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兵庫県勤労者スキー協議会 第４２回 定期総会開催 

ゴーゴースキーまつり 2018年2月9日（金）昼・夜出発～12日（月）夜帰着 ４地区合同 

第55回記念兵庫県スキーまつりで一気にクラブ員拡大を ２００名のスキー協をつくろう！ 

2017年 7月２日午前 9時 30分から、神戸市立婦人会館にて「兵庫スキー協 第４２回定期総会」

が、８クラブ代議員２３名が出席して開催されました。山口事務局長の司会で議長に釣（Active）・

井澤（ナイスシニア）が選出されました。石川会長挨拶文を見満副会長が代読、和田理事長の情勢

報告、続いて、第４１期活動報告・第４２期活動方針、決算報告、会計監査報告、予算案、行事計

画が提案されました。和田理事長、村原技術部長、奥田山スキー部長、岸本競技部長、釣トレーニ

ング係長、山口事務局長 等々が行いました。質疑の後、議案・決算・監査報告・予算案は全員一

致で承認採択、新役員を選出、午後１時前に見満副会長の閉会挨拶で終了しました。 

メッセージは、〇大阪府スキー協  八島 勝 副会長  〇京都府スキー協 小山 孝夫運営委員長 

からいただきました。 

第４２期方針の重要な中心は、来年２月兵庫県スキーまつりを第５５回記念ゴーゴースキーまつりとして、

全クラブが取り組もう！ 三大行事の中でも最大の行事として位置づけ、４地区合同110名の目標で開催し

ます。今回は、兵庫スキー協の会員拡大に重点を置きます。今日の第４２回定期総会以後にクラブに入会

した方は参加費を10,000円安くします。（但し入会したクラブの会費を1年分収めてください。） 

５年前の５０回記念に匹敵するような取り組みで成功させよう！ 

昼食後、第 1回技術部会が開かれました。 

兵庫県スキー協議会 第４２回定期総会参加者   ２０１7年７月２日      太字は技術部会出席者１６名 

クラブ名 常任理事 クラブ代議員  

銀世界 山口 原田 ２名 

ＭＳＣどんぐり 奥田 中村 ２名 

ドナルドダック 岸本  １名 

ゆきどり  石川・薗畑・豊田・明石 ４名 

エグレット姫路 見満・村原 天野・岡村・佐々木 ５名 

Ｎｓ９７ 井澤・  １名 

パッション 道下 和田・根岸 ３名 

Ａｃｔｉｖｅ 和田 鞍本・龍岩・釣・宇山 ５名 

個人      

合計 ８名 1５名 ２３名 

会議予定  第1回 常任理事会  ７月１８日（火）午後７時から 県連事務所    

        第1回 理事会     ８月 １日（火）午後７時から 県連事務所 

http://www.wsaj.org/


ゆきどりＳＣ 活動報告  旬の食べ物は美味しい！ 

５月２７日、会員さん宅にて、ワクシング＆焼肉パーティーをし

ました。 参加者は７人、こども１人でした。 

手際よく、汚れおとし、ブラッシング、アイロンかけ等々順次行な

い終了しました。 その後、美味しい焼肉や採れたて新鮮野菜

やたらのめ、淡竹を食べながら、昨シーズンの思い出、次シー

ズンに向けて、健康維持等の話で盛り上がりました。 こども1名

の参加でしたが、自然豊なオタクだったので、たけのこ掘り、メダ

カすくい、カブト、クワガタの幼虫さがしに、広い庭を遊びまわっ

ていました。大人も子どもも、有意義な１日を過ごしてきました。 

                              ゆきどり  藤原雅美 

 ゆきどり新入会員歓迎会報告 

５月７日（日）ゆきどりは、今期の新入会員の歓迎ボーリング大

会と昼食会を行いました。今期の新入会員は女性２名で、一人

の方は２月の東播スキーまつりに参加されハチ高原で加入されました。もう一人の方は３月のゆきどり八方

合宿に参加され八方尾根で加入されました。  午前１０時に、ＪＲ土山駅南のスーパーボール二見に、新

入会員をはじめ中高生を含む１６名が集合、久しぶりのボーリングを２ゲーム楽しみました。優勝は、マイシ

ューズを持参し、ゲーム前のストレッチを率先してされていた新入会員のＹさんでした。 ボーリング終了後、

明姫幹線沿いのお好み焼き屋さんで昼食会でした。豚玉焼きやモダン焼きを味わいながら、自己紹介や

ゆきどりへの期待、それに来シーズンの希望などを話し合い、午後２時ごろ散会しました。 

 

通信275号 第26期10号 

2017.5事務局 道下 正裕  

行事報告 

6/9(金) 26期第9回運営委員会 出席：岡、佐藤、根岸、藤井、松浦、道下、脇田、和田(8名) 

5/21(日) 県スキー協クラブ代表者会議 (9：00～15：00 県連事務所、和田) 

6/6火） 県スキー協 第6回理事会 (19：00～ 県連事務所、道下) 

