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兵庫県スキー協議会 第46期 第２回理事会開催！ 

◎ １０月５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］・ 

ZOOM出席 天野［エグレット姫路］・村原 

クラブ代表理事 見満［ドナルドダック］・青手木［ゆきどり］・釣〔Aｃｔｉｖｅ〕 

１，2022年1月の兵庫スキー協スキーフェスティバルについては初級指導員の研修会のみにする 

２，兵庫スキー協会議予定 スキーまつり第1回実行委員会10月26日午後６時30分から 

 第１回常任理事会11月9日午後７時から     第３回理事会12月7日午後６時30分から 

パッションSC 第31回定期総会開催 9月5日(日)、午後1時から伊丹市スワンホール(3F多目的室3)で、第

31回定期総会を開き

ました。今年も昨年同

様、密閉、密集、密接

の三密を避け、議事

を進めました。定数31

名の内、過半数を超

える17名の出席があり、

総会は成立しました。

和田利男兵庫県スキ

ー協理事長来賓挨拶、

和田利六パッション会

長の報告と議事は始まり、その後、第31期活動方針案、同予算案、〃行事計画、〃役員選出が原案通り

議決されました。最後に全員がそれぞれの近況を語って、閉会しました。 

 

スキー協トレ行事10月末より11月予定 （一部割愛してます）   担当：釣 順信 ０９０－９２５６－６１５７  

期日・目的地   集合・ コース       備     考 

11月 

14日（日） 

〇サイクリング 

＊播磨中央自転車道と

北条鉄道沿線 

集合：神鉄湊川駅8:50又は北条町

駅10:30 

*（神鉄利用の場合）神鉄湊川駅

8:53発粟生行き乗車━粟生10:00(北

条鉄道乗換）10:02～北条町駅10:26   

＊（JR利用の場合）加古川駅9:17━

（加古川線）━粟生9:43(同様北条鉄

道乗換）コース：北条町駅11:00発～

いこいの村はりま～播磨中央サイクリ

ング道～権現ダム～田原駅～北条

鉄道沿い～北条町駅15:00頃着 

レンタサイクル：北条町駅受付26インチ型電動自転車500

円播磨中央自転車道：「いこいの村はりま」から加古川右

岸自転車道「権現ダム」につながるサイクリングロード。

13.6km。このコースは途中「県立フラワーセンター」などの

観光施設や「玉丘史跡公園」、「鵜野飛行場跡」の名所、

旧跡がある。途中万願寺川沿いの田園風景は素晴らし

く、自然に触れながらサイクリングを楽しめる。 

今回は権現ダム往復サイクリングを最終目標にするが、レ

ンタサイクルの始発地北条町駅に引き返すため適当な地

点での到達地での往復もある。帰りは北条鉄道田原駅付

近から沿線沿いに北条町駅へ。（約35km) 

