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第３回常任理事会報告   

 １１月２１日(火)ＰＭ７時～9時 県連会議室 出席者 ９名   

   和田・山口・見満・岸本・井澤・道下・村原・奥田・天野(エグレット姫路) 

会議報告 

１、大阪スキー協創立50周年記念レセプション １０月２９日 弁天町 出席 和田理事長  ９２名参加 

２、クラブ間交流 第１弾 第８回釣り大会  詳細報告は後記   １１月３日(金)祝日 参加者２１名 

３、第55回記念県スキーまつり 第２回実行委員会  １１月７日（火）ＰＭ７時００分 

  出席者 (銀世界)山口,(パッション)和田・道下,(エグレット姫路)天野,(ＮＳ９７）井澤 

(アクティブ)和田,(MSCどんぐり),（ドナルドダック）見満,（ゆきどり）豊田 ８名 

目標の決定  □神戸地区[合計２５名] ＮＳ９７[５名]・どんぐり[ 名]・Active [４名]・ 

銀世界[１０名]ドナルドダック[５名] 

□阪神地区パッション  [３０名]   □西播地区エグッレト姫路[２５名] 

 □東播地区ゆきどり   [２５名]         ４地区合計[１０５名]  

 〇交流会は抽選会（福引）を行う、 １等賞はスキー板 ビンディング付き １セット   賞品 多数 

 〇県スキー協第42回定期総会以後入会した新入会員の参加費を1万円引きます。 

 〇バスは昼出発2台、夜出発1台なので昼出発の参加者を募っていく。 

４、第30期全国スキー協第3回理事会 11月11日から12日 出席者 和田・谷岡 

 報告は別紙   50周年ウィーク・記念スキー・ウェアー・新教程 等々について 

５、各部 報告 技術部 フェスティバル宿の手配を天野氏に任せる。 

６、クラブ間交流 第2弾  

７、全国技術部会  11月25日から26日 講師参加 和田 

８、全国スキー協中央研修会 12月2日から3日熊の湯硯川ホテル   参加 和田・岸本 

９、関西ブロック初滑り＆初中級養成研修会 12月15日から17日一の瀬 ホテル山楽 

 参加者現在 35名 兵庫 8名   これから増える予定 

１０、第４０回冬休み少年少女スキー・年末スキー第３回実行委員会   １１月１７日金曜日 午後２時から 

出席者 山口・原田・稲崎・朝野（銀世界）、鞍本･龍岩(Aｃｔｉｖｅ)  ６名 

○ しおりの製作子ども用・大人用申込者への郵送作業、説明会入金票・健康ガード2種類 

⚫ 参加者・申し込み者 子ども２５名、大人１８名、スタッフ９名 合計５２名 定員を５名オーバーしてま

す。 

 説明会・第４回実行委員会 １２月１３日水曜日午後６時３０分から事務所 

兵庫スキー協 2017年クラブ間交流第１弾 秋の行楽行事の報告 

海釣り大会と焼肉パーティー！         主催 銀世界SC・兵庫スキー協理事会 

仮屋漁港南側公園 淡路島下田海岸波止め防波堤         報告 事務局長 山口 

11月3日金曜日（祝日）曇りのち快晴 寒くもなく暑くもなく絶好の釣り日和でした。６クラブ２

１名の参加者で開催されました。各クラブの参加者数［銀世界SC］６名＋家族４名［Aｃｔｉｖｅ］２名、

［ナイスシニア］１名［エグレット姫路］４名、[ゆきどり]１＋家族２名、［MSCどんぐり］１名 

http://www.wsaj.org/


８時頃に、淡路島下田海岸(仮谷漁港南側)公園に到着、今回狙いの波止防波堤は少し遠いで

すが４番、ゴムボートを膨らまして、海岸の砂浜と沖の波止防波堤との間 約８０ⅿぐら

いをロープで引っ張り合い一気に波止防波堤に移りました。今回も脚立を準備しました。

ボート到着後 波止防波堤の上に上がるのに下の段からうえまで１ｍ余りあり、上るのに

大変でした。脚立を梯子代わりにして膝・腰･肩に問題のある人も全員楽に上ることが出し

ました。釣果はガシラが一番多くあとは青ベラ・いそべら・さんばそう 等々１００匹以

上釣れたと思います。 今回は気温が高く海水温も例年よりも高かったと思います。その

ため上物の魚ベラなどが多く釣れたようです。穴の底の方まで餌を落とせた人はガシラを

数多く釣れました。釣果の少なかった方もいましたが、皆さんそれなりに楽しんだとおも

います。釣りは正午頃に終了。 

公園で皆さんで手分けして釣った魚の下ごしらえをしました。 

バーベキューは

１３時頃から 

開始。 

井澤さんがさば

いたガシラや 

青ベラのお刺身

は本当に美味し

かったです。 

１５時頃に終了 

釣り大会成績 

大物賞 第

１位 山口らん

