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◎兵庫県スキー協議会 第４３期 第1回理事会開催
８月７日(火)ＰＭ７時～9時 県連会議室 出席者 １１名
常任理事 和田・山口・村原・道下（パッション）・奥田・井澤(ナイスシニア)・岸本・
天野(エグレット姫路)
クラブ代表理事 豊田(ゆきどり)・龍岩（Aｃｔｉｖｅ）・中村（ＭＳＣどんぐり）
○第1回常任理事会 ７月２４日(火)ＰＭ７時～9時 県連会議室 出席者 ６名
和田・山口・道下・奥田・井澤・天野
１、兵庫県スキー協議会 第４３回定期総会 ７月１日 兵庫勤労市民 出席者８クラブ２８名
２、２０１８年 国民平和大行進７月７日～１６日
参加者 合計８クラブ のべ ６３名
☆平和行進参加者 通し行進達成者！伊藤［エグレット姫路］、釣[Aｃｔｉｖｅ]
◎7日（土）６名 伊藤［エグレット姫路］、釣[Aｃｔｉｖｅ]、後藤、和田利六、根岸、藤井[パッション]
◎8日（日）８名 伊藤［エグレット姫路］、釣[Aｃｔｉｖｅ]、道下、岡、藤井、後藤、和田、根岸[パッション]
◎9日（月）５名 伊藤［エグレット姫路］、釣[Aｃｔｉｖｅ]、後藤、岡[パッション]、岡 [ＭＳＣどんぐり]
◎10日（火）８名 伊藤［エグレット姫路］、和田、釣[Aｃｔｉｖｅ]、後藤、笹井、道下[パッション]、
山口[銀世界]、井澤［ナイスシニア］
◎11日（水）９名 伊藤［エグレット姫路］、釣、龍岩、西堂[Aｃｔｉｖｅ]、後藤 [パッション]
奥田 [ＭＳＣどんぐり]、山口[銀世界] 藤原、石川［ゆきどり］
◎12日（木）６名伊藤［エグレット姫路］釣、[Aｃｔｉｖｅ]、岸本、伊藤、立花［ゆきどり］、後藤[パッション]
◎13日（金）９名 伊藤、佐々木、中杉、西川、横山、森満、松本［エグレット姫路］、釣[Aｃｔｉｖｅ]、
豊田［ゆきどり］
◎14日（土）３名 伊藤、岡村［エグレット姫路］、釣[Aｃｔｉｖｅ]、
◎15日（日）４名 伊藤［エグレット姫路］、釣[Aｃｔｉｖｅ]、後藤[パッション]、見満[ドナルドダック]
◎16日（月）４名 伊藤［エグレット姫路］、釣、和田[Aｃｔｉｖｅ]、後藤[パッション]、
◇北播磨平和行進 7月8日 岸本副理事長参加
３、関西ブロック学習交流会の取り組み 9月1～2日 大阪リゾートホテル舞洲 申し込み締め切り8月11日
👇 7日川西市役所
👇 10日兵庫県庁前

👆
１１日 舞子公園明石大橋下
４、2018年度初級指導員研修理論講座
１０月１４日(日)午前１０時 スポーツ連盟兵庫事務所
受講費 ３，０００円
👆 １３日
５、クラブ間交流 第１弾 第９回釣り大会 １１月３日(土) 淡路島仮谷漁港南側 銀世界SC・理事会
第２弾 平荘湖サイクリング １１月１７日(土) 午前１０時加古川駅集合 主管 Aｃｔｉｖｅ
６、新教程の各クラブ注文について ９月18日までにクラブでまとめて和田理事長に提出下さい。
9月18日まで注文のあった分は３，３００円を３，０００円とします。
７、会議案内 〇第２回常任理事会 ９月１８日（火） 〇第１回子ども対策委員会９月２１日（金）午後２時
トレーニング計画の琵琶湖竹生島と長浜ウオーキングです。
井澤順子
7月20日暑い中ですが 青春18切符で竹生島と長浜ウオーキングで楽し
みました。 ＪＲ神戸駅7時15分初の新快速で近江今津迄行き、琵琶湖汽船
で「竹生島クルーズ」を利用 今津港から25分で竹生島到着、40分の竹生島
上陸で観音堂など神社を見学 又樹齢400年と言われるモチの木の見事な
事、国宝になっている本殿など穏やかな湖水を眺めながらの散策で見どころ
一杯でした。その後再度長浜行きの船に乗り30分で到着、通し料金2,830円
で少々お高い感じでしたが短時間で琵琶湖を横断、湖東長浜では長浜城を外から見学して昼食タイムに
黒壁ゾーンの「翼果楼」で焼鯖ソーメン料理を食べました。これがとても美味しくて絶賛でした。湯がいたソ
ーメンを鯖の出汁にくぐらせて味を付けその上に焼いた鯖を煮付けたであろう 温かい鯖の1切れが載せ
て有り、その鯖をほぐしてソーメンと一緒に食べるのです、最初は？？驚きましたが食べ始めるとこれがと
ても美味しくて大満足、ビールを飲みながらの鯖寿司も頂きましたがこれも絶品でした。こんなに美味しい
鯖料理は初めてでした。お腹も満腹に成り、長浜まち歩きＭＡＰを見ながら ユネスコ無形文化遺産「長浜
曳山祭り」の博物館に入り、ビデオで鑑賞黒壁ガラス館などに立ち寄り
可愛い作品を見学しました。最後に長浜鉄道スクェアに入り明治後半か
ら20年間駅舎として利用されていた長浜駅舎が移築では無く 現物が
そのまま保存されてあるのを見る事が出来 現在使用されている駅舎は
旧駅舎の傍に立派に建てらております。明治時代は湖西と湖東を船で
連絡していたことが良く解り大津～長浜間
の鉄道連絡船就航というものでした。とて
も暑い一日でしたが琵琶湖を眺めながら
の歴史散策は楽しいもので往路と同じよう
に青春18切符で帰神しました

