
新日本スポーツ連盟・兵庫県スキー協議会 通信 発行    ２０１８年   ２月 １日 

県スキー協事務局 編集者 山口 力 

〒652-0804 神戸市兵庫区塚本通 7‐2‐１７ 

セントアベニュー兵庫2Ｆ‐201号  ℡(078)575－4885 

     郵便振替 01190－8－57461 

メールアドレス ｉｎｆｏ＠ｗｓａｊ．ｏｒｊ 

Ｎ Ｏ Ｗ 
ホームページアドレス  http://www.wsaj.org/ 

 

ナウ 

No.２８０ 

 

第４回理事会開催！ 

○１月 ９日（火）ＰＭ７時～９時    出席者 ５クラブ７名 

  出席者 常任理事 山口・奥田・村原・道下［パッション］・井澤［ＮＳ９７］ 

        クラブ代表理事 ・天野［エグレット姫路]・山口良［銀世界］ 

連絡欠席者 和田・豊田［ゆきどり］・宇山［Aｃｔｉｖｅ］ 

第４回常任理事会  １月２３日(火) ＰＭ７時～9時 県連会議室 出席者７名 

     出席者 和田・山口・村原・奥田・井澤（ＮＳ９７）・天野・道下 

報告事項 

１、 第44回武庫川新春ロードレース大会 要員  1月14日日曜日 JR甲子園口 現地本部８時集合 

参加者 和田・釣［Aｃｔｉｖｅ］、和田・道下・根岸・藤井［パッション］、井澤［ＮＳ９７］原田・山口［銀世界］ 

  エントリー1,843名、出走1,560名  昨年と違って天候が良かった。トラブル無く順調に終了 

２、 県スキー協スキーフェスティバル １月２０日（土）～２１日（日） 氷ノ山国際スキー場 満月 

参加者 25名  指導員 和田・岸本・石川・倉佐     事務局 村原 

 銀世界（大村・山口）、パッション（和田・根岸・山本）、エグレット（天野・村田・上月・福田・横山） 

 ゆきどり（石川・豊田・重道・稲田・明石・岩元・青手木・李・鷲）、MSCどんぐり（備生） 

 

