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県スキー協 第44回定期 総会の成功に向けて 第5回理事会開催！
◎ ６月４日火曜日午後７時から９時まで 出席者 ８クラブ１３ 名
常任理事 和田・山口・見満・奥田・村原・道下[パッション]・井澤［ナイスシニア］・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］・山口［銀世界］・見満［ドナルドダック］・中村［どんぐり］
〇第６回常任理事会 ６月１１日火曜日午後７時から９時まで 出席者 ９名
和田・岸本・山口・見満・奥田・村原・道下[パッション]・井澤［ナイスシニア］・天野［エグレット姫路］
１、全国代表者会議報告 ６月８～９日 東京 出席 和田・奥田
２、総会議案作成討議 活動報告・方針、財政状況、決算、予算、役員体制、議事日程、技術部会の内容
九州鶴見岳登山と別府温泉入浴
３日間を楽しむ
さんふらわあ弾丸フェリ―利用
トレ行事として、５月１１日（土）から１３日（月）の３日間、東神戸港と大分往復のさんふらわあ弾丸フェリーを
利用して九州大分鶴見岳登山と別府温泉入浴のツアーを行いました。
この弾丸フェリーというのは船中往復夜行です。なかなか強行日程ですが格安です。
山陽電車版では乗車駅と阪神御影駅往復切符、フェリーバス切符、それに船内食事券５００円が付いて
１万１０００円。阪神版では乗車駅と阪神御影駅往復切符、その他の特典を合わせて１万円になっています。
スキー協からの参加者は井澤（NS）,八木（パッション）、釣（Active）の３人でしたが、元スキー協会員（原
田）、そのほか労山垂水HC会員（金澤・西川・光永）からの参加があり７名（男性３名、女性４名）となりまし
た。
行動日程は次のとおりです。
○５月１１日（土）乗船
１９：５０、神戸港出航。１８人定員の船室でしたが、私たちのパーティで独占です。気楽でした。船内レスト
ランでバイキング定食。シルバー（７０歳以上）は食事券が付いて１１５０円です。食べるは食べるは、腹パ
ンパンでした。その後、甲板に上がると、明石海峡大橋の夜間装飾照明が迫ってきました。船内浴室から
四国の灯を見て就寝。
○５月１２日（日）バス、電車、バスを乗り継いで鶴見岳登山後別府、大分港へ
鶴見岳（１３７５ｍ）頂上往復登山の予定でした。登山口９：４０出発。初めは樹木の中森林浴登山でしたが、
半ばごろから岩場の連続です。頂上まで２時間余の予定が休憩を何回も取り１２：４０着です。頂上からの
景観が素晴らしい。南西は九重連山、万年山、近くの由布岳、みんな火山です。東は別府湾、国東半島
がよく見えます。外国人観光客が多数いました。徒歩下山はもう時間的にも気力的にも無理と判断し、ロー
プウェイ下山です。１０００円ですが、楽で助かりました。別府に帰り、駅前温泉２００円で全員入浴。ここひと
まず食事組と観光組に分かれ別行動後、別府駅合流。電車バス利用で、フェリー乗船。
帰りの船室も私たちのパーティだけで各自思い思いに寝場所を確保できました。
○５月１３日（月）東神戸港６：３５入港 忙しい３日間の終了となりました。天気もよくミヤマキリシマの開花も
山頂で一部見られ、まずまずでした。
釣 順信

県スキー協トレーニング行事７月予定

担当：釣０９０－９２５６－６１５７
＊お問い合わせや参加ご希望の方はご連絡ください。

期日
７

目的地
日

（日）

集合

コース

〇国民平和大行進

コース：川西市役所１２：００大阪よりの行進者出迎え

（協賛行事）

１３：００集会・出発 川西市役所～あいあいパーク１５：００～宝塚市役所１７：００

＊川西市～赤穂市
県下１０日間行進
１日目 約１０ｋｍ
８

日

２日目 約２０ｋｍ

（月）
９

宝塚市役所９：００集合 ９：３０出発～伊丹市役所１２：００（昼食）１３：００～塚口溝口公園１４：
００～尼崎市役所１６：３０～阪神尼崎駅前１７：３０

日

３日目 約２５ｋｍ

（火）
１ ０ 日
（水）

尼崎市役所９：００集合 ９：３０出発～武庫川河川敷１０：３０～西宮市役所１２：３０（昼食）１３：
３０～芦屋市役所１４：５０～東灘区役所１６：３０～阪神御影駅南公園１７：００

