発行

新日本スポーツ連盟・兵庫県スキー協議会 通信

Ｎ Ｏ Ｗ
ホームページアドレス

兵庫県スキー協議会

２０２２年

３月 ２２日

県スキー協事務局 編集者 山口 力
ナウ

〒653-0843 神戸市長田区御屋敷通１丁目４番１０号
東急ドエル・アルス御屋敷通１０６

No.３２６

TEL０８０７３６４８２７１ 郵便振替 ０１１９０-８-５７４６１

http://www.wsaj.org/

第４回理事会開催

3月1日火曜日午後6時30分から 県連事務所

◎ 出席者 常任理事 和田・山口・道下[パッション]・奥田・
クラブ代表理事 、釣［Ａｃｔｉｖｅ］、見満［ドナルドダック］
ZOOM出席 村原、岸本 出席者 ５クラブ８名
欠席 天野［エグレット姫路］、中村［どんぐり］、青手木［ゆきどり］ 井澤［ナイスシニア］・山口良［銀世界］
１， クラブ活動報告（クラブ現勢と今後の予定など）
◎エグレット姫路 西播スキーまつり11名参加、３月連休開田高原マイヤースキー場
◎パッション スキーまつり１１名・カタツムリスキー10名参加
3/11(金)第6回運営委員会７名
第７回4/8(金) 第８回5/13(金) 第９回6/10(金) いずれも第10会議室
◎ドナルドダック スキーまつり３名参加
◎ナイスシニア スキーまつり８名参加
◎ゆきどり

東播スキーまつり中止・少人数で氷ノ山国際へ
◎Ａｃｔｉｖｅ ３月連休スキー野麦峠、４月１０日花見加古川
◎MSC どんぐり ２月北海道スキー中止、３月３日～北海道スキー
◎銀世界 スキーまつり７名・カタツムリスキー７人参加、蔵王スキー中止
２， 初級指導員実技研修会（県スキーフェスティバル） １月２２日２３日氷ノ山国際 報告は前号に掲載
研修者 和田利六・道下・根岸（パッション）、佐々木・伊藤・山野（エグレット姫路）、
辻本（ナイスシニア） ８名
講師 岸本・和田利男・村原 ３名
３， 関西ブロック競技練習会 ２月５日～６日氷ノ山国際常設レ
ースバーン 宿泊「満月」
参加者 朝倉・和田・天野３名、京都５名、大阪４名、
和歌山３名 アドバイザー小島（滋賀）、岸本（兵庫）
４， 第59回兵庫県スキーまつり 2月１０日～１３日志賀高原一ノ
瀬スキー場 報告は前号に掲載
参加者44名、バス乗車行３９名帰３８名・現地参加５名
５， 第４８回全国スキー協スキー・スノーボード競技大会 ２月２６
日 湯の丸高原スキー場
ＧＳ１種目 参加者兵庫２名 ５部 岸本２位・和田５位 全
体参加者６８名ＤＳ５名
６， 東海＆関西ブロック競技大会３月１２日～１３日
野麦峠スキー場
参加者 兵庫 朝倉・岸本・和田・（中川）４名
京都１０名、大阪４名、滋賀６名 全体２４名

第1回東海&関西ブロック競技大会の報告
理事長 和田利男
3月12日、13日木曽野麦峠スキー場で第1回東海ブロック&関西ブロック競技大会が東海ブロック33名関
西ブロック23名の56名で快晴の中開催されました。
関西からは、京都6、滋賀6、大阪5、兵庫4、和歌山2の参加。兵庫は、岸本、和田、朝倉、中川(朝倉氏の
友人)が参加60代の部で岸本氏が1位、和田が8位、70代の部で朝倉氏が4位の成績でした。
東海ブロックと関西ブロックの選手が前半と後半に分かれてスタート係やゴール係やビデオの撮影など
それぞれの任務を交代で行う手作りの大会で和気あいあいの楽しい競技大会でした。
お宿は、「若草物語」という宿を初めてネットで検索料金は、１泊9900円と少し高かったですが、青森の古
民家を移築した建物や料理も美味しくて、露天風呂のある温泉(マキと灯油の沸かし湯)の満天の星を見な
がらくつろげる宿でした。