天候は雪が降ったりやんだりとしていましたが、そんなに悪くありませんでした。ゲレンデはボードの大

会・スキー競技会等々でコースが三分の一閉鎖されていたので

全面滑走出来なく残念でした。ポール講習もできませんでした。

それでもすいていたのでそこそこ滑れました。民宿の満月さんは

食事・寝具・部屋等々の設備やサービスは参加者にはおおむね

好評でした。 

３、 第55回兵庫県スキーまつり 2月9日金～12日月祝 志賀一の瀬 

参加集約  エグレット姫路１９+１名、パッション３１名、銀世界６名 

ナイスシニア ８名、 ドナルドダック３+１名、どんぐり１名         

ゆきどり ２４名、Aｃｔｉｖｅ ２名、     ９６合計 

 第3回実行委員会 出席者 和田・山口・井澤・豊田・和田・道下 

４、かたつむりスキー2月22日木～25日日 志賀一の瀬 現在27名 

http://www.wsaj.org/


スキー協２０１８年２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 

１ ７ 日

（土） 

東六甲ハイキング 阪急芦屋川駅９：５５ 

芦屋川駅前バス停９：０３発

奥池方面行阪急バス乗車

東おたふく山登山口下車 

東おたふく山登山口バス停～ドヒワリ

峠～蛇谷北山～石の宝殿～東六甲

縦走路分岐～水無山～大平山～塩

尾寺～阪急宝塚駅 

１ ９ 日

（月） 

六甲山ゴロゴロ岳ハイ

キング 協賛行事： 

垂水年金者組合 

JR芦屋川駅９：４０ 

９：５４発阪急バス乗車 

鷲林寺バス停下車 

バス停～観音山～ゴロゴロ岳～芦屋

ゲート～芦屋川駅 

２ ４ 日

（土） 

京都三条通を歩く 阪急三宮駅東口７：５０ 

８：００発特急乗車（十三乗

換）河原町駅 

河原町駅～鴨川河川敷～三条大橋

～三条通り～京都文化博物館（ター

ナー展観覧）～平安京大極殿跡～二

条城～堀川通～阪急四条大宮駅 

２ ６ 日

（日） 

三田大船山 

ハイキング 

兵庫１００山  ６５３ｍ 

JR三田駅１０：００ 

神鉄湊川駅８：５７発三田行

き乗車 

三田着９：５３ 

三田駅北口１０：１５発小柿行神姫バ

ス乗車十倉１０：３６下車バス停～大船

山～波豆川バス停１４：３０歩行時間２

時間５分 

峰山高原リゾートホワイトピークスキー場にネイチャースキースクールが開設されました！！ 

峰山高原リゾートホワイトピークスキー場にネイチャースキーのための、スキースクールが誕生しまし

た！！同時にホームページ（http://www.mineyamaski.club/）を開設しています。詳しいことはホームペー

ジをご覧下さい。 ネイチャースキーは、ゲレンデ外の、雪の山野でスキーを楽しみたい人や、らくに、楽し

く、スキーをはじめたい人、覚えなおしたい人に最適です。子供からシルバー世代まで、楽しめる、新しい

スキーを始めましょう。 

峰山高原ネイチャースキースクール  モニター参加者募集中 

２０１８年、峰山高原リゾートホワイトピークスキー場にネイチャースキースクールが開設されました。当ス

クールでは、兵庫スキー協のみなさまに、ネイチャースキーの楽しさを知ってもらうために、モニター参加者

を募集することにいたしました。ぜひ、モニターとなって、峰山高原にお越しください。 

モニター料金  下記の料金表の半額で講習をします。また、用具のレンタル料金も半額にします。 

モニターの条件   １、モニターとして、アンケートに答えていただくこと。 

２、モニターが写っている写真や動画をホームページに掲載することに同意していただくこと。 

モニター応募の方法 裏面に載っている、スクール事務局か、MSCどんぐり奥田（TEL090-3629-3602に電

話してもらうかショートメールをください 。）まで申し込んでいただければ、モニターチケットを購入して申し

込みが出来ます。（チケットの枚数は、限りがあり、予定枚数に達し次第、終了します。） 

峰山高原ネイチャースキースクールのご案内 

  講習開催日時 

 午前の講習 午後の講習 

講習時間 10：30～12：30 13：30～15：30 

開催日 火曜日・木曜日・土曜日・日曜日・祝日 

受付時間 開催日前々日18時まで 開催日前々日18時まで 

・講習開催日は、峰山高原リゾート ホワイトピーク（峰山高原スキー場）が営業をしている期間の  

[火曜日・木曜日・土曜日・日曜日・祝日] です。 

http://www.mineyamaski.club/


・スクールの講習（小3以上が対象）は予約制です。開講日前々日の18時までにお申し込みください。 

・講習開始時間の5分前までにホテルリラクシア前にお越しください。 

一般講習内容・料金（スキーレンタル料金別途） 

 午前(10:30～12:30) 午後(13:30～15:30) 料金 

初心者半日講習 初めての方を対象。道具の使い方と歩き方。基本姿勢と基本操

作法。 

3,000円 

初心者１日講習 道具の使い方と歩き方。 

基本姿勢と基本操作法。 

初心者用ネイチャースキーコース 

（リラクシアの森）への案内。 

4,000円 

初級者半日講習 初心者講習受講者を対象。初級コースを使っての滑り方講習。 3,000円 

初級者１日講習 初級コースを使っての滑り方

講習。 

初級ネイチャースキーコースへの

案内。 

4,000円 

【団体割引】2名で500円、5名以上1,000円引き。10名以上、中学生以下は半額。 

ファミリー講習内容・料金（スキーレンタル料金込み） 

※子供は小３以上※ 午前(10:30～12:30) 午後(13:30～15:30) 

ファミリー１日講習 

内容と料金 

道具の使い方と歩き方。 

基本姿勢と基本操作法。 

初心者用ネイチャースキーコース 

（リラクシアの森）への案内。 

大人1名と子供1名 10,000円（レンタル料

込） 

大人1名と子供2名 12,000円（レンタル料込） 

大人2名と子供1名 14,000円（レンタル料

込） 

大人2名と子供2名 16,000円（レンタル料込） 

【子供（小３以上）が1名増えるごとに2,000円の追加料金】 

ネイチャースキー用具レンタル１日料金 

スキー板 2,000円 スキー靴 2,000円 

ストック 1,000円 3点セット（板・靴・ストック） 4,000円 

【半日料金（午前または午後）は各料金から500円引き】 

【団体割引】2名でセット料金から500円、5名以上1,000円引き。10名以上、中学生以下は半額。 

【お問合せ：お申込み】 峰山高原ネイチャースキースクール（http://www.mineyamaski.club/） 

事務局：安保 進 （ｱﾝﾎﾟｽｽﾑ） 〒679-3114 兵庫県神崎郡神河町新野727 

携帯：090-8887-1285 ﾒｰﾙ：wellness.anpo@gmail.com 

なお、「峰山高原ネイチャースクール」について、詳しいことは、スクールのホームページ

（http://www.mineyamaski.club/）をご覧下さい。 

 