４日目 約２３ｋｍ
御影公会堂

コース：御影公会堂西石屋川公園８：３０集合 ９：００出発～王子動物園前１０：００～神戸市
役所１１：４０（昼食）１２：３０～兵庫県庁１３：２０～兵庫区役所１４：４０～長田区役所１５：１０～
須磨区役所１７：００～須磨浦公園１８：００

１ １ 日

５日目 約２３ｋｍ

（木）

須磨浦公園みどりの塔８：３０集合 ９：００出発～垂水区役所１０：００～明石海峡大橋下１１：
００～明石市役所１２：３０（昼食）１３：３０～松江公園１４：４５～八木遺跡公園１５：４５～江井ヶ
島市場前１６：３０～住吉神社１７：００～山電東二見駅前１７：３０

１ ２ 日

６日目 約２０ｋｍ

（金）

山電東二見駅前９：００集合 ９：３０出発
山電東二見駅前～播磨町役場１０：１５～加古川市役所１３：００（昼食）１４：００～高砂市公民
館１７：３０

１ ３ 日

７日目 約２０ｋｍ

（土）
１ ４ 日

５：３０～大手前公園１７：００
８日目 約２５ｋｍ

（日）
１ ５ 日

山電飾磨駅北側公園８：３０ 集合９：００出発～広栄橋西公園１０：１５～網干市民センター１
２：３０（昼食）１３：３０～太子町役場１５：１０～龍野市役所１７：３０

９日目 約３０ｋｍ

（月・祝）
１ ６ 日

高砂市公民館９：００集合 ９：３０出発～山電大塩駅前１１：３０（昼食）１２：００～姫路市役所１

ＪＲ本竜野駅前８：３０集合 ９：００出発～相生市役所１３：００（昼食）１４：００～赤穂市役所１
７：３０

１０日目 約１０ｋｍ

（火）

赤穂市役所８：３０集合 ９：００出発

赤穂市役所９：００～ＪＲ天和駅１１：００～岡山県寒河

駅東（岡山県境浜山バス停）１２：１５

２０日

○サイクリング

阪急三宮駅東口８：００または阪急豊中駅改札口９：００

（土）

万博公園

阪急豊中駅電動サイクル４３０円利用
豊中駅～万博公園（往復）＊オランダサイクリングトレ

２１日

○サイクリング＆ウォーキン

JR姫路駅構内観光案内所前９：００姫路駅駅リンくんレンタサイクル３５０円利用

（日）

グ 姫路四郷町見野地区

姫路駅～阿保橋～姫路埋蔵物文化センター（入館）～見野地区（サイクリング＆ウォーキン

古墳群

グ）～姫路駅

２５日

○京都ウォーキング

阪急三宮駅東口８：００～８：１０発特急乗車～烏丸駅９：２０～（京都地下鉄四条駅乗換）～蹴

（木）

哲学の道と安楽寺（この日

上駅下車（ウォーキング開始）～南禅寺～哲学の道～安楽寺（かぼちゃ供養）～京阪丸太町

一般公開日）

駅

２ ７ 日

○登山

神戸空港～仙台空港（往復早割切符とレンタカー利用）

（土）～

東北蔵王連峰（北蔵王・南

現地３泊

２ ９ 日

蔵王）

（火）

（７名限定募集済）

＊オランダサイクリングトレ
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5/25(土) トレハイク 阪急夙川～北山公園～甲山森林公園～阪急仁川
10：00スタート～15：00解散 ＊新会員のＭさんご夫妻を含めての13名、
深緑の北山・甲山界隈を散策、快汗に浸りました。参加者が多いと圧巻ですね！！
北山公園シンボルゾーンより甲山を望む

