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兵庫県スキー協議会 第４３回 定期総会 

〇 会場 兵庫勤労市民センター第４会議室 

〇 7月１日 日曜日 開場 午前9時（会場準備）  開会 9時30分～閉会午後1時昼食 技術部会 

２０１８年クラブ代表者会開催 

 ５月２０日日曜日 午前10時から午後3時  出席者 ８クラブ１５名 

  出席者 常任理事 石川・和田・山口・岸本［ドナルドダック］・道下・奥田・井澤［ナイスシニア］ 

       クラブ代表者   豊田・石川［ゆきどり］、龍岩［Aｃｔｉｖｅ］（午前中）、根岸[パッション] ・ 

松原・高橋［ＭＳＣどんぐり］、天野［エグレット姫路］、原田［銀世界］ 

〇和田理事長から兵庫スキー協第４３回定期総会議案の情勢報告・活動報告・活動方針等の骨子が提案 

されました。 

〇山口事務局長から兵庫スキー協の組織状況が具体的な数字で報告されました。 

〇第４０回冬休み少年少女スキー・第５５回兵庫県スキーまつりの会計報告 

○第２５回スキー協フェスティバル 

〇各委員会・各専門部の報告が各部責任者からありました。 

〇全クラブの活動報告がありました。ほとんどのクラブが文書を準備していました。 

〇活発な討議が行われました。内容は総会議案に反映します。 

○第６回理事会6月5日火曜日、第6回常任理事会6月12日火曜日 総会議案討議・議事日程・役員体制 

○総会議案書、印刷・製本・発送作業 6月15日金曜日午後2時から5時頃まで 

○全国スキー協代表者会議 6月9日から10日 

○新スポ兵庫県連盟 第45回定期総会 6月24日午後1時30分神戸市婦人会館 代議員1名 

👇 ゆきどりSC ワクシング＆たけのこ堀＆BBQ参加者  ２０１８年４月２８日 

http://www.wsaj.org/


スキー協２０１８年６月期トレ行事予定  担当：釣 順信 ０９０－９２５６－６１５７ 

月日 目的地 集合 コース 

９ 日

（土） 

大阪御堂筋・道頓堀筋・

東横堀川・大川橋巡りウォ

ーキング 

●大阪を代表する御堂筋

と随一の繁華街 

道頓堀筋・八百八橋巡り 

JR三宮駅西口改札口

（阪急東口連絡通路）１

０：００ 

またはJR大阪駅中央改

札口１０：３０ 

JR大阪駅～御堂筋～道頓堀橋～道頓

堀川橋巡り～道頓堀筋（昼食）～東横

堀川・大川橋巡り～JR北新地駅 

１ ０日

（日） 

神戸中央区山麓リボンの

道ウォーキング 

●高台から神戸の街を望

むウォーキング 

JR三宮駅西口改札口 

１０：００ 

JR三宮駅～新神戸駅～（山麓リボンの

道）～北野異人館街～海外移民移住と

文化の交流センター～諏訪山公園～

水の科学博物館～宇治川沿い～JR神

戸駅 

１ ６日

（土） 

六甲全山縦走④（最終

回） 

六甲記念碑台から阪急宝

塚駅 

阪急六甲駅８：３０ 

８：４０発記念碑台行き

阪急バス乗車 

●ほぼ下りハイキング 

記念碑台バス停～六甲山ゴルフ場～

六甲ガーデンテラス～極楽茶屋跡～

六甲最高峰（９３２ｍ）～東六甲縦走路

～阪急宝塚駅 

１ ７日

（日） 

六甲森林植物園アジサイ

ウォーキングとカモシカの

講話 

協賛行事：退職者の会 

参加費：２００円 

三宮駅前ミント神戸前

森林植物園行きバス停

９：５０ １０：００発神戸

市バス乗車（乗車時間

４０分） 

森林植物園正門着１１時前 

入園料：３００円（６５歳以上無料）展示

館前１１：００集合～２階会議室で「カモ

シカの講話」（昼食）～園内アジサイウ

ォーキング～森林植物園前 

１８日 

（月） 

姫路京見山ハイキング 

協賛行事：垂水年金者組

合 

 