http://www.wsaj.org/


20日（土） 

〇ウォーキング 

＊京都長岡京市の寺社

紅葉鑑賞 

（光明寺・乙訓寺・長岡

天満宮） 

集合：阪急神戸三宮駅7:50又は長

岡天神駅9:00三宮8:00発特急乗車

（十三乗換）━長岡天神駅8:58 

長岡天神駅9:00出発～（60分）～光

明寺（寺院参観昼食共2時間）～(20

分）～乙訓寺（参観30分）～（20分）

～長岡天満宮（参観1時間）～長岡

天神駅15:00頃 

光明寺：紅葉で知られる西山浄土宗の総本山仏教寺院。

頭上を紅葉の枝々と石畳を埋めつくす落葉の紅葉山道

の美しさは必見。法然上人開祖。紅葉期は500円の入山

料が必要。乙訓寺：真言宗豊山派の寺院。牡丹の花で知

られる。牡丹の見ごろは4月下旬より5月上旬。豊山派総

本山長谷寺より2000株の牡丹が移植された。ここの紅葉

も隠れた名所。牡丹期以外無料。長岡天満宮：境内の錦

景園は紅葉名所。門前の八条ヶ池前で休憩。 

23日（火・祝日・勤労感

謝の日） 

〇登山 

＊播但国境段が峰と 

杉山 

集合:JR播但線福崎駅8:30 

JR姫路8:51━（播但線）━福崎8:15 

コース：福崎駅8:30(マイカー利用）

千町峠駐車場10:30～段が峰・杉山

（３時間）━千町峠駐車場━福崎駅

16:00頃 

＊マイカー１台使用（5人乗り）募集人員5名（現在4名確

定・あと１人募集中）千町峠：標高980m。国道28号線から

林道に入る。段が峰・杉山：全体的になだらかな高原状の

山々が連なり播州高原とも総称される。段が峰標高

1103m。ススキのきれいな山頂から東播磨や但馬の山々

が眺められる。高低差がそうないので思ったより距離が稼

げる。段が峰と杉山標高1088m往復1時間半。 

27日（土） 〇ウォーキン

グ＊有馬温泉瑞宝寺公

園と周辺協賛行事：神

戸ウォーカーズ 

集合：神鉄有馬温泉駅10:00 

コース：有馬温泉駅～（30分）～瑞宝

寺公園とその周辺散策～有馬温泉

駅15:00頃 

瑞宝寺公園：兵庫県下でも有数の紅葉の名所。秀吉愛

用の石の基盤がある。1873年に廃寺となり現在神戸市の

公園になっている。秋には2000本のカエデが色づく。 

 

ナイスシニア行事報告      あいなの里公園                井澤順子 

10月9日NSスキークラブの仲間5名であいなの里山公園に行く。 

シーズンオフのトレイニングを兼ねた行事を計画しました。しあわせの村から無料バスが出ており15分程で

到着します。相変わらずの検温をされ入場料は高齢者料金で210円です。 

緊急宣言が解除された直後だったので結構親子づれも多く各ブースでは人だかりが出来ていました。 

広い会場では 子供が手作りの竹馬や、おもちゃで遊んでいる、ボランティアガイドがおられて「案内しま

すよ」との声かけが有り お願いする事にしました。地図を見ながら歩きましたが広い園内で 米や、さつま

芋里芋、南京豆、等が育っており収穫物は中の行事に参加したお礼や 申込期間に応募すれば抽選や

先着順にゲットできるとの事でした。景色は大自然で申し分なく場所によっては明石大橋も見える所が有り

正式な名称は「国営明石海峡公園」となっており淡路島の中にもこの様な施設があるそうです。 

園内1周すれば足腰は鍛えられそうな距離が有り私達が歩いたのは一部の様でした。 

一回では回り切れません次の機会に続きを歩いてみたいと思います。 

 

コスモス 👆 

ナンバンギセル ☞ 

奥の3人は人形  ☞ 



   兵庫県スキー協議会 第46期役員体制 
2021年7月4日  

 