行事計画
7/7(日) 兵庫スキー協 第44回定期総会 県連事務所 9：00～13：00 午後からは、技術部会
＊パッションからは、 3名出席予定
7/7(日)2019年国民平和大行進 大阪から兵庫へ引継ぎ 川西市役所12：00～7/16(火)ＪＲ寒河駅東
川西市役所13：00～宝塚〃17：00 和田ト 7/8(月)宝塚市役所9：30～阪神尼崎駅北18：00 岡、和田ト
7/10(水)石屋川公園南9：00～須磨浦公園・みどりの塔18：00 道下
9/7(土)スキー協関西ﾌﾞﾛｯｸ学習交流会 主管：和歌山スキー協 ＊指導員の座学研修
9/8(日） パッションSC 第29回定期総会 西宮市勤労会館
13：00～ (予定)
次回以降運営委員会 第10回7/１２（金）11回8/9(金) 12回
8/30(金) 伊丹市立中央公民館講座室 C10：00～12：00
銀世界SC 梅雨の夜空を吹き飛ばす大蔵海岸バーベキュー
６月２９日土曜日今にも降りだしそうなどんよりとした梅雨空の下、
大蔵海岸バーベキューサイト「ザザザ」で５時から８時まで１３名
の参加で行われました。参加者は銀世界８名・Aｃｔｉｖｅ２名・ゆき
どり１名・県連事務局１名・他１名でした。会場は今年新築された
３階建テラスの１階でした。両側が大きなガラス戸なので強風や
雨がバラついても大丈夫でした。周りは学生等の若者でいっぱ
いで、若者はいるとこにはいるものだと思いました。

５月１８・１９日にサイクル同好会念願の「しまなみ海道」尾道向島か
ら今治まで横断サイクリングを無事走破しました。参加は７名。
１８日初日曇り
早朝６時姫路を出発、向島サイクルセンターに９時前到着。レンタ
サイクルを２台借り、マイサイクルを準備。９時２０分さあ出発。
向島を半周し第一の橋、「因島大橋」を渡るが、曇りのせいか海の
色もどんよりして爽快感が少ない。因島には村上水軍城があるが、帰りに
大三島多々羅しまなみ公園にて

回し第二の橋「生口橋」を渡る。放射状に伸びたロープが美しい。
生口島の中間あたりの耕三寺に向かう途中、サイクリストがたくさ
んたむろしている店に寄ると、かの有名な「ドルチェ」レモンのジェラ
ートがおいしかった。西の日光と言われる耕三寺に１２時到着。隣
には平山郁夫美術館がある。門前の店で昼食し、山門で記念撮影
し先を急ぐ。生口島外周を半周し、第三の「多々羅大橋」を渡り、大
三島へ。まずはサイクリストの聖地の碑がある多々羅しまなみ公園
で多々羅大橋をバックに記念撮影。島を横断し大山祇神社でお守
り購入。大三島の外周道はアップダウンが続き厳しい！！！！やっ
耕三寺山門にて

１９日 ２日目 快晴

とのおもいで第四の「大三島橋」を渡り伯方島の宿到着が６時。
疲れた・・・。

朝食をすませ８時宿出発、伯方島を南下し第五の「伯方大島大橋」
を渡る。青い空と青い海がきれい。大島もほぼ真直ぐ南下し第六の最
長の橋、「来島海峡大橋」へ。この橋のアプローチはループになってお
り、高くてちょっと怖い感じ。橋は全長４.１Ｋｍ、景色を見ながら走ると
爽快！「これぞしまなみ海道」を実感！！四国今治に上陸し、今治港
まで直行し港に１１時到着、まずは乗船切符を購入。１時間程度時間

↑豪華な夕食に満足

があるので今治城を見学。お土産や弁当を買い、１２時２０分発のフェ

↓今治城をバックに

リーに乗り因島土生港に１３時４０分到着。因島村上水軍城に行くには
登りがありそうなので通常のルートを走る。途中「はっさく大福」の旗を
見つけ、大福を買占める。やっと買うことができた。
１６時向島センターに無事帰還、帰り支度し帰路へ。
すれ違う人からのエールや、女性グループと励ましあいながら走った
り、しんどいけどサイクリングの楽しさ、醍醐味を満喫した自転車旅でし
た。みなさんお疲れ様でした。

