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 兵庫県スキー協議会 第４２期 第1回理事会開催 

  ８月１日(火)ＰＭ７時～9時 県連会議室 出席者 ８名   

常任理事 和田・村原・道下（パッション）・奥田・井澤（ＮＳ９７） 

クラブ代表理事 豊田(ゆきどり)･天野(エグレット･姫路)・宇山（Aｃｔｉｖｅ） 

《討議事項》 

１． 第 42期役員体制の確認（後ページに記載） 

２． 関西ブロック学習交流会の取組みについて 兵庫県主管  

※全クラブの９月のクラブ行事と位置づけ成功に向けて全員に訴えて参加しよう！ 

※指導員の理論研修（宿泊なし）3講義5000円、宿泊(交流会)12500円+3講義5000円=17500円として多く

の指導員が参加しよう！ 

◎ ９月9～10日  かんぽの宿淡路島    別紙参照    

◎ 兵庫参加者目標 →宿泊 10名 日帰り 15名 

◎ 各クラブ参加目標 

◎ 集約について   宿泊 12名 日帰り 11名   兵庫県参加予定 ２５名 全体で５８名 

３．クラブ間交流  (担当クラブ)   

第１弾 

◎日程 １１月3日金曜 第8回釣り大会 淡路仮屋漁港 別紙参照 

◎主催 銀世界＋理事会 

第２弾 

◎日程 11月26日 峰山高原   次回理事会までに案内提出 

◎主管 どんぐり奥田 

４，２０１７．初級指導員理論講座(研修のみ)  今シーズンの研修テーマの確認 

◎日時 10月15日 ＡＭ10：00～ 

◎場所 スポーツ連盟事務所 

◎岸本さんによる「スキー技術」勉強会を開催。参加者は４名。水戸、天野さんエグレット姫路ＳＣ  

倉佐さんパッションＳＣ  講師 岸本でした。時間は、９時３０分～１３時まで途中１回の休憩でした。 

  初級指導員が高い技術を身に付けるには、試験を受ける事で知識や技能を高められます。 

  特に滑る前には、一定のイメージが必要です。又、一定の基礎的な技術も必要です。こういった事の内

容で話ました。各人が持っている滑走のイメージが少しは明確になったと思います。 

 兵庫県は、中級指導員が是非必要です。組織を挙げて合格できるように援助したいものです。 

５、スポーツ連盟兵庫  〇スポーツの広場座談会８月１０日 

  〇７月２３日サッカー協会員試合中に死亡 弔慰金 15,000円拠出 

６、会議日程 

◎第1回こどもスキー対策委員会 ９月１５日金曜日午後４時～ 案内ビラ１，０００枚作製郵送作業 

◎スキーまつり県実行委員会  ９月２６日火曜日午後７時～５５回記念スキーまつり東播地区も参加 

http://www.wsaj.org/


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

全国スキー協デモ選観戦 快晴 

全員で記念撮影 

７月９日（日）、姫路市市民会館にて、第３９回クラブ

定期総会が開催されました。定数４０名中出席者２３名・

委任状１０名で総会が成立したことを報告します。 

最初に「兵庫県第５５回の記念スキーまつりに多く参加

し、仲間を増やそう」「新しいビデオカメラを活用し技術

向上を」「クラブ運営を手伝える方を」など会長の挨拶。 

そのあと、３８期活動報告と３９期活動計画・予算など提案＆承認されました。討論では、「決算の

繰り越しについて」「しゅぷーるをメール配信しては」「スキーシーズン前にビデオ上映しては」など

の意見がだされ、運営委員会で検討する事が確認されました。最後に役員提案があり承認されました。

議事終了後に今シーズンに撮影したビデオのダイジェスト版を試写して終わりました。少し時間が足り

なかったかな～。今回は多くの出席もあり、活発な議論もされ有意義な総会となりました。 

  第３９期 役員紹介 

会    長 佐 々 木 
運営委員 

佐々木・見満・岡村・村田・村原・ 

天野・金治（メイト係） 副 会 長 見   満 

事 務 局 長 岡   村 ＜専門部＞   

県スキー協役員 見満・村原・天野 技 術 部 天  野 

会   計 上  月 機関紙部 佐 々 木 

会 計 監 査 岩  元 テニス部 西 川・ 稲 田 

 

