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兵庫県スキー協議会 第４３回定期総会開く 

｢技術の向上と会員拡大を結び付け楽しくいきいきとしたクラブづくりをしよう！ 

「新教程の学習と普及」を通じて指導の場を増やし仲間を増やそう! 

第56回兵庫県スキーまつりを中心に200名のスキー協を目指そう! 

２０１８年７月１日午前 9 時 20 分から、神戸市立兵庫勤労市民センターにて、８クラブの代議員 28 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根岸氏(パッション)・佐々木氏（エグレット姫路）

が選出されました。 石川会長が「２００名の兵庫スキー協をつくり上げ５年、１０年先を見越して、クラブで

新しい仲間を迎える話し合いをしましょう」等の開会挨拶。 続いて、和田理事長の「兵庫スキー協の第４２

期は、それぞれのクラブがクラブ行事を通じて広く回りのスキーヤーの要求に応え活動を展開しました。特

に第５５回兵庫県スキーまつりを会員拡大の絶好の機会ととらえ参加者全員で仲間にお誘いしました。今

総会は、第４２期の活動を振り返り成果と課題を話し合い、どうすれば更なる前進ができるのか、クラブの楽

しさをスキーのすばらしさを広げ活力あるクラブづくりができるのかを議論します。」等々の 情勢報告が行

われました。 引き続き 第４２期活動報告・第４３期の活動方針、決算報告、会計監査報告、予算案、行

事計画が提案さました。 報告と方針の提案は和田理事長、石川組織部長、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(メイト・機関紙・財政・三大行事)・道下常任

理事（第４３期活動計画）、等々が行われました。 質疑の後、全員が一言発言を行いました。 議案は第４

２期活動報告・第４３期活動方針・決算・予算 会計監査・第４３期活動計画 等々、全員一致で承認採択、

新役員を選出して午後１時前に見満副会長の閉会挨拶で終了しました。  

集合写真撮影後、用意していた弁当で昼食。  

 

その後、第１回技術部会が２３名の出席者で開かれました。 技術部会では、最初に釣さんの「カービ

ング滑走の為のトレーニング」の実技指導が行われました。次に技術部会の活動強化のために全ク

http://www.wsaj.org/


ラブから部員を選出する、新教程について 等々の討議が行われました。 

お祝いのメッセージをいただきました。 全国スキー協理事長 小川 洋氏 

関西ブロック副議長・大阪府勤労者スキー協議会会長 赤木 徹郎氏  

京都スキー協議会運営委員長・関西ブロック事務局長 小山 孝夫氏 

滋賀県スキー協議会会長 多賀 茂雄氏 

兵庫県スキー協議会 第４３回定期総会参加者   ２０１８年７月１日    太字は技術部会出席者23名 

クラブ名 常任理事 クラブ代議員  

銀世界 山口 原田・大村 ３名 

ＭＳＣどんぐり 奥田 上田・中村 ３名 

ドナルドダック 岸本  １名 

ゆきどり 石川 石川・薗畑・豊田・明石・藤原 ６名 

エグレット姫路 見満・村原 佐々木・天野・岡村・上月・水戸 ７名 

Ｎｓ９７ 井澤・ 辻本 ２名 

パッション 道下 岡・根岸 ・（倉佐パッション技術部会のみ出席） ３名 

Ａｃｔｉｖｅ 和田 龍岩・釣 ３名 

個人      

合計 ９名 1９名 ２８名 

 ≪関西ブロック学習交流会≫ 主管：新日本スポーツ連盟大阪府勤労者スキー協議会 

【日 時】 2018年9月1日（土）～ 2日（日）    【会 場】大阪リゾートホテル・ロッジ舞洲 

大阪市内とは思えない静寂と解放、 自然に囲まれた環境の中にあり海が目前に！ 

【住 所】〒554-0042  大阪市此花区北港緑地2-3-75 TEL：06（6460）6688 

【アクセス】☆お車でのお越しが便利です 

＊お車でお越しの場合  

・阪神高速5号湾岸線から湾岸線、湾岸舞洲出口を出て此花大橋を渡る。 

・国道43号線は梅香からは、交差点を西に直進此花大橋を渡る。 

・南港方面からは、夢咲トンネルを通過し、夢舞大橋を渡る。 

＊電車でお越しの場合 ・JR環状線西九条駅でJRゆめ咲線に乗り換え 

（直通のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ行は乗換なし）桜島駅下車➡舞洲ｱｸﾃｨﾌﾞバス（約15分） 

