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兵庫県スキー協議会 第４４回 定期総会
〇 会場 新日本スポーツ連盟兵庫 事務所
〇 7月７日 日曜日 開場午前9時（会場準備） 開会 9時30分～閉会午後1時昼食 技術部会
２０１９年クラブ代表者会開催！
５月１９日日曜日 午前10時から午後３時 出席者 ８クラブ１３名
出席者 常任理事 石川・見満・和田・山口［銀世界］・村原［エグレット姫路］・道下・
奥田［ＭＳＣどんぐり］・井澤［ナイスシニア］・見満［ドナルドダック］
クラブ代表者 石川［ゆきどり］、龍岩・釣［Aｃｔｉｖｅ］、倉佐[パッション] ・
午前中の討議は、〇和田理事長が兵庫スキー協第４４回定期総会議案の原案を提起しました。情勢・組
織状況・主催行事を含む活動報告と活動方針の骨子等が提起されました。
〇山口事務局長が兵庫スキー協主催行事、〇第４１回冬休み少年少女スキー＆年末スキー 〇第５６回
兵庫県スキーまつり 〇カタツムリスキー 〇早春スキー等の会計報告を行いました。
〇各委員会・各専門部・係の報告が各部責任者からありました。
〇全クラブの活動報告がありました。
〇活発な討議が行われました。内容は総会議案に反映します。
〇各行事の日程の確認
〇2019年国民平和大行進 全クラブの参加を！7月7日から
〇来シーズンは早春スキーを実施するのか実施する場合は日程はどうするのか等々の質問がありました。
兵庫スキーが主催する行事のアンケートを行います。対象は兵庫スキー協会員となんらかのつながりの
ある周りの方々。ＮＯＷ No２９６号に挟んでいます。提出期限は９月３１日協力願います。
○第６回理事会6月４日火曜日、第6回常任理事会6月1１日火曜日 総会議案討議・議事日程・役員体制
○総会議案書、印刷・製本・発送作業 6月２１日金曜日午後2時から5時頃まで
○全国スキー協代表者会議 6月８日から９日
パッション通信298号第28期9号 号外から
2019年パッションまつりでの会員の近況報告 5月12日西宮市勤労会館於 ＜苗字 名 ＞
＜Ｍ Ｙ＞(新入会員) 12年前、白馬倉下の湯辺りの山荘を拠点に、スキーを始めた。和太鼓が趣味。
＜Ｍ Ｎ＞(新入会員) 12年前、西宮北口でのスキーまつりのチラシを見て参加した。
今は、もっぱら孫のお守りをやっている。
<Ｋ Ｎ＞ 少し前に、左足の動脈乖離の手術をした。現在リハビリ中で、早くキャッチアップしたい。
今シーズンは、思うほどスキーを楽しめていない。
＜Ｓ E＞ パッションとの出会いは、16年前の西宮北口でのまつりのチラシ。左ひざが痛く、
ヒヤルサンの注射で和らげている。7月に古希を迎えるので、さらなる飛躍を目指したい！！
＜O Ｋ＞ 4年前に、高血糖症。最近は、左ひざが痛む。昨年から、車での一人旅を満喫。今年は、
北海道2,000㎞を走破。(車中泊) スキーは、ご無沙汰。
＜Ｓ Ｉ＞ 年齢は70を越えているが、体はいたって健康。今シーズンは、上級用ヤマハのスキー板を買っ
た。コーチの言う通り、上手く滑れた。

＜Ｍ Ｔ＞ 数年前の
かたつむりスキーで
動脈瘤を患い、完治
したが、急斜面がどう
しても怖い。 来シー
ズンは、何とか急斜
面を克服したい。
＜Ｙ Ｔ＞ ＪＲ西宮駅
南側に咲いているマ
ロニエが美しい。
今シーズンは、3月下
旬に北海道ニセコ・ヒ
ラフで、新雪のフワフ
＜Ｍ
＜Ｋ
＜Ｓ
＜Ｗ