 

７月９日、総会終了後１８時より「かごの屋市民会

館前店」にて、暑気払いを兼ね、総会の打ち上げ会を

にぎやかに行いました。飲み会には総会参加者のほと

んどの方と新たに４名加わり、総勢２６名。 

まずは総会の打ち上げと３９期も頑張ろうと乾杯。 

飲み放題・食べ放題、９時間と

の闘いが始まりました。とは言っ

てもみんな年なのでそんなに飲め

ないし食べられません。酔っ払い

の見満さんの仕切りで、今回中級

挑戦の水戸さん・天野さんの時期

シーズンへの決意表明などもあ

り、スキーの話で大いに盛り上が

りました。   

 

以上報告は佐々木でした 

全員で記念撮影 

←飲んべ～チーム 

 今期ももむぞ～！！ 

ソフトチーム→ 

 こちらはウーロン茶

で乾杯！！ 



兵庫スキー協 第４２期役員体制 案            2017年7月2日 

 

顧問                               ・組織部  部長      石川敏雄 

会長     石川敏雄（ゆきどり）              〔会長・副会長・理事長・副理事長・事務局長・ 

副会長    見満 仁（エグレット姫路）           事務局次長・常任理事で構成、必要におうじて 

                                    クラブの組織担当者を招集〕 

理事長    和田利男（Active）   

副理事長   岸本高志（ドナルドダック）            「 加盟組織役員 」 

事務局長   山口 力（銀世界）       

事務局次長  谷岡省爾（ＭＳＣどんぐり）             全国スキー協 

                                        副会長      和田利男 

                                        理事       谷岡省爾 

常任理事  奥田信也（ＭＳＣどんぐり）                技術部員    村原圭伊子 

       村原圭伊子（エグレット姫路）               競技部員    岸本高志 

       井澤順子（ＮＳ９７）                     山スキー部員  奥田信也 

       道下 正裕（パッション） 

                                       関西ブロック 

会計監査   鞍本勝吉（Active）                    議長       和田利男 

         豊田 威（ゆきどり）                    技術部員    村原佳伊子 

競技部員    岸本高志 

                                        山スキー部員  奥田信也                

・技術部   部長  村原圭伊子                  新日本スポーツ連盟兵庫 

         部員 天野修一 (エグレット姫路)          理事長      和田利男 

部員 水戸美代志(エグレット姫路)          顧問       鞍本勝吉 

                              理事       道下正裕  

・競技部   部長  岸本高志 

        部員  朝倉義弘（Ａｃｔｉｖｅ）                          

・山スキー部 部長  奥田信也                  クラブ代表理事 

       部員  松原修一           

       部員  上田 博                         ［銀世界〕        山口良宣 

 ・トレーニング係  係長  釣 順信〔Active〕              ［ＭＳＣどんぐり〕    谷岡省爾 

             部員  井澤順子                   ［ドナルドダック〕     

                                ［ＮＳ９７〕         井澤順子                          

・ＩＴ対策部  部長  谷岡省爾                        ［ゆきどり］        豊田 威 

部員  奥田信也                     ［エグレット姫路〕    天野修一 

・機関紙部  部長  山口 力                        [パッション]      道下正裕                            