行事計画  

6/25(日) 新スポ―ツ連盟兵庫 50周年記念レセプション チサンホテル神戸 17：30～19：30 

    筧、道下 参加予定 

7/2(日) 県スキー協 第42回定期総会 神戸市婦人会館 つばさ 9：00～ 午後：技術部会 

   根岸、道下、和田 出席予定 

7/7(金)～16(日) ＜2017年 国民平和大行進＞ 兵庫県下10日間 

7/7(金)大阪より引き継ぎ ●川西市役所13：00～宝塚市役所17：00 佐藤、根岸、藤井、脇田、和田 

7/8(土)●宝塚市役所9：30～伊丹市役所13：00～阪神尼崎駅北18：00岡、根岸、藤井、和田、   

7/9(日)●尼崎市役所9：30～西宮市役所13：30～御影公会堂16：40 岡、道下 

  ＜2017年は、パッションＳＣ創立時のパッション旗をかざして、平和をアピールします＞ 

9/2(土) パッションＳＣ第27回定期総会 西宮市勤労会館13：00～ 

＊今年は兵庫県主管の関ブロ学習交流会がありますので、一週間早い土曜日に開催します。 

9/9(土)～10(日) 関西ブロック学習交流会 淡路島 かんぽの宿 参加費：12,000円 

 ＊詳細は次号以降に掲載予定 



6/17（土） 福知山線廃線ウォーク＆登山 

  ①ウォーキング  ＪＲ名塩駅10：00～廃線跡～桜の園～ＪＲ武田尾駅 14:00頃解散 

  ②ウォーク＆登山 ＪＲ名塩駅10：00～桜の園～大峰山～中山～阪急中山寺駅 １６：00頃解散 

★これは、5/１３(土)に雨天中止となったウォーク＆登山の、リベンジ行事です。多くのみなさんの 

 ご参加をお待ちしています。(雨天中止の予備日は、7/1(土)です) 

 参加ご希望の方は、根岸(📞090-8757-0062)または道下(📞080-4232-2004)まで、必ずお電話ください。 

次回以降運営委員会       7月14日(金)・8月4日（金）  伊丹スワンホール10：00～12：00 

県スキー協 トレーニング行事 ７月 予定 担当：釣０９０－９２５６－６１５７ 

期日 目的地 集合 コース 

７日 

（金） 

〇国民平和大行進 

（協賛行事） 

川西市～赤穂市１０

日間１日目 約１０ｋｍ 

川西市役所１２：００着 

１３：００出発 

 

川西市役所～あいあいパーク１５：００～宝塚

市役所１７：００ 

８日 

（土） 

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）１

３：００～塚口溝口公園１４：００～尼崎市役所

１６：３０～阪神尼崎駅前１７：３０ 

９日 

（日） 

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１

４：５０～東灘区役所１６：３０～御影公会堂前

１７：００ 

１０日 

（月） 

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１

３：２０～兵庫区役所１４：４０～長田区役所１

５：１０～須磨区役所１７：００～須磨浦公園１

８：３０ 

１１日 

（火） 

５日目 約２３ｋｍ 須磨浦公園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１２：３０（昼

食）１３：３０～松江公園１４：４５～八木遺跡公

園１５：４５～江井島市場前１６：３０～住吉神

社１７：００～山電東二見駅前１７：３０ 

１２日 

（水） 

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 

１３日 

（木） 

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 

（金） 

８日目 約２５ｋｍ 山電飾磨駅北側公園

８：３０集合９：３０出発 

山電飾磨駅北側公園～広栄橋西公園１０：１

５～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 

１５日 

（土） 

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）１

４：００～赤穂市役所１７：３５ 



１６日 

（日） 

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 

１７日 

（月 

・祝） 

〇開花満開佐用町ひ

まわり園ウォーク 

（協賛行事：垂水年金

者組合） 

ＪＲ明石駅９：０９発新

快速乗車～姫路 

９：３３（姫新線乗換）

９：４６播磨徳久駅 

下車１０：５１ 

播磨徳久駅～ひまわり園 

（徒歩またはバス往復） 

２２日 

（土）

～ 

２３日 

（日） 

〇第６回出雲街道ウ

ォーク 

（青春１８切符使用） 

＊津山～新庄間 

約６２ｋｍ（２日間） 

ＪＲ三宮６：  （快速）

垂水７：１０発姫路行

き快速乗車（山陽線・

因美線経由） 

津山着１０：５０ 

２２日： 津山１１：００ウォーク開始～（１４．６K

ｍ）～坪井～（１５．８ｋｍ）～久世着 

予定１８：００大庭屋旅館（泊） 

☎０８６７－４２－１０２５ 宿泊費：６３００円 

２３日：久世７：３０ウォーク開始～（１３ｋｍ）～

神代～（１１．９ｋｍ）～美甘～（７ｋｍ）～新庄

着予定１６：３０～新圧１７：１０発（バス）～ＪＲ

勝山駅着１７：５２ 

１８：３１発津山行き列車乗車 

（因美線・山陽線経由）～姫路２１；５４～垂水

２２：３５～三宮 

３０日 

（日） 

 

 

 

〇丹波市山城と恐竜

博物館を訪れる 

（青春１８切符使用） 

＊黒井城跡ハイキン

グと恐竜博物館ウォ

ーキング 

三宮駅７：０５新快速

乗車～尼崎７：２１（福

知山線乗換②番ホー

ム）７：３１～黒井駅 

９：０９下車 

黒井駅～黒井城登山口～（ハイキング）黒井

山頂上～黒井駅１３：３０発谷川駅１３：４８～

丹波竜化石工房「ちーたんの館」（往復ウォ

ーキング）～谷川駅１６：３６～篠山口１６：５４

（乗換）１７：０８～尼崎１８：１０ 

トレーニング係行事の８～９月行事はＮＯＷの次号に掲載します。ＮＯＷ No２７４号は７月２１日発行予定 

👇 兵庫県スキー協議会 第４２回定期総会 ２０１7年７月２日（日）婦人会館 つばき 

 