・JR環状線西九条駅下車➡市営バス（81系統・舞洲ｽﾎﾟｰﾂｱｲﾗﾝﾄﾞ行に乗車、終点にて下車（35分） 

【 定 員 】７０名    【申込締切 】8月11日（土）  

宿泊代 12,500円＋受講料全講義 5,000円 夕食は BBQのみの場合は4,000円 

申し込み問い合わせは、兵庫スキー協の常任理事・クラブ代表理事に連絡下さい。案内ビラ有ります。 



トレーニング行事８月予定   担当：県スキー協トレーニング係 釣 順信０９０－９２５６－６１５７ 

期日 目的地 集合 コース・内容 

４日（土） 香川県豊島一周サ

イクリング 

〇青春１８切符利用 

JR姫路駅下りホーム７：３０ 

７：３１発新見行き車両乗

車～（岡山乗換）～高松駅 

高松駅～（徒歩）～高松港～（船）～豊

島～（電動レンタサイクルで島内一周・

美術館など鑑賞） 

＊帰りは行きのコース往復 

１ １ 日

（ 土 ・ 山

の日） 

六甲高山植物園ハ

イキング 

阪急六甲駅８：４０発３０ 

８：４０発記念碑台行き阪

急バス乗車 

記念碑台バス停～六甲高山植物園

（園内周遊）～六甲ガーデンテラス（解

散） 

＊帰りはバスまたは六甲ケーブル（徒

歩下山可） 

１３日 

（月） 

蒜山・大山ウォーキ

ング 

〇協賛行事：神姫

バスツアー ６９８０

円 

加古川８：２０ 

姫路９：００ 

爽やか蒜山高原・大山ブルーベリー狩

り（食事付きデザート食べ放題・ドリンク

飲み放題） 

＊帰りは18:30～20:30ごろ 

１ ８ 日

（土） 

若狭街道（鯖街道）

ウォーキング 

（小浜～近江今津） 

〇青春１８切符使用 

姫路６：１８発（新快速）～

加古川～明石～神戸～大

阪～近江今津９：０８着 

新快速電車先頭車両 

近江今津９：２５発（JR西日本バス乗車）

～小浜１０：２５ 

小浜市内～（若桜街道ウォーク約２０ｋ

ｍ）～上中バス停１７：１５（JR西日本バ

ス乗車）～近江今津１７：３５ 

２ ０ 日

（月） 

武庫川廃線跡ハイ

キング 

協賛行事:垂水年金

者組合 

阪急三宮東口 

９：００ 

切符は宝塚まで 

宝塚駅～（ＪＲ）～西宮名塩駅～武田尾

駅 

＊要懐中電灯 

２ ５ 日

（土） 

〇京都嵯峨野ウォ

ーキング 

阪急三宮駅東口７：５０（8：

００発特急乗車）または阪

急嵐山駅９：３０ 

嵐山駅～（バス）～愛宕念仏寺前バス

停～愛宕念仏寺～（嵯峨野・嵐山散

策）～嵐山駅 
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2018.5事務局 道下 正裕  

 

行事報告 

5/11(金) 27期第8回運営委員会 出席：岡、久米、佐藤、杉浦、根岸、藤井、道下、和田(8名) 

4/29(日) ＪＲ福知山線廃線跡ハイク＆登山 ハイク：岡、久米、村上、和田(4名)⇒ＪＲ西宮名塩(10:30)～

福知山線廃線跡～桜の園～ＪＲ武田尾駅(15:00)  

登山：根岸、藤井、道下、光浪(4名)⇒桜の園まではハイクと同じ 桜の園～大峰山～中山寺奥の院～阪

急中山観音駅(16:50)  詳しくは根岸レポート(NOW5月号、283号)を参照。 

5/6(日) 2018年パッションまつり 西宮市勤労会館3Ｆ 13:00～16:00  

   今年は、過去最高の23名(うち三好さん、村上さん、京嶌さん、中嶋さんの4名が新入会員)が参加し、

昼食、近況報告、ビンゴ、合唱(おかず ハーモニカ)で大いに盛り上がりました。収入(＠500×19人

PASSION 



＝9,500)－支出（寿司、ビール、景品他 36,708）＝－27,208 

   (27,208円の赤字は、パッション一般会計より補填) ＊まつりレポートは、NOW７月号に掲載      

行事計画  5/20(日) 県スキー協 クラブ代表者会議 (10:00～15:00 県連事務所 根岸、道下) 

6/5(火) 兵庫スキー協第6回理事会 (19：00～ 県連事務所 道下) 

トレ行事① 阪急夙川～北山公園ハイク 約4時間 6/16(土) 阪急夙川駅南改札10：00集合 

雨天中止  持ち物：服装、弁当、飲み物、軽登山靴、雨具、帽子、日焼け止め等 

  ＊参加希望の方は、根岸（📞090-8757-0062） 道下（📞080-4232-2004）までご連絡下さい。 

トレ行事② 毎週木曜～日曜の4日間 9:00～ 伊丹市西野の武庫川沿い公園ベンチ  

筋トレ(腹筋、背筋、腕立て、スクワット他) 集合場所；イオンモール昆陽(伊丹) 

北側駐車場入り口(駐車料金無料) 希望者は和田さん📞072-777-1797まで。 

その他  新入会員の紹介 京嶌 哲子(キョウシマ テツコ)さん 2018年2月11日付  

中嶋 恒弥(ナカジマ ツネヤ)さん ＊お二人とも、5/11(金)のパッション運営委員会で承認。 

次回以降運営委員会  6月8日(金) 7月13日 伊丹市立中央公民館講座室Ｃ  10：00～12：00 

２０１８年パッションまつり 5/6(日 )西宮市勤労会館  13：00～16：00      道下 正裕 

参加者： 岡、小畠、久米、倉佐、後藤ツネ子、笹井、阪本、佐藤、中村、根岸、 

長谷部、藤井、松浦、道下、光浪、八木、脇田、和田利六、庸子、 

三好(新会員)、村上(同じ)、京嶌(同じ)、中嶋(同じ)）(男12名、女11名)(合計23名) 

2018年のパッションまつりは、ゴーゴー（第55回）兵庫県スキーまつりで入会された三好さん、村上さん、

京嶌(キョウシマ)さん、中嶋さんの4名をお迎えして行いました。参加者23名は、過去最高です。和田会長

の挨拶に始まり、昼食＆歓談、自己紹介、近況報告、ビンゴゲーム、合唱と・・・ヤンヤ、ヤンヤの3時間でし

た。 

会員の年齢は、決して若くはないのですが、みんな童心に返って、にぎやかなお祭りに心を躍らせまし

た。今年も、スキー上手くなりた－い！？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫スキー協会議案内 

○ 第１回常任理事会 ７月２４日火曜日 午後 7 時から 事務所 

○ 第 1回理事会 8月 7日火曜日 午後 7 時から 事務所 


