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兵庫県スキー協議会 第44回定期総会開く
２０１９年７月７日午前 9 時 20 分から、新日本スポーツ連盟兵庫事務所にて、８クラブ２７名の代議員が出
席して開催されました。 山口事務局長の司会で議長に見満晴美氏(ドナルドダック)・山口良宣氏（銀世界）
が選出されました。 石川会長挨拶、和田理事長の情勢報告が行われました。 第４３期活動報告・第４４
期活動方針、決算報告、会計監査報告、予算案、行事計画の提案を、和田理事長、石川組織部長、村原
技術部長、奥田山スキー部長、岸本競技部長、釣トレーニング係長、山口事務局長(メイト・機関紙・財政・
兵庫スキー協主催スキー行事)、道下常任理事（第４４期活動計画）、等々が行いました。 質疑の後、全
員が一言発言を行いました。 議案は第４３期活動報告・第４４期活動方針・決算・予算 会計監査・第４４
期活動計画 等々、全員一致で承認採択、新役員を選出して午後１時前に見満副会長の閉会挨拶で終
了しました。 集合写真撮影後、用意していた弁当で昼食。 休憩後、第１回技術部会が行われました。
以下の組織から、お祝いのメッセージをいただきました。
大阪府勤労者スキー協議会、 京都府スキー協議会運営委員長・関西ブロック事務局長 小山 孝夫氏
滋賀県スキー協議会会長 村地 兼次氏、 和歌山県スキー協議会
兵庫県スキー協議会 第４４回定期総会参加者
２０１９年７月７日
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２０１９年国民平和大行進を終えて

釣 順信（Ａｃｔｉｖｅ）

２０１９年国民平和大行進（東京～広島コース）は７月１６日、岡山県に引き継ぎ１０日間の日程を無事終了
しました。
今月７月７日、大阪府からの行進団が川西市役所到着しました。
この日は２年前、国連で「核兵器禁止条約」が採択された、記念すべき日です。
この核兵器禁止条約はその後、２３ヶ国が批准し、５０ヶ国の賛成で発効します。
残念ながら、日本国政府はこの条約に反対の立場です。核の傘で日本が守られると言っています。
核兵器はこれまでの兵器で最悪の兵器です。先の戦争で２発の原爆が広島、長崎に投下され被爆者はそ
のため、身体、生活、心に大きな損傷を受けています。その被爆者の平均年齢はもう８２歳を越えています。
被爆者の意思を受け継ぐための核兵器禁止の国民運動としてこの行進は全世界に大きな影響を及ぼしま
す。釣は１９４０年（昭和１５年）の戦前生まれで戦争を体験した最後の世代です。戦争の恐ろしさ、悲惨さ
を知っています。現役時代もこの行進に参加していましたが、退職後は毎年参加し、この５年兵庫県内の
通し行進者として歩いています。これまでは隠れ行進者として歩いていましたが、今年は行進実行委員会
の要請を受け、正式に県内行進者として歩きました。
一緒に県内を歩いたのは次の方々です。
東京からの全国行進者は山口逸郎さん（８７歳、映画監督、３回目の県内行進者）
また国際青年リレー行進者として県内を歩くジョングさん（３２歳、フィリピンミンダナオ島平和運動家）
県内通し行進者１０名。いずれも６０～８０代の高齢者ですが、１０日間、受付、誘導、宣伝、準備、募金、
行進配置、歌声、案内、シュプレヒコールなどの役割です。その中で県スキー協の会員は次の３名です。
後藤浩さん（パッション・安保破棄実行委員会事務局長）・・行進の最後を歩きました。 歌声も入りました。
伊藤善次さん（エグレット姫路・電力兵庫の会）・・ビラ配布、カンパ隊、行進者数の把握。
釣 順信（Ａｃｔｉｖｅ・兵庫労山）私は兵庫労山の推薦も受け、先頭横断幕を持ったり先導の配置になりまし
た。 この１０日間、梅雨時期で、降雨が予想されましたが、実際に降ったのは１４日の午後（太子町役場～
竜野市役所）のみで前半はほとんど曇で１５～１６日は晴天の暑い日でした。
この１０日間、宣伝車や各地の民商、新婦人、各市町村役場などの方々の援助も受け行進しました。
それに何よりも、この行進に加わった多くの参加者の行動が歩く原動力となったと思います。
スキー協からも通し行進者３名が入りましたが、各クラブの方々からも激励の言葉をいただきとてもうれしい

