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ごあいさつ 

 書面表決の総会でしたので、皆様にごあいさつが遅れました。引き続き会長をすることになりました。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

これまでも苦しい中でここまで来ました。 

 思い起こせば、１９９５年阪神淡路大震災の影響で、やむを得ずスキー協を離れたクラブや会員がいまし

た。しかし震災に負けないで兵庫県スキー協を盛り上げようと、今まで取り組んで来ました。「一人ぼっち

のスキーヤーをなくそう」・「安全に早く上手くなろう」と呼びかけ仲間を増やしてきました。スキーの歴史

的遺産を受け継ぎ発展させるためにも、スキーの楽しさを幅広く知らせていき、目標の200名会員に近づ

きました。 

創意工夫で兵庫県スキー協を前進させましょう。 

 新型コロナ感染拡大のように、21世紀はそんな危険が増すかもしれません。スキーというスポーツ文化を、

新しい生活様式のなかで、どうやって継承し、楽しむのか、考えなくてはなりません。新型コロナについ

ては、ワクチンや治療法が開発され、心配なくスキーを楽しむ時が必ず来ると思います。クラブ会員みん

なで創意工夫していくことが大切と思います。生命を大切にし、スキーというスポーツ文化を 引き続き実

践継承していきましょう。                       兵庫県スキー協議会会長 石川敏雄 

 

兵庫県スキー協議会 第46期 第1回理事会開催！ 

◎ ９月７日火曜日午後７時から９時まで  出席者  ７クラブ１０名 

常任理事 和田・山口・奥田［MSCどんぐり］・道下[パッション]・井澤［ナイスシニア］・ 

天野［エグレット姫路］・村原ＺＯＯＭ 

クラブ代表理事 見満［ドナルドダック］・山口［銀世界］・釣〔Aｃｔｉｖｅ〕 

１、 第４６回定期総会（書面決議）について 結果については ＮＯＷ３１９に掲載  定数 ８クラブ２６名 

〇〔Aｃｔｉｖｅ〕宇山代議員からの発言に返答がない、また、NOWにも載っていないのでどう言う事なのか。 

釣理事からのメールが和田理事長に届いてなかった担当者の見落としでした。 

〇エグレット姫路の代議員定数を３名にと要望をだしていたが６名になった事への連絡がクラブ代表者

にいっていなかった。定数変更については担当者から書面決議次第の連絡で知らせています。 

保留１名が抜けていたのは担当者の見落としです。申し訳ありませんでした。 

 〇第４６期の新役員は議案書の１５ページに案として掲載しています。書面決議の結果全員選出されま

した。 

  クラブ代表理事は変更があり次第理事会に報告して下さい。 

２，２０２１年 国民平和大行進 ７月７日から１６日 

☆平和行進参加者   通し行進者は釣、伊藤 〇別紙7月トレ行事結果参照 

岡(パッション)岡（どんぐり）・和田利男 、井澤、岸本建樹、立花（ゆきどり）、井澤（ナイスシニア） 

○北播磨平和行進 岸本(ドナルド)  合計 ５クラブ のべ２５名 (昨年５クラブ のべ３９名) 

３，スキー技術講習会  ８月２１日 加東市公民館 講師 岸本上級指導員 

  参加者 辻本・井澤（ナイスシニア）、天野・村原・村田(エグレット姫路）、五島・五島（ドナルドダック） 

http://www.wsaj.org/


       道下（パッション） 受講者 ８名 

４，各部報告 

◎技術部 企画担当 年次登録４２名 (１３名休止 パッション４、ゆきどり５、姫路４) 