ワ雪を楽しんだ。5月の連休に 登った西赤石山(愛媛県)のアケボノツツジが美しかった。
Ｋ＞ 初参加の峰山高原(どんぐり)での山スキー、夢の新雪だったが、ちょっと酔ってしまった。
Ｔ＞ 峰山高原(どんぐり)の山スキーは、村上さんと一緒に参加した。スキーの他、デッサンにも集中
している。
Ｔ＞ 1シーズンに、１～３回 滑っている。スキーはお金がいるので、コツコツと貯金をしようと心がけ
ている。自動運転のスキーがあればな！？
Ｙ＞ 安曇野、4/27(土)タイヤチェンジ。はなもも、満開。3/31(日)山楽まつり、雪がよかった。

来シーズンこそ、一の瀬ファミリーゲレンデの上から、ノンストップで滑りたい。(滑ろう！)
＜Ｍ Ｋ＞ スキーまつり初日、足が突っ張る。辛抱したらダメ。状況に応じて、こけるのも大事。
尻もちを着く練習を、倉佐さんと行った。
＜Ｆ Ｈ＞ 今シーズンは、2月のスキーまつりで終わった。山楽まつりのツアーは、キャンセルした。
途中休憩を少なくして、滑走したい。
＜Ｏ Ｍ＞ スキーまつり最終日に、足をひねって骨折した。長野の赤十字病院で手術、一か月治療。
その後、尼崎医療生協へ転院。現在、リハビリ訓練中。長野から尼崎へ転院するとき、JRのサービ
ス・サポートに感心した。スキー以外の趣味をつくればとも言われている。
＜Ｋ Ｍ＞会発足からの会員だが、行事の参加は、あまりできていない。今シーズンは、ツェルマット、12月
の関西ﾌﾞﾛｯｸ・レベルアップ、スキーまつりに参加した。今日は、6時からの野球を終えてから、パ
ッションまつりに足を運んだ。
＜Ｓ Ｉ＞ 1995年の震災後にパッションへ入会した。毎朝、中山寺奥の院へ、水を汲みに来ている。
山楽まつりでは、最高齢参加者としてゴーグルが当たった。あと、2年は続けたい。
＜Ｎ Ｔ＞シルバー人材センターの仕事に、月2回出かけている。
＜Ｗ Ｔ＞ 満身創痍。徘徊しながら、スキー板を履いているのではないか？
「山スキーどんぐりの会」の行事に参加。75歳
＜Ｗ Ｔ＞ 4月に71歳になった。5年前、野沢温泉スキー場で粉砕骨折。軟骨がなくなってきている。
年齢に負けないためには、強靭な体づくりが一番。できる範囲で、負荷をかけよう！！
＜Ｍ Ｍ＞ この6年間、スキーの会と山の会を両立してきた。が、現状両立は無理との結論に達した。
5月で山の会は退会する。今シーズンは、スキー協の行事全てに参加。
＜Ｈ Ｋ＞ 今シーズンは、スキーから遠ざかっている。北海道の山、利尻島、礼文島、富良野、トマムは
すばらしい。来期に向けて、体力をつけよう！！

２０１９年国民平和大行進

兵庫県内を,兵庫スキー協で反核平和の旗をつないでいこう！

〇７月７（日） 川西市役所 午後１時出発～宝塚市役所
〇８日（土） 宝塚市役所 ９時３０分出発～
〇９日（月） 尼崎市役所 ９時３０分出発～
〇１０日（火） 御影公会堂 ９時出発～神戸市役所～県庁前～
〇１１日（水） 須磨浦公園みどりの塔前 ９時出発～舞子公園～明石市役所～
〇12日（木） 二見市民センター（東二見） ９時３０分出発～播磨町～加古川市役所～
〇13日（金） 高砂市役所９時３０分出発～
〇14日（土） 山電飾磨駅北 ９時３０分出発～
〇15日（日） 本竜野駅（ＪＲ姫新線） ９時出発～
６月期トレ行事予定
期日

