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第３回理事会開催！ 

１２月４日(火) ＰＭ７時～9時２０分 県連会議室 出席者１０名 

 常任理事 和田・山口・奥田・見満・井澤（ＮＳ９７）・道下(パッション) ･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）・見満（ドナルドダック） 

報告事項 

１、第３回常任理事会 １１月１３日(火) ＰＭ７時～9時 県連会議室 

出席者 ７名 和田．山口．岸本．村原、道下．井澤、天野 

２、第５６回兵庫県ＳＫＩまつり「第２回実行委員会」１１月２７日(火) ７時 

 出席者 和田(Aｃｔｉｖｅ)、山口(銀世界)、井澤（ＮＳ９７）、道下・和田(パッション)、 

見満(ドナルドダック)、奥田（MSCどんぐり） 

志賀一ノ瀬日 程２月８日(金)出発～１１日(月祝日)夜帰着 ホテル山楽 

 ○出発時間は昼と夜の２コース 

〇参加費 昼出発 一般 41,000円 兵庫スキー協会員 40,000円 

夜出発 一般 38,000円 兵庫スキー協会員 37,000円 

〇各クラブ目標 銀世界 ８人、Aｃｔｉｖｅ ５人、ＮＳ ８人、ドナルドダック ５人、どんぐり ５人 

          パッション 3５人、エグレット姫路 2１人      合計  ８７人 

 ○案内ビラができています。各クラブで大いに宣伝してください。次回理事会１月８日（火）で１次集約 

 〇交流会 その他検討中・各クラブからの提案 

次回 第３回実行委員会 1月２２日（火）午後７時から 第４回実行委員会２月５日(火） 

３、関西ブロック初滑り＆初中級養成研修会１２月１４日～１６日志賀高原一ノ瀬タンネの森 むつみ 

  兵庫スキー協の参加予定者１８名  

４、第４１回冬休み少年少女スキー＆年末スキー １２月２６日～３０日志賀高原一ノ瀬ホテル山楽 

 参加者 子ども２４名・大人１３名・スタッフ９名  合計４６名 申し込みは締め切りました。 

説明会12日（水）６時３０分～ 

５、スポーツ連盟兵庫新春ロードレ 

  ース要員 １月１３日（日） 

 スキー協から６～７人派遣要請 

今日は（１１月２５日）パッションス

キークラブのスキーチュンナップ

の日です。紅葉の山に囲まれた猪

名川町の会員宅をお借りして8人

が参加してシーズン前のスキーの

ワックスかけをおもに手入れをしま

した。      和田利六   ⇒ 

http://www.wsaj.org/


第４回理事会 ２０１９年１月８日（火）午後７時から常任理事も必ず出席してください。 

２０１９年１月期トレーニング行事予定         担当：釣 順信 ０９０－９２５６－６１５７ 

日程 目的地 集合・歩程 コース他   

１ 日

（火

・元

旦） 

愛知県豊川稲荷

初詣 

ウォーキング 

（青春１８切符利

用） 

JR神戸駅７：０１発米原行き

新快速先頭車両乗車米

原８：５６（乗換）９：１８－

豊橋１１：１７（乗換・飯田

線）１１：２７－豊川駅着１

１：４２ 

豊川駅～徒歩１５分～豊川稲荷（参拝と

昼食約３時間） 

豊川駅15:04➡豊橋駅15:16 

豊橋１５：３２－米原１７：３９（乗換）１７：４

７（新快速）－大阪１９：１５－神戸１９：

４２ 

５日 

（土） 

 

東六甲ハイキン

グ 

ミント神戸バス停７：５０（有

馬温泉行8:00発バス乗

車） 

有馬温泉～魚屋道～一軒茶屋～東六

甲縦走路～阪急宝塚駅 

１ ２日

（土

） 

洛南勧修寺の回

遊式庭園を訪

ねる京都ウォ

ーキング 

（京都地下鉄１日

切符 600円使

用） 

阪急三宮駅７：５０ 

８：００発特急乗車 

 

三宮駅～（十三乗換）～烏丸駅（地下鉄

烏丸線乗換）四条駅～烏丸御池（地

下鉄東西線乗換）～小野駅（ウォーク

開始）～勧修寺（参観の後小野駅へ） 

２ １日

（月

） 

中山寺・清荒神

参拝ハイキン

グ協賛行事垂

水年金者組合 

阪急三宮駅東口９：００ 

 

 

三宮駅～西宮北口駅（乗換）～宝塚駅

（乗換）～中山駅～中山寺～奥の院

～清荒神～清荒神駅 

２６日 

（土） 

西宮市内有名建

築物見学ウォ

ーキング 

阪神香櫨園駅１０：００ 香櫨園駅～辰馬考古資料館～夙川沿

い～旧西宮砲台～旧辰馬喜十郎邸

～白鹿記念博物館～旧多聞ビルディ

ング～今津小学校六角堂～阪神甲子

園駅 

２７日

（日

） 

 

姫路文学館入館

と名古山墓苑

周辺サイクリン

グ＆ハイキング 

JR姫路駅改札口９：３０ 

 