◎山スキー部  全国山スキー研修会１月３連休、５月連休鳥海山で交流会 

◎機関紙、財政  NOW319号 ７月号について、代議員の意見や新役員の挨拶が載ってない、 

新役員体制案は議案書に載っています。 

 エグレット姫路、パッション通信そのまま載せている、 

パッション通信の編集後記をそのまま載せているについては賛否両論です。 

 ＮＯＷ３２０号 ９月号原稿募集 担当 山口     

次号以降は各クラブの理事がクラブ行事報告の写真と記事を書いて送る 

県スキー協の会費前期分6月から11月分未納クラブは早く上納してください。 

◎安全対策対人対物賠償保険、傷害保険の申し込み １年もの 

◎トレーニング係  ９月よりトレ行事の申込方法につき先日の理事会の議を経て、次のように確定します。 

後ページに記載 

◎スポーツ連盟  2022武庫川ロードレース開催予定 2022年1月9日 要員のお願い 

 ビラの郵送作業９月１日山口・道下・柳［銀世界］ 約２，０００通  和田理事長 約５００通作成 

討議事項 

１，関西ブロック学習交流会の取り組みについて  主管 和歌山県 

 〇緊急事態宣言発出の為中止になりました。 

 〇10月31日にZOOMで開催予定 

２，クラブ間交流会 第１弾、第１１回釣り大会 中止 現地の公園・駐車場使用禁止の為 

３，２０２１初級指導員理論講座(研修のみ ) 別紙参照  

◎日時 10月17日日曜日 午前と午後で号室変わります。 

◎場所 三宮神戸市勤労会館予定  研修費3000円 

４，技術部長の件 

◎今期のみ村原さんが部長として頑張っていただけるが来期は交代を 

◎山盛、赤松中級指導員(休止中) 

◎復帰について依頼(二人とも仕事が忙しく会社での責任も重く現状では復帰は無理とのこと 

５，会議日程 

◎第1回スキーまつり実行委員会  １０月２６日火曜日 午後６時３０分からスポーツ連盟新事務所 

◎第１回常任理事会  １１月９日火曜日 午後７時からスポーツ連盟新事務所 

◎第２回理事会  10月5日火曜日 午後６時３０分からスポーツ連盟新事務所  

◎関西ブロック会議 10月16日土曜日午後１時からZOOM会議予定 

６，クラブ活動報告（クラブ現勢と今後の予定など） 

◎銀世界  （山口 ）総会予定１０月９日土曜日午後３時から  クラブ員10名 

◎ドナルドダック（見満  ）8/21技術部会後 五島 2人と岸本氏でクラブ総会 

◎どんぐり      (       ) １１/１３総会  21名 

◎ゆきどり   （   ）クラブ代表理事 8／8総会書面決議 

豊田氏から青手木氏に交代  クラブ会長も山盛氏に交代 ４５名でスタート 

◎エグレット姫路（天野 ）7/8総会、8/１バーベキュー、10/10サイクリング 

◎パッション  （道下 ）９/５総会 17名参加 +1-4(23+4ファミリー)２７名、荒地山ハイキング 12名参加 

◎ＮＳ．９７  （井澤 ）１１/１３総会  １０/９藍那の里 



◎Ａｃｔｉｖｅ （釣 ）８/１総会バーベキューしあわせの村１３名-2名=11名、１１/１６丹波の紅葉の寺 1.2.３. 

         日帰りスキー、3月木曽スキー  クラブ代表理事は龍岩氏から釣氏に交代 

Active総会開く    8月１日（日）   10時～しあわせの村ディキャンプ場で 

  クラブActiveはここ数年しあわせの村施設の屋内「タンポポの家」で総会をしてきましたが、神戸市北区

しあわせの村ディキャンプ場で屋外バーベキューを楽しみながら３時間余行いました。 

 参加者７名：和田・木邨・西堂・五十嵐・日置・宇山・釣    所属クラブ員１２名（８月１日現在） 

①前年度の経過報告 

 丹波紅葉ハイキング １１月石碞寺（せきがんじ）と温泉 参加者９名（一般３名) 

