力アップで、皆様に、怪我のないスキーをし
ても らうために、この教室を開催いたします。たくさんの参加をお待ちしております。 また、希望に応じて
別の日時、別の場所でも開催することが出 来ますので、気軽に声をかけてください。
講師 奥 田 信 也（日本ノルディックウォーク連盟公認指導員、健康運動 実践指導者 M.S.C どんぐり）
参加費 ５００円（ウォーキングポールのレンタル料と指導料です。）
開催日と集合時間（但し、前日の 7 時の天気予報で降水確率５０％以上は中止）
第 1 回 8 月 18 日（金） 午後 6 時 30 分から午後 8 時 00 分
第 2 回 9 月 8 日（金） 午後 6 時 30 分から午後 8 時 00 分
第 3 回 10 月 13 日（金）午後 6 時 30 分から午後 8 時 00 分
第 4 回 11 月 10 日（金）午後 5 時 30 分から午後 7 時 00 分
定員 １５名 集合場所 JR 垂水駅西口改札口 注意点 ウォーキングを中心にしますので、動きやすい
服装と靴で来て下さい 申し込み方法 担当の奥田まで、直接申し込んでください。
連絡先 電話 090-3629-3602（C メールでも可）FAX 078-795-1576 メールアドレス shin-ok@live.jp
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