思いでした。通し行進者以外、各クラブからの参加者は次のとおりであったと思いますが、抜けていました
らご連絡ください。
兵庫スキー協 県内通し行進者 釣（Active)、伊藤（エグレット姫路）、後藤（パッション） ３名
７日（日） 川西市役所～宝塚市役所 和田利六夫妻・三好（パッション）
８日（月） 宝塚市役所～尼崎市役所 倉佐・和田利六・岡（パッション）
９日（火） 尼崎市役所～阪神御影駅 岡（パッション）、和田利男（Active)
１０日（水）石屋川公園～須磨浦公園 道下（パッション）、木村・井澤・福原（NS）、岡（どんぐり）
１１日（木）須磨浦公園～東二見 石川ことみ（ゆきどり）、伊藤和貴・伊藤喜代美（ゆきどり）
１２日（金）東二見駅～加古川中央公民館 豊田・藤原夫妻（ゆきどり）
１３日（土）加古川中央公民館～姫路大手前公園 中杉・西川（エグレット姫路）
１４日（日）山電飾磨駅～龍野市役所 岡村・見満（エグレット姫路）、見満（ドナルドダック）
１５日（月）本竜野駅～赤穂市役所 和田利男・龍岩（Active)
１６日（火）赤穂市役所～岡山寒河駅 佐々木（エグレット姫路）
豊田・藤原夫妻（ゆきどり）
平和行進に参加して
井澤順子（ナイスシニアSC）
今年もこの季節がやって来ました。以前は
御影公会堂から須磨浦公園まで何度も歩
いたものですが この処は王子公園がスタ
ートになってしまいました。それだけ体力が
続かなくなったのかなと考えてしまいます。
暑い時期だけに無理はしないようにと思い
ます。 「一歩でも、何処からでも参加を・・・」
の歌い文句を参考に「核の無い世の中を
支援します」を合言葉に参加しています。
中々全員の参加は望めませんがスキー協の一員
として今後も継続出来ればと思っています
佐々木（エグレット姫路）・伊藤・中塚（県連）・釣
西川・伊藤・中杉（エグレット姫路の３人）

≪関西ブロック学習交流会≫

主管：新日本スポーツ連盟京都府勤労者スキー協議会

【日 時】 2019年9月７日（土）１３時～１７時 【会 場】京都平安ホテル京都の中心地 御所西側
【住 所】 京 都 市 上 京 区 烏 丸 通 上 長 者 町 上 る
【 定 員 】 ８０名
【申込締切】 8月２４日（土）
参加費
：指導員研修参加 ￥3，０００‐
一般参加
￥１，０００‐
申し込み問い合わせは、兵庫スキー協の常任理事・クラブ代表理事に連絡下さい。

案内ビラ有ります。

トレーニング行事８月予定 担当： 県スキー協トレ係 釣 順信０９０－９２５６－６１５７
期日

目的地

１２日（月・
振替休日）
～

○広島市内（広島
城・平和公園・原爆
資料館）と宮島（厳

１３日（火）

島神社）見学等ウォ
ーキング
１泊２日
＊青春８切符２回分
利用 購入のこと
＊宿舎予約のため８

集合

行

程

JＲ姫路駅発７：３１ １２日：三宮（快速）～垂水６：３９～姫路７：３
（新見行き先頭車 ０（乗換）７：３１～岡山・三原（乗換）～広島１
両）乗車
２：１３昼食後夕方まで市内ウォーキング 広
島駅～（２８分）～宮島口駅（駅前ビジネスホ
テル泊）
１３日:宮島口発７：０６宮島航路乗船１０分）
～宮島ウォーキング午後３時頃まで 宮島１
５：１０乗船 JR宮島口駅１５：５２～（広島・糸
崎・岡山乗換）姫路２０：４０

月６日申込締切
１８日
（日）

○岡山県鷲羽山サ
イクリング
＊青春１８切符利用
日帰り

JR姫路駅山陽線
下りホーム８：００
(三宮６：５３発快速
～姫路７：５６着)

JＲ姫路駅発電車８：０１発～岡山９：２９乗
換）９：３２～児島９：５４ 駅構内レンタサイク
ル電動車利用（鷲羽山往復サイクリング・約
５時間）～児島駅１５：００ごろ

１９日（月）

○神戸兵庫区烏ヶ

JR神戸駅改札口

神戸駅～湊川神社～大倉山公園～祇園神

原貯水池ハイキング １０：００
＊協賛行事：垂水年
金者組合

社～烏ヶ原貯水池一周～湊川市場～神鉄
湊川駅～JR神戸駅

２４日（土）

○清洲城・大垣城
Ｊ Ｒ 新快速先頭車
＊城巡りウォーキン 内
グ 青春１８切符利
用

姫路６：２３（新快速）～米原
８：５５（乗換）～清州駅～（清洲城）～清州
駅～大垣駅～（大垣城）～大垣駅～米原経
由～兵庫県へ

２９日（木）

○京都法剛院と福
知山城ウォーキング
＊青春１８切符利用

Ｊ Ｒ 新快速先頭車 姫路６：３２（新快速）～京都８：１６（乗換）～
内
花園～（法金剛院拝観）～福知山～福知山
城～福知山～尼崎～姫路

兵庫スキー協からのお知らせ
〇 第１回理事会 ８月６日 午後７時から 県連事務所
〇 第４２回冬休み少年少女スキー＆年末スキー 受付開始 ９月１日から
実行委員会と郵送作業日 ７月３０日火曜日午後３時から
〇 ２０２０年シーズン兵庫スキー協主催行事６つについてアンケートを実施しています。９月３０日までに
提出してください。クラブ員だけでなく周りの身近なスキーヤーにもお願いしてください。