JR明石駅新快速ホー

ム９：００ ９：０５発姫路

行き新快速乗車（姫路

乗換９時４０発切符は

英賀保まで） 

英賀保駅～トンガリ山～白毛山～京見

山～JRはりま勝原駅 

 

●播磨灘と家島を望む展望ハイキング 

２２日（金）～２５日（月） 

東北山旅ツアー 

岩手山・早池峰山・遠

野花巻温泉など 

＊募集終了 ７名 

３ ０日

（土） 

塩田跡シーサイドハイキン

グ協賛行事：山陽電車ハ

イキング 

山電大塩駅９：３０ 

●ゆっくりのんびりハイ

キング 

大塩駅～塩田跡～八家地蔵～木庭神

社～山電八家駅 

県スキー協トレ行事７月予定                   担当：釣０９０－９２５６－６１５７ 

期日 目的地 集合 コース 

今年も核兵器国民平和大行進（太平洋～広島コース）が５月６日に東京夢の島を出発し７月７日、兵庫

県に入ってきます。核兵器廃絶を目指し、歩きましょう。トレ行事は今月後半に実施します。 

７ 日

（土） 

第６０回核兵器禁止国民

平和大行進 ＊川西市～

赤穂市県下１０日間行進 

協賛行事：国民平和大行

進実行委員会 

１日目 約１０ｋｍ 

１０：３０川西市役所 

核兵器禁止国際条約

批准１周年を記念して

市役所前でいろいろな

イエベント１２：００まで

行われます。 

川西市役所～あいあいパーク１５：００

～宝塚市役所１７：００ 

 

 

大阪からの行進団 

１２：００着 １３：００出発 



８ 日

（日） 

２日目 約２０ｋｍ 宝塚市役所９：００集合 

９：３０出発 

宝塚市役所～伊丹市役所１２：００（昼

食）１３：００～塚口溝口公園１４：００～

尼崎市役所１６：３０～阪神尼崎駅前１

７：３０ 

９ 日

（月） 

３日目 約２５ｋｍ 尼崎市役所９：００集合 

９：３０出発 

尼崎市役所～武庫川河川敷１０：３０～

西宮市役所１２：３０（昼食）１３：３０～芦

屋市役所１４：５０～東灘区役所１６：３０

～御影公会堂前１７：００ 

１ ０日

（火） 

４日目 約２３ｋｍ 

 

 

御影公会堂前８：３０集

合 ９：００出発 

 

 

 

御影公会堂前～王子動物園前１０：００

～神戸市役所１１：４０（昼食）１２：３０～

兵庫県庁１３：２０～兵庫区役所１４：４０

～長田区役所１５：１０～須磨区役所１

７：００～須磨浦公園１８：００ 

１ １日

（水） 

５日目 約２３ｋｍ 

 

 

 

須磨浦公園みどりの塔 

８：３０集合 

９：００出発 

須磨浦公園～垂水区役所１０：００～明

石海峡大橋下１１：００～明石市役所１

２：３０（昼食）１３：３０～松江公園１４：４

５～八木遺跡公園１５：４５～江井ヶ島

市場前１６：３０～住吉神社１７：００～山

電東二見駅前１７：３０ 

１ ２日

（木） 

６日目 約２０ｋｍ 山電東二見駅前 

９：００集合  

９：３０出発 

山電東二見駅前～播磨町役場10：15

～加古川市役所13：00（昼食）14：00～

高砂支所１６：００～高砂市役所１７：３０ 

１ ３日

（金） 

７日目 約２０ｋｍ 高砂市役所 

９：００集合 

９：３０出発 

高砂市役所～山電大塩駅前１１：３０

（昼食）１２：００～～姫路市役所１５：３０

～大手前公園１７：００ 

１４日

（土） 

 