姫路駅リンくん（レンタサイクル）～姫路

文学館～名古山墓苑～蛤山（はまぐり

やま）～姫路駅 

予 

告 

①３月１０日（日）兵庫労山六甲全山縦走大会（１２月１日より１月末日まで 

申込受付中。西コース、東コースの半縦コースもあります） 

②４月２７日（土）より５月６日（月）の１０日間は大型連休になる予定。 

この間、４日間、東京都の雲取山（日本百名山）登山の予定。山陽バスミント神戸発着東京

立川行き往復夜行バス利用、山頂小屋一泊の計画。日程未定ですが、車中２泊、山頂

小屋１泊とします。参加希望者を募ります。１月末締切ですので、参加希望者はご連絡く

ださい。日程を確定し、バスや山小屋の予約をします。 



兵庫スキー協フェスティバル２０１９           兵庫スキー協 技術部  

 今シーズンもスキー技術向上のための研修会を下記のとおり開催します。新教程元年です。初級指導員

の方はもちろん、一般クラブ員の方もどんどん参加して、みんなで楽しく上達しましょう！ 

１．日時      ２０１９年１月１９日（土）－２０日（日） 

２．場所      氷ノ山国際スキー場（積雪状況によっては周辺ゲレンデに変更あり） 

３．集合      １月１９日（土）８：４０ 氷ノ山国際ロッジ前 

          ８：４５ 開会式 時間厳守のこと 

４．宿泊先     「満月」 養父市奈良尾147   ＴＥＬ/ＦＡＸ 079-667-7201 

５．参加費等    指導員・養成者研修費（事務費1,0００円含む）  ７,０００円  

          一般会員講習費（事務費1,0００円含む） ３,０００円 

          フリー参加費  １,０００円 

６．宿泊費     ①2.0泊 2夕2朝 １6，０００円（1/１８－2０）  

          ②1.5泊  １夕2朝 １4，０００円（1/１８夜着―2０） 

          注意：１８日の夕食は済ませ、投宿は22時までにお願いします。 

          ③1.0泊 １夕１朝  8，0００円（1/１９朝着―2０） 

７．キャンセル料  宿泊日当日のキャンセル ：宿泊費の全額＋事務費１,０００円 

          宿泊日前日のキャンセル ：宿泊費の50％＋事務費１,０００円 

          宿泊日前々日のキャンセル：宿泊費の25％＋事務費１,０００円 

          1/10以降宿泊前々前日までのキャンセル  事務費1,０００円 

８．締め切り    ２０１９年１月９日（水）必着  以降の受付はいたしません。 

９．申し込み先   murahara_k@zeus.eonet.ne.jp 村原 圭伊子（むらはら けいこ） 

          別紙にてクラブ単位で取りまとめのうえ、メールでお願いします。 

          （例年個々に申し込みされる方がありますが、とりまとめが煩瑣になりますので、クラブ単位

でお願いします。） 

10．その他   ・現地での怪我について応急処置はいたしますが、責任は負いかねます。各自保険に加

入してください。可能な限りヘルメットの着用をお願いします。 

         ・指導員研修は基礎実技８時間、応用２時間の受講が必須です。 

         ・養成で参加される場合、指導員研修班での講習となりますので了解ください。 

         ・参加費はクラブごとに1/１９夕食時に徴収しますので、つり銭のないように準備下さい。（キ

ャンセル発生の場合はその分もお願いします。 

         ・未研修が常態化している方があります。クラブで責任をもって対応ください。 

         ・地区の駐車場は入庫1回1,500円（宿に支払い願います。） 

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第２弾  

主管：Ａｃｔｉｖｅ  １１月１７日（土） 参加者６名：龍岩：釣（Active）、石橋・藤原（ゆきどり） その友人２名（男

女各１名）  当初１０名程度の参加が見込まれたが、体調不良その他の理由によりキャンセルがあった。 

天候もよく、ほとんど平地であったので快適な走行を楽しめた。 

加古川駅駐輪場10:30～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15:00 全長約２５ｋｍ 

スキー行事案内  カタツムリスキー ２０１９年２月２１日（木）夜出発～ ２４日（日）夜帰着 

   参加費 ３７，０００円   志賀高原一ノ瀬 ホテル こだま 



 

２０１９年兵庫スキー協 クラブ合同 早春スキー志賀高原一の瀬スキー場  ホテル山楽 

    31日に山楽まつりに参加します。 競技会と交流会大抽選会   参加費 ３７，０００円 

２０１９年３月２９日金曜日 昼出発半泊～4月1日月曜日午後1時出発・夜帰神 案内ビラあります。 

シーズンインに向けて ワクシング＆バーベキュー       ゆきどりSC 

１０月２８日（土）ワクシングは、１０時から加西市の会員宅で、いつものように広い倉庫をお借りして開催

しました。 参加者１７人で、チューンナップ台３台を使い、今まで教わったことを思い出しながら、持ち寄っ

たスキーをそれぞれがシーズン前のワクシングをしました。 

初滑りに思いをはせながら、ワイワイと、たまにはこれでよかったかなぁーと聞きながら、自分のスキーを

仕上げていきました。これまでもゆきどりでしてきたこと

が、９月の関西Bで藤本剛士講師から学んだとおり、確

認できて良かったと思います。 全員が終わるまで、み

っちり２時間かかり、その後はお楽しみのバーベキュー

です。 会員さん宅は自然がいっぱいで、畑からの新

鮮野菜や柿のシャーベット、持ち寄りの手作りの品も加

わり、志方牛でジュージュー焼くと、匂いも味もOK.とて

も楽しくおしゃべりに花が咲き、 

楽しい時間を過ごしました。初滑りと東播スキーまつり

の成功を願って、午後３時ごろ散会しました。 

 ゆきどり  石川ことみ 