吹雪！ 吹雪！ 吹雪！ パトロールのお世話になりました  ゆきどり蔵王スキー報告   豊田 威 

２０１８年１月９日（火）～１１日（木）ゆきどりでは初めてとなる蔵王スキーを１５名の参加で行いました。 

１月９日(火) 加古川・明石から上り一番電車で三宮、三宮からバスで空港へ。車で一路空港へ。阪急

蛍池からモノレールで空港へ。空港近くのホテルで前泊し空港へ。参加者それぞれの方法で午前７時１５

分ＪＡＬカウンター前に全員集合、「蔵王で滑るぞ」の意気込みを感じました。８時１０分発ＪＡＬ仙台行きに

搭乗。搭乗機はエンブラエル１９０で通路を真ん中に両側２席の９５人乗りの小型ジェット機。天気予報は

冬型の気圧配置、『小型機なら揺れるだろう』の予想どおり離着陸時には大型機ではあまり経験しない揺

れを感じました。９時２０分仙台空港着。１０時１５分発のシャトルバスで蔵王温泉に１２時、ホテルに１２時１

０分頃に着きました。  早速滑る準備をして、ホテル前の蔵王中央ロープウェイ温泉駅発１３時３０分に乗

りました。この頃スキー場は吹雪でゴンドラの窓からは近くの樹々が見える程度でほぼ真っ白、高度が上が



るに伴い風も強まり、終点の鳥兜駅

では激しくゆれコンクリートのホーム

にガタンガタンとあたっていました。

鳥兜駅を出てスキーを履いたものの、

みんな蔵王は初めてでコースも分か

らないうえ、吹雪はますます強くなっ

てきたことからエリアガイドで確認し

た初級コース（大平コース）を降りる

ことにしました。ちょうど通りかかった

レストハウスの人にスノーモービルで

コース入り口まで案内してもらいまし

た。  確かに大平コースは斜度は

初級なのですが、表面クラフト状態で滑るとカシャカシャとスキー板が沈み、滑りづらいことこの上ないコー

ス。みんな悪戦苦闘して下をめざすも途中コブ斜面に遭遇、体力疲弊しながらなんとか滑ったものの、吹

雪はますます強まり周囲も真っ白で完全なホワイトアウト状態になりました。みんなお互いが見える範囲に

集まり猛吹雪をやり過ごそうと思いましたが、まったくやむ気配はなくだんだんと薄暗くなり、このままでは体

力消耗は著しいと判断、パトロールにコース案内を依頼、約１０分後、スノーモービルの赤色灯が見えたと

きは正直ホッとしました。パトロールに事情を説明し疲れの出ていた人を乗せてもらって、大平コースの終

点まで先導していただきました。その後ロープウェイ温泉駅までのコースを教わり中森コースを滑りました。

途中、「心配だったので」と先ほどのスノーモービルが登ってきました。蔵王のスキーパトロールには本当に

お世話になりました。 初日はロープウェイ１回のみで、あとは寒さと疲れを温泉で癒そうとホテルに帰りまし

たが、「温泉の排水設備故障で利用できません。系列のホテルの温泉に送迎します」との事。車で約１分

の系列の温泉で透明湯と白濁湯を楽しみました。夕食は『すき焼き食べ放題』ここでホテルから、「温泉の

故障でご迷惑をかけました。お詫びにお好きなお酒一本をサービスします」との申し出。みんなビール、焼

酎、日本酒等を注文し楽しい宴会になりました。  

１月１０日（水） この日も天気は回復せず雪が降り続いたことから、安全を考えて頂上付近のスノーモン

スターの樹氷原の滑走は断念し、ホテルからすぐ近くの中森ゲレンデで９時から３時頃まで滑りました。６０

８mと５６１ｍのリフト２本が縦に設置されたコースで、雪質は関西のスキー場ではほとんど味わえないアスピ

リンスノー、圧雪済みのコースを外れてもサラサラで何だか上手くなった気分で楽しく滑ることができました。

スマホで動画を撮りましたが、みんな自分の滑りに満足そうでした。 

１月１１日（木） 最終日なのにやはり雪模様。朝のうち青空が見えましたが、すぐに吹雪になるなど目ま

ぐるしい変化でした。９時過ぎから２時間券で昨日と同じ中森ゲレンデで滑りました。ホテルでゆっくりくつろ

ぎ、１４時４０分蔵王温泉発のシャトルバスで仙台空港１６時３０分着。お土産購入や夕食に時間を費やし、

１８時４０分発のＪＡＬ機で伊丹空港２０時２０分着でした。 蔵王スキー場では、よほどの幸運に恵まれない

と樹氷原での滑走は難しいと聞いていましたが、やはり初めての蔵王は、スノーモンスターの樹氷原を滑る

ことはおろか見ることさえ許されないスキー場だと改めて思い知らされました。ただ雪質はもちろんホテル、

温泉も素晴らしく近いうちに再度挑戦したいものです。 今回は、初めて行ったスキー場でコースの把握も

できないうちに天候悪化とはいえパトロールのお世話になりましたが、全員けがも

なく楽しいスキーツアーになったと思います。 

兵庫スキー協会議案内         

〇常任理事会  ２月２０日火曜日午後７時から 県連事務所 

〇理事会     ３月 ６日火曜日午後７時から 県連事務所 