８日目 約２５ｋｍ 山電飾磨駅北側公園

８：３０集合 

９：００出発 

山電飾磨駅北側公園～広栄橋西公園

１０：１５～網干市民センター１２：３０（昼

食）１３：３０～太子町役場１５：１０～龍

野市役所１７：３０ 

１ ５日

（日） 

９日目 約３０ｋｍ ＪＲ本竜野駅前 

８：３０集合 

９：３０出発 

ＪＲ龍野駅前～相生市役所１３：００（昼

食）１４：００～赤穂市役所１７：３０ 

１ ６日

（ 月 ・

祝） 

１０日目 約１０ｋｍ 赤穂市役所 

８：３０集合 

９：００出発 

赤穂市役所９：００～ＪＲ天和駅１１：００

～岡山県寒河駅東（岡山県境浜山バ

ス停）１２：１５ 

２０日

（金） 

 

 

 

 

 

琵琶湖横断遊覧船乗船と

近江今津・竹生島・長浜ウ

ォーキング（青春１８切符

使用） 

 

 

 

姫路６：３２（新快速）～

加古川６：４４～明石～

神戸７：１５～大阪７：４５

～近江今津９：１９（上

記新快速電車先頭車

両乗車・近江今津下

車） 

近江今津駅周辺ウォーキング～今津

港１０：５０発～竹生島１１：１５着（上陸

時間５０分）～竹生島発１２：０５～長浜

港着１２：３５～長浜市内（昼食とウォー

キング３時間）～ＪＲ長浜駅１５：５７発新

快速乗車～神戸１８：１２～明石１８：２５

～姫路１８：５０ 



２ ２日

（日） 

トェンティクロスと神戸森林

植物園ウォーキング 

協賛行事：垂水ハイキング 

新神戸駅 

１階バス停９：３０ 

新神戸駅～市ヶ原～神戸森林植物園

（園内周遊）～（神戸市バス） 

～JR三宮駅 

２ ９日

（日） 

木津川を遡るサイクリング 阪急三宮駅東口７：５０ 

８：００発特急乗車（十

三乗換）阪急京都線水

無瀬駅下車または阪急

水無瀬駅９：００ 

水無瀬駅（阪急水無瀬駅電動レンタサ

イクル使用）～水無瀬神社～三川（桂

川・宇治川・木津川）合流点背割堤～

木津川上流流れ橋（木橋）～一休寺

（往復）～阪急水無瀬駅 

ワクシング＆たけのこ堀り＆BBQ                    

報告 ゆきどりSC 明石   GW初日の4月28日は快晴。 

ゆきどりは、毎年恒例になりつつある会員の青手木さん宅

でワクシング＆たけのこ堀り＆BBQが行われました。 

参加者は、小学生と高校生の若者、久しぶりに会えた会

員、また他クラブからの2名を含め19名でした。 

青手木さん宅は、竹

やぶがあり庭から見

える景色は緑一面、

どこか遠くまで来た気

分になります。 

午前10時から始まり、

たけのこを掘る人、ワ

クシングをする人に分かれます。大きな倉庫の中で、手作りのスキーメ

ンテ台など4台並べ、今回はスキー板の汚れを落としてベースワックス

がけです。 一人で手入れをするのが億劫な私は、皆とワクシングする

時は毎回参加です。板の手入れが終わった頃、倉庫横には収穫され

た沢山のたけのこが、テーブルの上には、既にホイル焼きしたたけの

こや、料理上手な会員の手作り佃煮やお漬物が並んでいました。今回

はBBQに猪肉も加わり、猪鍋も美味しくいただきました。食後は、スキーまつりのゆきどり級認定会の表彰

式も行い、午後4時頃お開きとなりました。 お天気にも恵まれ、お腹いっぱい笑いいっぱい盛り沢山の一

日でした。青手木さん、お世話になりました。次回もよろしくお願いします。 