・財政部   部長  山口 力                         ［Active］        宇山英樹  

・スキーメイト係    山口 力           

・こども対策委員会  委員長 和田利男                  

・安全対策委員会  委員長 奥田信也       

・遭難対策部     部長  奥田信也               



ゆきどり 第３７期定期総会報告                                    豊田 威 

 ２０１７．８．６（日） 明石市魚住市民センターで、ゆきどり第３７期定期総会が開かれました。総会は午前１

０時開会ですが、運営委員は昼食のカレーパーティーの準備のため９時に調理室に集合しました。カレー

パーティーのメニューは、甘口ビーフカレー、キーマカレー、シーフードカレー、夏野菜カレーの４種類で

す。 カレーの仕込みを始めたころ次々と会員が到着、自家製野菜を提供して頂きました。提供を受けたの

はカレーの材料（玉ねぎ・じゃがいも・にんじん）だけではなくレタス・きゅうり・トマト・ゴーヤにも及び、なかに

はこの日のために、昨日明石海峡で釣り上げた「明石だこ」もありました。みんなで一緒に作ったので１０時

には、大鍋４種類の「カレーライス」と「新鮮明石だこ夏野菜サラダ」が完成しました。なんだか総会よりも、昼

食のカレーパーティーが待ち遠しくなりました。 

 総会は１０時に開会、県スキー協から出席された和田理事長からメッセージをいただいた後、谷田さんを

議長に選出、議事に入りました。第３６期の活動・会計・監査の報告、第３７期の活動計画、予算について

話し合うとともに、恒例の自己紹介を兼ねたひと言トークをしました。その後、第４２回東播スキーまつりは、

県スキーまつり５５周年記念行事成功にむけて、志賀高原で開催すること、ゆきどり独自行事として来年１

月に蔵王スキーを実施すること、などを含め総会議案は承認されました。 

 総会終了後の12時、参加者は調理室に移動、カレーパーティーが始まりました。好きなカレーはもちろん

のこと、食べ比べをしたり、違う種類を混ぜ合わせたり思い思いの味を楽しみながら、２時頃まで来シーズン

のスキー談義に花が咲きました。やはり大鍋で煮込んだカレーは格別で二升のご飯とともに美味しくいただ

きました。もちろん明石だこサラダは「本場のたこはやっぱりうまい」と大好評でした。 

 この日、高校生がゆきどりに加入、最年長の檜原さんとがっちり握手をしました。ちなみに年の差は６０歳

以上です。ゆきどり第三世代の誕生で、やはりスキーは一生続けられるスポーツであると再認識しました。

なお、総会参加者は２２名でカレーパーティーには子供たち４名も合流、参加総数は２６名でした。 

 

県スキー協９月期トレーニング係行事予定              担当：釣 順信 ０９０－９２５６－６１５７ 

期日 目的地 集合・アクセス コース 

８日(金 

～11日

（月） 

〇第８回出雲街道 

ウォーク（最終回） 

 

８日：三宮ミント神戸２３：

４０発米子駅 

高速夜行バス乗車 

９日：米子着４：３０～６：００ウォーク開始～

安来～松江（ＢＨ泊）３２ｋｍ １０日：松江

～出雲市（出雲市ＢＨ泊）４０ｋｍ 

１ ６日

（土） 

〇六甲山系 

ハイキング 阪急芦屋

川駅から岡本駅へ 

阪急芦屋川駅９：００ 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 

１ ８日

（ 月 ・

祝） 

〇姫路小富士山 

ハイキング 

協賛行事： 

垂水年金者組合 

ＪＲ御着駅９：４０＊明石９：０

２－加古川９：２０（乗換・普

通）９：２３－御着９：３８＊姫

路９：３３（普通）－御着９：３８ 

御着駅～小富士山～仁寿山～御旅山～

山電妻鹿駅 

または仁寿山より県道を山電白浜駅 

２ １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 

２ ４日

（日） 

〇姫路市内 

サイクリング 

菅生川を遡る 

ＪＲ姫路駅観光協会 

前９：００観光協会レンタ

サイクル利用（無料） 

姫路駅～姫路城大手門前～西国街道～

夢前川～菅生川上流夢前町（往復） 

～姫路駅 

３０日 

（土） 

〇摩耶山ハイキング 新神戸駅１階 

バス停９：００ 

新神戸駅～市ケ原～稲妻坂～天狗道～

摩耶山上（下山はロープウェイまたは阪急バス） 

 