〇16日（月） 赤穂市役所９時出発～寒河（岡山）

担当：釣 順信 ０９０－９２５６－６１５７

目的地

集合

9
日 ○ウォーキング
山電西飾磨駅
（日）
＊城跡めぐり姫路阿賀城
９：３０
＜播磨三大城 三木城・御着

コース
西飾磨駅～（飾磨街道）～二の丸
跡～本丸跡 ～英賀神社～英賀城
址公園～水尾川沿い～西飾磨駅

城・英賀城 その一つ英賀城
跡を探る＞
１ ５ 日
（土）～
１ ６ 日
（日）

○テニス合宿
＊神鍋高原
＜テニス練習と神鍋マラソン応
援＞

神鍋高原東河内
ペンション「スモークウ
ッド」
１２：００

マイカー利用
１５日・・１３時より１７：００までテニス
練習
１６日・・マラソン大会応援

１ ７ 日 ○ハイキング
（月）
＊須磨鉢伏山山腹歩道
＜樹木に覆われた山腹遊歩
道を歩く＞
＊協賛行事：垂水年金者組合

JR塩屋駅１０：００

塩屋駅～旗振山西尾根～旗振山
～鉢伏山山腹歩道～須磨寺～（須
磨離宮公園入園 希望者のみ）～
JR須磨駅

２ ０ 日 ○ウォーキング
（木）
＊京都建仁寺塔頭 両足院と

阪急東口８：００または 河原町駅～建仁寺両足院～ねね
河原町東口９：２０
の道～八坂神社～円山公園～知

祇園界隈散策
＜この時期しか見られない両
足院の半夏生鑑賞＞
２ ２ 日 ○ウォーキング
（土）
＊南芦屋浜
＜埋立地芦屋浜で遊ぶ＞

恩院通～新橋通～白川南通～鴨
川沿い～河原町駅
JR芦屋駅
１０：００

芦屋駅～芦屋中央公園～潮風大
橋～芦屋市総合公園～ウォーター
フロント～潮芦屋げんき足湯～JR
芦屋駅

２ ９ 日 ○サイクリング
（土）
＊加古川河川敷・日岡山
公園・新井緑道・鶴林寺
＜河川敷サイクリング＞

山電高砂駅９：００
高砂駅～加古川左岸河川敷～池
（駅西レンタサイクル３ 尻橋～日岡山公園～新井緑道～
０ ０ 円 利 用 ・ 変 速 ６ 段 鶴林寺～高砂駅
式）

３ ０ 日 ○ウォーキング

JR姫路駅構内観光案 ６月１７日（月）までに申し込みがな

（日）

＊姫路城中濠歩き
内所前９：３０（注意）ボ ければ取りやめます。
＜姫路城周辺唯一の静かな ランティアガイドによる その場合、内濠ウォーキング
歩道＞
ウォーキング（無料）で
に変更します。（予約不要）
予約が必要です。

タケノコ堀りとBBQ、そしてワクシング
ゆきどりワクシング＆BBQ報告
豊田 威
４月２８日（日）ゆきどりは、恒例の春季ワクシング＆バーベキュー
を加西市の会員さんのお家で行いました。今回はエグレット姫路か
ら３名参加され総参加者は２１名でした。午前１０時に集合、チュー
ンアップ台４台をフル活用、滑走日数２～３日から２０日近い日数の
各自のスキー板を、汚れ落とし、ブラッシング、そしてベースワックス
をアイロンで塗りあげました。使用状態によっては、並行してエッジ
磨きやさび落としもしました。参加者は手慣れたもので、お昼までの
２時間で１４台のスキー板を仕上げることができました。
この間、タケノコ堀りも行いました。こちらも手慣れたもので、鍬を
片手にいっぱしの“タケノコ堀り名人”のようないでたちで竹やぶの
なかを闊歩する参加者も現れ、ワクシング終了時には堀りたてのタ
ケノコが並んでいました
お昼過ぎからのバーベキューでは、これも恒例の志方牛、野菜、それにタケノコのホイル焼きを味わいま
した。初夏を思わせる陽射しのもと、今シーズンのクラブ行事（安比高原スキー・東播スキーまつり・日帰り
スキー）や各自のスキーツアー（サホロリ
ゾート・ニセコ・野沢温泉）の感想などを
楽しく話し合いました。
次回の秋季ワクシングでは滑走ワック
スを塗る予定で、その頃にはシーズンイ
ンを迎える躍動感と期待感が今よりもも
っと広がることを思い浮かべながら、お
土産に「タケノコ」をいただき午後３時過
ぎに散会しました。

