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海釣り大会とバーベキュー 秋晴れ 絶好の釣り日和！！
１１月３日土曜日 朝８時前に淡路島仮谷下田河岸の公園に到着、早速ゴムボートで波止防波堤に移
動しました。防波堤には波止ブロックが１段積み上げられていて１メーターぐらい高くなっていました。
しかし、今回も脚立を準備していたので意外とスムーズに上がることが出来ました。 防波堤の上は足元の
穴がほとんど無くなり釣りにくくなっていました。 しかしながら防波堤周りで釣り始めるとガシラ（カサゴ）・
いそべら・さんばそう等々、次々と釣れ上がり全体で百数十匹釣れました。子どもも含めて全員に釣果があ
り、今回はぼうずの人はいませんでした。釣りは正午過ぎに終了。公園で釣り上げた魚を皆でさばき煮魚
にして食べました。煮魚は新鮮で稲崎さんの味付けも抜群で最高においしかったです。
煮魚の後はバーベキューがスタート カルビを美味しくいただきました。最後に釣り大会の表彰式と集合写
真を撮って４時過ぎに解散しました。 残った魚は欲しい人で分けてお土産に
持って帰りました。次回 ２０１９年の釣り大会は１１月４日（月）振替休日です。
参加者 銀世界７名＋家族友人５名、Active１名、ナイスシニア１名、
パッション１名、ゆきどり３名＋家族２名、
エグレット姫路１名（バーベキューのみ）
参加者合計２１名
釣り大会成績 優勝 根津久美子（銀世界） いそべら ２４㎝、
２位 井澤順子（ナイスシニア） いそべら ２０，４㎝
３位 山口すみれ（銀世界） ガシラ ２０，３㎝
最多釣果賞 和田利六（パッション） ３２匹

２０１８年１１月期トレ行事予定
日 程
１７日
（土）

目的地
〇加古川河川敷と平
荘湖サイクリング
協賛行事：県スキー
協クラブ間交流行事
主管：Active

担当：釣 順信 ０９０－９２５６－６１５７

集合・参加費
JR加古川駅10:00（レ
ンタサイクル駅リンくん
利用）参加費：500円
担当：釣
携帯090-9256-6157

コース他
加古川駅駐輪場～加古川河川敷～上荘橋
～加古川大堰～平荘湖（一周）～加古川河
川敷～加古川駅 全長約２５ｋｍ
申込：１１月１０日迄（レンタサイクル予約）
１１月５日：現在パッション１、ゆきどり２、
銀世界１、Active２

１８日
（日）

〇福崎町内妖怪巡り
と姫路市香呂町日本
玩具博物館見学ウォ
ーキング

姫路駅播但線ホーム
9:00
9:11発（寺前行き電車
乗車）～福崎9:40

１９日

〇景観の姫路朝日

JR明石駅新快速ホー 網干駅～朝日山～壇特山～中出屋敷バス

（月）

山・檀特山ハイキング
協賛行事：
垂水年金者組合

ム9:00 9:05発（新快 停～（神姫バス）～姫路駅
速乗車）~姫路9:34(乗
換)9:40～網干9:50

２３日
（金）
勤労

〇大阪市内橋跡巡り 阪神三宮駅西口改札
ウォ ーキン グ（変更） 7時５５分
➡大阪市立美術館ル 阪神梅田行き特急

感謝
の日

ーブル美術館展と天 ８：０１発乗車
王寺公園ウォーク

２４日
（土）

〇 神 崎 郡 七 種 （ な ぐ 姫路駅播但線ホーム
さ）山ハイキング
9:00
9:11発（寺前行き電車
乗車）～福崎9:40

福崎駅～（マイカーまたはタクシー１５分）～
青少年野外センター～（６０分）～七種神社
～(４０分）～七種山山頂～笠岩～小滝林道
～青少年野外センター～（車利用）～福崎
駅

２ ５ 日 〇丹波市柏原町内ウ ＪＲ尼崎駅福知山線下
（日）
ォーキングと山城跡黒 りホーム7:25
井山ハイキング
7:31発（大阪発福知山
行き丹波路快速）～伊

柏原駅～（約２時間町内散策）～柏原駅１
０：５６～黒井駅１１：０９（黒井山ハイキング往
復 ２時間半～３時間---）
帰り
① 黒井１4:３0～篠山口 15:10（乗換）15:12
～尼崎 16:13

丹7:37～宝塚7:51～
柏原駅９：０１

福崎町内妖怪巡り～（ウォーキング約２時
間）～（昼食）～福崎12:47発～香呂12:55～
（徒歩15分）～日本玩具博物館（入館料600
円）～香呂15:14～姫路15:32

大阪地下鉄梅田駅～(御堂筋線)～難波駅
ウォーク開始～大阪市立美術館～天王寺
公園～難波駅

(注)三宮から尼崎まで または
＊三宮7:05(新快速)～ ② 黒井 15:１６～篠山口 15:54（乗換）16:08
～尼崎 17:09
尼崎7:21
兵庫県スキー協 会議案内
〇第３回常任理事会 １１月１３日火曜日午後７時から
〇冬休み少年少女スキー＆年末スキー＆カタツムリスキー スタッフ会議 １１月１６日金曜日午後２時
○兵庫県スキーまつり 第２回実行委員会 １１月２７日火曜日午後７時から
○第３回理事会 12月4日火曜日午後７時から
○第41回冬休み少年少女スキー 説明会 12月12日水曜日 午後６時３０分から