（銀世界）ガシ

ラ２２,２㎝ 

第２位 大村 進（銀世界）青べら２１,０㎝ 

第３位 山口 哲（銀世界）ガシラ２０,１㎝   特別賞 青手木陽（ゆきどり） 

兵庫スキー協  クラブ交流行事第2弾  神河町峰山・砥の峰高原      釣 順信 

１１月２６日、クラブ間交流行事で砥峰高原、峰山高原ハイキングに行ってきました。 トレ協

賛行事ですから、ぜひ行きたいと思っていました。 どんぐり奥田さんのお世話で今回行けたこと

に感謝です。 ハイキングは砥峰高原だけ

で峰山高原は現在出来つつあるホワイト

ピーク峰山高原リゾートスキー場の視察

です。 参加者は１７名ぐらいでしたか、

どんぐり、パッション、Active、エグレッ

ト姫路、銀世界の会員が集まりました。バ

スが取りやめになったのでJR、マイカーな

どで１０：００、JR新野駅前への集合です。  

この日は駅前で、神河町の収穫祭でバザー

店が多くあり、昼食を買い求めます。 ギ

ターの弾き語りを聞きながら暫し時間を

過ごし、10時半過ぎ砥峰高原にマイカーに



分乗して高原まで登りました。 広大なススキに覆われた高原を前にレストハウスで昼食です。 

その後、この高原の上部まで登り、一周するハイキングをしました。寒い日でしたが、アップダウ

ンをしながら進むと、寒さも気になりません。ほぼ１時間でした。また元の駐車場に戻り、今度は

峰山高原に向け車道を進みます。２０分ぐらいで峰山高原ホテルリラクシアに到着です。 ホテル

前の南東部の山域にスキー場がほぼ９割がた完成しています。リフト２基（１０００ｍぐらい）も

設置されています。 ３本の緩やかなコースです。ただ、工事用の車は土の斜面の上をまだ動いて

います。１２月１６日オープンということですが、これから人工降雪機で雪を造って間に合うかと

いう疑問も起こりました。 リフト券売り場と予想される工事事務所でスキー場のチラシをもらい

ました。 「峰山高原リゾート」で検索してもらうと出てきますので見てください。 約３０分ほ

どこの付近で現地を視察し、解散しました。 奥田さんはこのスキー場がオープンすると同時に歩

くスキーの教室を２日間開くということです。 私は両日とも兵庫労山の行事があり、参加は出来

ませんが、積雪が十分になったころぜひ訪れる予定です。                               

台風を吹き飛ばしたワクシング＆ＢＢＱ        ゆきどり    豊田 威 

 台風２２号が四国沖を通過し、近畿地方が暴風雨圏内に入っていた１０月２９日（日）、加西市

の会員さんのお宅で、ワクシング＆ＢＢＱを開きました。午前１０時、台風の影響が最も激しい時

間帯に、明石・加古川からの参加者はフロントガラスに打ちつける強風雨を慎重な運転で乗り切り

無事に集合しました。 ワクシングは、５月に塗ったベースワックスをクリーニングすることから

始めました。スクレイパーで古いワックスを削り落とし、ブラッシングでより良い滑走面を作りま

した。次にシーズンインに向けて滑走ワックスを塗りました。各自、初滑り予定のスキー場の雪温

を想定してワックスを調整、アイロンで仕上げました。今シーズンのゆきどりの初滑り予定は、１

２月の関西ブロック初滑りか１月初めの蔵王温泉スキーです。 

 ワクシングが終了した昼過ぎ、強風はだいぶ収まり、雨も穏やかになりましたが、野外でのＢＢ

Ｑは難しく、軒下にコンロを移動して焼きはじめました。会員さんから提供された自家製の玉ねぎ、

ししとうなどと焼肉に加え、鰺の干物もほお張りながら、スキー場で爽快に滑っている姿を思い浮

かべました。 ＢＢＱ終わりの午後3時半頃には雨はすっかりあがり、吹き返しの風に流される雲

間からは、来たるスキーシーズンへの期待を思わせるような青空が時折顔を覗かせていました。参

加者は８名で、ワクシングしたスキーは６台でした。  

峰山高原らくらく歩くスキー講習会 

歩くスキー（アルペンヒールフリースキー）の使い方・滑り方の講習会を、峰山高原リゾートホ

ワイトピークスキー場において、開催します。多数のご参加を、お待ちしています。 

第一回目 ２０１７年１２月１６日（土）午前１０時３０分から午後３時００分 

第二回目 ２０１７年１２月１７日（日）午前１０時３０分から午後３時００分 

場  所 兵庫県神河町 峰山高原リゾートホワイトピークスキー場のゲレンデ 

講  師 奥 田 信 也（スキー＆スノーウォーカーズネット主宰） 

定員 １０名 申し込み締切日 １２月１５日（但し、定員に達し次第締め切ります。） 

講習料金 ４,５００円（アルペンヒールフリースキー一式のレンタル料金を含む。） 