顧問    財政部  部長 山口 力 

会長 石川 敏雄 ゆきどり  スキーメイト係 山口 力 

副会長 見満 仁 エグレット姫路  子ども対策委員会委員長 和田 利男 

理事長 和田 利男 Aｃｔｉｖｅ  安全対策委員会委員長 奥田 信也 

副理事長 岸本 高志 ドナルドダック  遭難対策部部長 奥田 信也 

事務局長 山口 力 銀世界    

事務局次長    【 加盟組織役員 】  

常任理事 奥田 信也 MSCどんぐり  全国スキー協議会  

 村原 圭伊子 エグレット姫路  会長 和田 利男 

 井澤 順子 ナイスシニア  理事 奥田 信也 

 道下 正裕 パッション  競技部員 岸本 高志 

 天野修一 エグレット姫路  山スキー部員 奥田 信也 

会計監査 豊田 威 ゆきどり  メイト通信員 奥田 信也 

技術部    関西ブロック  

  部長 村原 圭伊子 エグレット姫路  議長 和田 利男 

   部員 天野修一 エグレット姫路  技術部員 村原 圭伊子 

   部員 村田 豊子 エグレット姫路  競技部員 岸本 高志 

   部員 大村 進 銀世界  山スキー部員 奥田 信也 

部員 辻本 政延 ナイスシニア  新日本スポーツ連盟兵庫  

部員 倉佐 悦司 パッション  理事長 和田 利男 

部員 中村 準 MSCどんぐり  理事 道下 正裕 

部員 五島 敦子 ドナルドダック  特別会員 鞍本 勝吉 

部員 五島 和政 ドナルドダック  兵庫スキー協の組織部にいて 

部員  Aｃｔｉｖｅ  組織部会は 会長・副会長・理事長 

副理事長・事務局長・事務局次長 部員  ゆきどり  

組織部    常任理事で構成、必要応じて 

部長 石川 敏雄   各クラブ組織担当を招集する。 

競技部    クラブ代表理事  

部長 岸本 高志   銀世界           山口 良宣 

ドナルドダック       見満 晴美 

MSCどんぐり        中村 準 

ナイスシニア        井澤 順子         

ゆきどり           青手木  学 

エグレット姫路       天野修一 

パッション          道下 正裕 

Aｃｔｉｖｅ            釣 順信 

 

山スキー部      

部長 奥田 信也    

部員 松原 修一 MSCどんぐり  

    部員 上田 博 MSCどんぐり  

トレーニング係    

   係長 釣 順信 Aｃｔｉｖｅ  

係員 井澤 順子   

IT対策部 部長 奥田 信也   クラブ代表理事の変更については 

機関誌部 部長 山口 力   理事会に報告して下さい。  

 

銀世界SC バーベーキュウ11月13日土曜日 奥須 

 

磨公園 

 

地下鉄妙法寺駅１０時集合 

 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１０月１０日曇りのち晴れ、参加１２名 

９月に予定していましたが、コロナで延期した行事で 

すが、天候にも恵まれ気持ちよく走ってきました。 

９時４５分集合の香寺を出発、北条町駅でママチャリ３台 

レンタルし、少しゴチャゴチャしながら軽トラに積み込み、 

加西体育センターに１０時３５分到着。ここで電動 

１台、クロス２台レンタル。現地参加１名と合流し 

１０時５０分出発。 

 

 

 

梅花藻がきれい！ 

万願寺川を７Ｋｍ遡った所に梅花藻がきれいに 

咲きここでしばし休憩。さらに北上し農村レス 

トラン「土一七日屋台」に１１時５０分到着。 

人数が多いので出発時に全員「女切峠御膳」 

で予約していましたが、やっぱり時間がかかる 

ようで、「お腹すいたよ～」の声。待ったかいがあり、おいしくいただきました。 

新人さん歓迎会やりました！ 

８月に入会されたFさんも参加されたので、準備 

した花束を贈りみんなで拍手歓迎しました。 

１時１０分レストランを出発。さて難所の女切峠、 

数名登り切りましたが、無理をせず歩きが楽です。 

少し逆風ながら、芥田川沿いを快調に南下。 

途中コスモス畑や川沿いに咲いた小菊（サンビタニ 

ア・スタービーニ？）がきれいでした。 

ほぼ予定通り２時１０分体育センターに帰ってき 

ました。ほぼ自転車道のような川沿いの道、少し暑 

かったけど、安全にのんびり走れて楽しかったです。 

                           北条駅----------体育センター--（万願寺川沿い北上１０Ｋｍ）---農村レストラン―（女切峠越え２Ｋｍ）--- 

（ママチャリレンタル） （電動・クロスレンタル）                 （昼食）  

芥田川---- （芥田川沿い南下８．２Ｋｍ）--体育センター      ＜約２０Ｋｍのコース、報告は佐々木＞ 

農村レストランにて、新人さん歓迎会も兼ね昼食 

万願寺川の梅花藻と休憩風景 

昼食風景とペット？のウリ坊↑ 

↑コスモス畑がきれい↓川沿いの黄色い小菊みたいな花 