みんなで楽しく初滑りに行こう！
関西ブロック レベルアップ・指導員養成・研修会も同時開催
主催：新日本スポーツ連盟 全国勤労者スキー協議会
主管：関西ブロック 京都スキー協議会

一般会員の参加を
I
お待ちしています！

一般会員の皆さんにはレベルアップコースと自然を楽しむコースを設定し、例年同様スノースポーツを
楽しめるよう企画しました。初級・中級指導員の養成と研修も行います。
指導員には、昨年に引き続きデモから学ぶ特別コース（野瀬デモ、赤木新デモ）、池田上級指導員（技
術委員長）の基礎技術・応用発展技術を３日間通しの特別コースもあります。
ＳＡＪの芳川愛美さん(技術戦9位)の最新の応用発展技術の講習もあります。
シーズン初めの初滑りに是非参加して下さい。
【募集要項】
日 時：２０１８年１２月１４日（金）～１６日（日）
場 所：志賀高原 一の瀬スキー場
宿泊先：ホテルむつみ
Tel：０２６９-３４-２７０６
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町一ノ瀬高原
参加費：事前振込でお願いします。
(２泊４食又は１泊２食、講習料・消費税・諸費を含む）
交 通：現地参加となります。
問い合わせは兵庫スキー協の各クラブ理事に連絡してください。
通信291号

第28期2号

2018.10事務局 道下 正裕
行事報告
行事計画
11/13(火) 県スキー協 第3回常任理事会 (19：00～ 県連事務所 道下)
11/17(土) クラブ間交流 第2弾 平荘湖サイクリング ＪＲ加古川駅前 10：00～ 道下
11/23(金) 飯盛山(四条畷市) ハイキング 約4Ｈ 担当：根岸
ＪＲ野崎駅(東西線) 10：00集合
11/25(日) スキー板 チューンナップ 集合場所：ＪＲ川西池田駅ロータリー 9：30集合
参加費：500円 (会員の阿部さん宅まで、根岸さん、和田さんの車に便乗)
＊チューンナップの備品を予算1万円の範囲で購入
その他 ＊西日本豪雨災害のカンパ(5,687円)を、県連の和田利男理事長に手渡しました。
みなさん、ご協力ありがとうございました。
＊28期の会費未入金のみなさん、会計担当が電話でお願いしますので、至急入金をお願いいたしま
す。口座番号 郵貯から
口座名はいずれも、パッションスキークラブです。
次回以降運営委員会 11/9(金)12/7(金) 伊丹市立中央公民館講座室Ｃ10：00～12：00
12/7(金) 18:00～ 阪急西宮北口駅前 56回スキーまつりビラ配
募集中 第41回冬休み少年少女スキー＆年末スキー12月26日～30日 志賀高原一ノ瀬
申し込み 現在こども１２名、大人７名、スタッフ８名 後１８名 申し込みは、早く願います。

１０月２０日氷ノ山紅葉ハイキングに行きました。
８名参加の予定でしたが、Ｙ夫妻が急きょ車の故障で行け
なくなり、６名の参加でした。
山の天気予報では午後から少し悪くなるとの予報でした
が、集合場所で協議の結果、とりあえず行ってみようとい
うことになり、８時３０分出発。播但道を通り養父インタ
ーから大屋横行渓谷を経て登山口の大段ヶ平へ１０時３０
分前に到着。広い駐車場にはすでに５・６台車が止まって
います。トイレ、準備をすませ早速登山口へ。
ブナの林が続き広く歩きやすい落ち葉の道を進みます。
氷ノ山（１,５１０ｍ）山頂にて全員で記念
撮影

３０分程度で大屋町
避難小屋到着、

さらに２０分ほど歩くと神大ヒュッテがあり、ここは東尾根コー
スと合流しています。途中きれいな紅葉も見られました。
少し休憩し、ここからは少し道も険しくなり、千本杉・古千本
杉のあたりは湿地帯になっており、ぬかるんだ箇所や木道が何か
所かあり濡れて滑りやすく、注意しながら登ります。山頂近くは
滑りやすい岩のところもありましたが、ほぼ予定通り１２時過ぎ
に山頂到着。

ブナ林、落ち葉の散歩道

山頂は風が強く寒いので、避難小屋で昼食タイム。途中で買っ
た弁当・手作り弁当・カップラーメンとそれぞれですが、やっぱ
り山で食べる昼食はおいしい。食後はМさんの沸かしたコーヒー
やそれぞれ持参のデザートもいただき満足です。山頂で記念撮影
をし、寒いので１時前に早々下山開始。登りはしんどいので紅葉
を十分楽しめませんでしたが、下
りは余裕がありきれいな紅葉を楽
ブナの黄、ミネカエデの赤、空の青
落ち葉とコントラストがきれい

しむことができました。ただしス
リップには要注意ですよ。Ａ君！

天気が心配でしたが、青空ものぞき下山まで何とか崩れずにもって
くれました。普段仕事で気苦労の多い３人のお嬢さんたちにはいい気
分転換に、日々のんびりのシニア３名にはいい運動になったと思いま
す。帰りは波賀町に抜け、山崎北の喫茶「ロッキー」でケーキとコー
ヒーで疲れを癒し帰路へ。楽しい一日を過ごすことができました。
参加された皆さんお疲れ様でした。
以上報告はエグレット姫路ＳＣ佐々木でした。
大屋避難小屋前の紅葉をバックに