講習内容 かかとの上がる歩くスキー（アルペンヒールフリースキーと名付けました。）を使った、 

平地の歩き方、斜面の登り方、滑り方を含めた操作法全般。 

歩くスキーの滑り方を教える理由について この講習会では、ゲレンデで、リフトも使って、滑り

方を重点的に教えます。その理由は、日本で歩くスキーをするときには、どうしても起伏のある地

形を歩かなければならないからです。従って、緩やかな傾斜のところをゆっくり確実に、転ばない



ように滑ることが必要になってくるからです。 しかし、今までのスキー技術では、スキー靴のか

かとが上がるスキーを使って滑ることが、出来ませんでした。そこで、私達は、いろいろ研究を重

ねて、新しく、誰でも、簡単に覚えられる、「らくらくスキーメソッド」と名付けた、歩くスキー

で滑るための、スキー技術を見つけ出しました。 歩くスキーは、らくらくスキーメソッドで、滑

る方法を身につけることで、安全で、楽しく、快適なものになります。ぜひ、講習会に参加して、

歩くスキーを楽しみましょう。 問い合わせ及び申し込み先（電話又はEメールで連絡を下さい。） 

スキー＆スノーウォーカーズネット 奥田信也 TEL090-3629‐3602  info@snowwalkers.net 

12月・1月前半期トレ行事予定（青春１８切符使用も○青）担当:トレ係 釣 順信 090-9256－6157 

1２月   目的地    集 合      コース 

14 日

（木） 

赤穂街道ウォークと義士

祭見物 ○青 

協賛行事：NPO法人いーウ

ォーク078-1425－6211 

歩程：約13ｋｍ 

健脚向き参加費：400円 

JR相生駅改札口 

８：２５ 

＊姫路７：５３－相

生８：１２ 

解散：播州赤穂駅 

１５：００頃 

相生駅～道の駅～赤穂街道～高取峠～旧

坂越橋～坂越駅―（赤穂線電車乗車）―赤

穂駅～息継井戸～赤穂城址大手門～義士

パレード（見物）～播州赤穂駅 

 

18日

（月） 

 

有馬・魚屋道・六甲最高峰

ハイキング 

協賛行事：垂水年金者組合 

JR三宮駅東口改札口

９時半 ミント神戸

発有馬行きバス乗車 

有馬温泉～魚屋道～六甲最高峰～おたふ

く山登山口～（バス）～阪急芦屋川駅 

六甲最高峰９３１ｍ 

23日

(土)

祝 

 

幻の大仏鉄道の遺構をめ

ぐるウォーク○青 

協賛行事：桜井ウォーキン

グクラブ 

090-7116－793６ 

歩程：約１３ｋｍ 

（健脚向け） 

参加費：５００円 

大和路線加茂駅東口 

１０：００ 

＊三宮８：０８（快

速）－大阪８：３６

（乗換・大和路快速）

－賀茂９：５１ 

解散：大和路線奈良

駅15：00頃 

加茂駅～観音寺橋台～鹿瀬山木橋台～梶

ヶ谷隧道～赤橋～梅美台公川隧道～黒髪

山トンネル跡～大仏公園記念公園～奈良

駅 

＊「大仏鉄道」は１８９８年から１９０７

年までわずか９年間だけ京都と奈良市内

を結んだ幻の鉄道です。蒸気機関車・電光

号が加茂～奈良間を駆け抜けていました。 

30日 

(土) 

歳末の道頓堀界隈を歩く  

大阪ドーム～日本橋まで 

阪神三宮西口10時奈

良行快速急行 

大阪ドーム～西道頓川(橋巡り)～日本橋

～阪神難波駅(三宮方面へ)～道頓堀川 

2018 

1月 

2日 

(火) 

香川県金毘羅山初詣 

サイクリング○青 

丸亀市～金毘羅山（往復・

電動レンタサイクル利用） 

 

JR姫路駅山陽線 

姫路8：01発 

岡山行き先頭車両乗

車 金毘羅宮 

姫路駅―岡山駅（瀬戸大橋海峡線乗換）～

丸亀駅10：18 

（駅前電動レンタサイクル利用５００円）

～金毘羅街道～金毘羅山往復～丸亀駅 

16：00頃 走行距離３０ｋｍ ４時間 

６日 

（土） 

 

鯖街道ウォーク（京都市

内）○青若狭から京都に通じ

る鯖街道は３コースあり

ますが、その内の一つ小浜

を出発点とする若狭街道

です。今回は京都市内の後

半コースです。 次回には 

JR京都駅中央改札口 

９：００ 

＊姫路６；２３（新

快速）－三宮７：０

４－京都８：５９ 

鯖街道 

小浜から京都に向け 

京都駅９：２５（京都バス大原行き乗車・

乗車時間１時間半）～大原バス停下車（ウ

ォーク開始）～八瀬～三宅八幡宮～出町柳

～出町橋バス停西詰道標（鯖街道終点）１

７：００頃 

２０ｋｍ ６時間 

春ごろ歩きます。 

 

mailto:info@snowwalkers.net