 県内日帰りスキー   １月氷ノ山国際  参加者３名      ２月奥神鍋  参加者２名 

 春スキー〇３月開田マイア参加者７名（他クラブ２名）〇兵庫県スキーまつり２月中クラブ花見３月中止 

総会で会費につき額を改訂しました。 

❶スキーメイト購入者 年会費を7,200円から、7,000円。前納制です。半期分3,500円、全期分7,000円。 

❷スキーメイト購読なし 年会費を5,200円から、5,000円。前納制です。半期分2,500円、全期分5,000円。 

❸途中入会者 年度末までつき一括納入。メイト購読者月額６００円。メイト購読なし月額５００円。 

③今年度の行事計画  紅葉見物（丹波地方） １１月１６日（火）  ＊詳細未定 

 県内日帰りスキー    １月１４日（火）・２月１日（火）・３月８日（火）＊詳細未定 

 春スキー長野県・岐阜県（スキー場未定） ３月１８日（金）～２０日（日）または 

           ３月１９日（土）～２１日（月・春分の日）のいずれか２泊３日初日マイカー午前神戸発 

 春の花見（播州地方）   ３月末または4月初め            ＊詳細未定 

④今年度クラブ役員  会長：和田利男 副会長 宇山英樹 事務局長（クラブ代表理事）釣 順信 

⑤その他 事故のため怪我をし、療養中の会員２名がいます。今後早期の復帰を願い話し合いました。 

   スキー協トレ行事10月予定       担当：釣 順信 ０９０－９２５６－６１５７ 

期日・目的地    集合・ コース       備     考 

3日（日） 

〇ウォーキング 

三木市立みき歴

史資料館と県

立三木山森林

公園 

集合：神鉄湊川駅8:45 

8:53発粟生行乗車―三木上の丸駅

9:41着 コース：上の丸駅～（5分）～み

き歴史資料館（入館）～（10分）～別所

長治・照子首塚～（10分）～大宮八幡

宮～（10分）～福井交差点～（20分）～

三木山森林公園南入口（園内周遊・昼

食80分）～公園北出口～（10分）～三

木市役所前～（ 20分）～恵比須駅

15:00頃 

アクセス：恵比須駅からバスもあるが三木上の丸駅よりぐるっと

三木山森林公園など市内中心部を一回りして上の丸駅一つ

手前の恵比須駅到着。 

三木市立みき歴史資料館：三木合戦の城郭を描く木内内則

（中世城郭研究家）作品展鑑賞10月3日最終日。 

県立三木山森林公園：甲子園球場の約20倍、80万平方メート

ルの広さがあり、三木市の中心部にある自然に囲まれた公園。

適当にアップダウンもあり、森林浴もでき、結構な運動量にな

る。園内には大芝生広場、森のクラフト館、展望休憩所、森の

文化館など点在する。 

16日（土） 

〇サイクリング 

淡路島花さじき 

 

 