７月８日（日）、姫路市市民会館に
て、記念すべき第４０回クラブ定期
総会が開催されました。定数４０名
中出席者１８名・委任状１７名で総
会が成立したことを報告します。
来賓の県スキー協和田理事長
も参加され、県や全国の状況報告
含め挨拶がありました。

参加者全員で記念撮影

第４０期

そのあと、３９期活動報告と４０期活動計画・予算

会 長

佐々木

など提案＆承認されました。討論では、４０周年

副会長

見 満

事務局長

岡 村

記念行事に３月飛石連休に東北スキー、記念品
にＴシャツを、秋に出される新教程のビデオ学習
開催などが決定されました。最後に役員提案が
あり、Ｓさんが新たに運営委員に加わることになり
ました。記念すべき４０周年、楽しい１年にしまし
ょう。 なお新役員は右記の通りです。

見満・村原

県役員

役員紹介
佐々木・見満
運営委員

岡村・村田
村原・天野
金治・関口

＜専門部＞

・天野

技 術 部

天野・水戸

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、４０周年記念の打ち上
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２１名。
まずは４０周年を記念し乾杯。飲み放題・食べ放題
９0分。時間との闘いが開始、とは言ってもみんな年な
↑全員で記念撮影
↓お酒飲み放題グループ

のでそんなに飲めないし食べられません。スキーの話
で大いに盛り上がりアッと言う間の２時間でした。
←
ソフトドリンク
飲み放題
グループ
ウーロン茶
でも酔え
ますゥ～

９月期トレーニング行事予定
期日
１日
（土）

目的地
〇舞洲大阪ごみ処理場
見学と舞洲ウォーキング
とスキー協関西ブロック
学習会参加 ＊申込締
切８月１０日（金）

担当：県スキー協トレーニング係
集合とアクセス
大阪 ゆめ 咲線 （環 状 線
西九条9:04発）終点桜島
駅９：２５ 桜島駅９：３４
発ロッジ舞洲ホテル方面
行シャトルバス乗車

釣 順信 ０９０－９２５６－６１５７
コースと概要

桜島駅～（バス１５分）～舞洲環境施設
組合前バス停下車～（舞洲工場見学１
時間半）～舞洲海岸ウォーキング～ロ
ッジ舞洲ホテル着１２：３０ ＊舞洲工場
見学１０：００開始５名予約済

７（金） 〇中山道ウォーキング
～ １ ０ 青春１８切符2回使用
日

姫 路 ６ ： ２ ３ （ 新 快 速 乗 須原駅～（ウォーク開始１５ｋｍ）～上松
車）～神戸７：０２～大阪 宿（泊）上松宿～（３０ｋｍ）～奈良井宿
～米原８：５６（大垣・名 （泊）奈良井宿～（２５ｋｍ）～洗馬駅（兵

（月）

古屋・中津川乗換）～中 庫県へ電車で）
央線須原駅１２：００頃

１６日
（日）

〇姫路天川を遡るサイク
リング（その２）

JR姫路駅９：００
姫路駅～国道２号線～御着駅～天川
（レンタサイクル姫路駅 上流へサイクリングの後姫路駅へ
西 駅りんクン使用）

１７日

〇六甲鍋蓋山～大師道 JR神戸駅改札９：３０

（ 月 ・ ハイキング協賛行：垂水
祝日） 年金者組合

神戸駅南口鈴蘭台行き阪急バス９：４１
発～水源地前バス停着１０：０５～鍋蓋
北道～鍋蓋山～大師道～JR元町駅

２２日

〇鳥取城と鳥取砂丘サ 神姫バス姫路駅北バス 姫路駅７：３０発～（神姫バス）～鳥取駅

（土）

イクリング＆ウォーキング

停７：２０ ７：３０発鳥取 ９：４０着（レンタサイクル利用）
行き（往復３５００円）乗車

３０日
（日）

〇大阪天王寺界隈ウォ
ーキング

JR三宮駅西口８：００
8：０５発新快速乗車
またはJR大阪駅御堂筋
口改札８：３０

予告

１０月７日（日・夜）～９日（火・朝）大分県由布岳弾丸フェリー（往復２日間船中２泊）利用登山
予定

JR大阪駅～地下鉄東梅田駅～（谷町
線）～夕陽丘ヶ丘駅～四天王寺～天
王寺公園（大阪市立美術館など）～通
天閣～地下鉄恵美須町駅～（地下鉄）
～東梅田駅

「ゴーグルの男」 稲崎（銀世界SC）さん
写真が県展（兵庫）に入選しまた。
原田の森 美術館に8月18日まで展示
されています。かたつむりスキーで焼額
の第１ゴンドラの中で撮られたものす。
写っているのは、左から八木さん・五十
嵐さん、中央にカメラをかまえる稲崎さ
ん・右に石橋さんともう一人です。アイ
デア素晴らしくいいですね！おめでとう
ございます。
ちなみに、ゴ
ーグルの男
（？）は藤原
さんです。