集合：JR明石駅8:10 

コース：明石駅～(10分）～明石港8:30

発ジェノバライン岩屋行き乗船―岩屋

8:43 

岩屋観光案内所電動レンﾀサイクル利

用（電動車1570円）～花さじき往復サイ

クリング(県道157号線利用・帰路明石

海峡公園立寄り）～岩屋港15:00頃～

（ジェノバライン利用）～明石港 

ジェノバライン運賃：明石～岩屋間530円 

自転車料金（持込みの場合）：240円 

あわじ花さじき：花の島にふさわしい花の名所として兵庫県が

1998年4月から設置。淡路島北部丘陵地帯の頂上部標高298

～235mから海に向かってなだらかに広がる高原に四季それぞ

れの花が広がる。眼下に広がる花の絨毯を楽しめる極上の見

物席として「あわじ花さじき」と命名された。秋の時期はサルビ

アが一面。赤が一般的だが、白や濃い紫色の品種もある。施

設として展望デッキや地域特産物販売所があり入園無料。 



レンﾀサイクル：高所への移動なので電動車でなければ困難。

岩屋観光案内所で扱う。オープンは9:00。 

17日（日）～ 20

日（水） 

〇登山 

福島県磐梯山と

その周辺観光 

17日：神戸空港発17:35-仙台空港着

18:55仙台駅前ホテル泊 

18日：仙台より裏磐梯へ新幹線・磐越

西線利用 五色沼散策路ウォーキング

後 裏磐梯国民休暇村泊 

１９日：磐梯山登山後 会津若松へ会

津若松駅前ホテル泊 

20日：会津若松市内観光と福島市内観

光仙台空港発19:35-神戸空港着21:00 

＊トレ行事「東北の名山を登る山旅」第6回目 

参加予定者：９名確定(スキー協8名・会員家族1名） 

磐梯山：南面から眺めると、形がよく会津富士と呼ばれるが、現

在は北面裏磐梯の方が観光適地となっている。5万年前と1888

年2度の大爆発を起こし、裏磐梯に湖沼群を形成した。 会津

若松市：鶴ヶ城、飯盛山など。 

福島市：市内信夫山と古関裕而記念館。 

＊参加者ミーティングを９月２３日に行う。 

23日（土） 

〇ウォーキング 

淡路島みかん狩

り 

協賛行事：神戸

ォーｶｰズ 

会員外参加費

500円 

 

 

集合：JR明石駅9:00 

コース：明石駅９:10～(10分）～明石港

8:30発ジェノバライン岩屋行き乗船―

岩屋9:43(下船後ウォーキング開始）～

茶間谷川沿い～（90分）～古川農園

（入園・昼食共2時間）～（20分）～国営

明石海峡公園（入園1時間）～(10分）

～高速バス淡路IC停留所16:00頃―高

速舞子バス停 

アクセス：淡路島への行きは船（ジェノバライン）、帰りは高速バ

ス利用で高速舞子バス停へ。ジェノバライン運賃：明石～岩屋

間530円 回数券：５枚綴り2350円 10枚綴り4900円 淡路IC

～高速舞子間バス料金：420円 古川農園（淡路市）：淡路島

の自然に包まれおいしい玉ねぎとみかんを生産している農家。

10月末よりみかん狩りが楽しめる有機肥料栽培の果樹農園。

除草剤や防腐剤は一切使用していないので安心。この時期は

わせみかんの収穫期で、秋は周辺に広がる紅葉と明石海峡か

ら大阪湾、紀伊水道に至る雄大な景色が楽しめる。入園料900

円で食べ放題。持ち帰りは1kg400円。 帰途、淡路島海峡公

園に立寄り高速バス淡路ICバス停に向かう。 

30(日） 

〇サイクリング 

西播林田川を遡

る 

 

 

 

集合：山電網干駅（終点）9:30 

山電利用：阪神神戸三宮8:01（直通特

急）-飾磨9:02(乗換）9:05－網干9;20 

コース：網干駅～（10分）～あぼし町交

流館（レンタサイクル利用100円）～揖

保川、林田川沿い（右岸または左岸）

～ＪＲ山陽線越え～竜野市市街地（引き

返し）～あぼし町交流館 

林田川：兵庫県南西部を流れる揖保川水系の１級河川。総延

長33.39m。上流には安富ダムがあり、源流の姫路市安富町関

には名勝鹿ヶ壺がある。下流の竜野市中井橋付近で揖保川に

合流する。レンタサイクルはママチャリだが、川沿いのコースで

アップダウンはほとんどないので走りやすい。走行距離は40km

程度で竜野市市街地付近で折り返し再び林田川沿いにあぼし

町交流館に引き返す。時速10kmぐらいの走行速度の予定。頭

部保護のためヘルメット着用が望ましい。新規購入で5000円

程度。 

 

 

 

 

催行にあたって

の細則 

① 参加ご希望の方は必ず催行前々日までに担当者に御連絡ください。事前に天候その他の事由によ

り中止又は変更することがあります。参加者は新日本スポーツ連盟見舞金制度（傷害通院見舞金の

場合１日2000円）に加入します。参加費としてお一人100円いただき、見舞金掛金と資料代等に充て

ます。  

②  雨天の場合、前日夕方時点の天気予報で現地午前午後の降水確率50%を基準に催行するかどう

かを検討します。梅雨期や豪雨がずっと降り続く天候の場合や大雨警報等警報が発令された場合は

事前に中止します。 ③サイクリング行事は前日、現地での当日50%以上の降水確率で雨予報が出

た段階で中止します。それ以外のウォーキングやハイキング場合は当日朝6:00の段階で決定しま

す。 7:00までに参加者に連絡します。催行当日朝、晴れる場合もありますし、小雨の場合には決行

することがあります。 

 