春スキーに行こう
２０２２関西ブロック：スプリングレベルアップ・指導員・研修会
主催：全国勤労者スキー協議会
主管：関西ブロック･滋賀県勤労者スキー協議会
【募集要項】 日 時： ２０２２年４月１日（金）～４月３日（日） 場 所： 志賀高原一の瀬スキー場
宿泊先： ホテル山楽
３日コース
① 応用＋基礎指導員研修 指導員 応用技術 教程技術 教程技術 30,000 円
② 基礎技術レベルアップ 指導員、一般 基礎技術 基礎技術 基礎技術 30,000 円
③ 基礎＋ポール練習 2 日 指導員、一般 基礎技術 ポール練習 ポール練習 33,500 円
④ 基礎＋ポール練習＋ﾌﾘｰ 指導員、一般 基礎技術 ポール練習 ﾌﾘｰ 30,000 円
⑤ ﾌﾘｰ＋ポール練習 2 日 指導員、一般 ﾌﾘｰ ポール練習 ポール練習 29,500 円
⑥ ﾌﾘｰ＋ポール練習＋ﾌﾘｰ 指導員、一般 ﾌﾘｰ ポール練習 ﾌﾘｰ 26,000 円 ２日コース
⑦ 基礎指導員研修 指導員 ＊＊＊＊＊ 教程技術 教程技術 19,500 円
⑧ 基礎技術レベルアップ 指導員、一般 ＊＊＊＊＊ 技術（応用） 技術（応用） 19,500 円
⑨ ポール練習２日 指導員、一般 ＊＊＊＊＊ ポール練習 ポール練習 20,000 円
⑩ ポール練習＋フリー 指導員、一般 ＊＊＊＊＊ ポール練習 ﾌﾘｰ 16,500 円
【申込み方法】 滋賀スキー協ホームページから申込んでください。
案内の詳細はクラブ理事に連絡をして下さい。

スキー協トレーニング行事４月予定
日程・目的地・種目

担当：トレーニング係 釣 順信
集合・コース

30日（水）

JR姫路駅南バス駐車場７：20発～(大型バス乗車）～鳥取県

〇鳥取城跡ハイキング

本陣山麓（太閤ヶ平）～久松山（鳥取城址）～鳥取砂丘～姫

090-9256-6157
見どころ

〇城めぐりシリーズ

路へ協賛行事：神姫バスツアー（昼食付9,900円・健脚向け）

4月2日㈯
夙川桜と広田公園
ツツジ ウォーキング

集合：阪急三宮駅東口8:00又は阪急夙川駅8:30 三
〇夙川桜日本の桜
宮8:10発特急乗車夙川8:25下車 夙川桜堤～甲陽 100選と東川沿い桜＆広
園駅～東川沿い∼廣田神社～広田公園～西田公園 田公園ミツバツツジ。
（万葉苑）～JRさくら夙川駅 歩行時間5時間

3日㈰
〇立雲峡・竹田城
ハイキング

垂水駅5:57～西明石6:08（乗換）6:23～姫路6:58（播 〇山桜の立雲峡と天空
但線乗換）7:01～寺前7:57
の城竹田城址
＊山陽電車利用で姫路駅まで乗車可。
＊当日 兵庫 労山 の ク ラ
寺前駅前でActive会員マイカー乗車～立雲峡駐車 ブ間交流ハイキング
場～立雲峡ハイキング(2時間）～竹田駅周辺駐車場
移動～竹田城跡ハイキング～竹田駅14:24～寺前
15:12(乗換）15:14～姫路15:58 ＊マイカー乗車定
員満員（4名）募集終了

9日（土）

JR大阪駅5:00(普）～垂水5:57～西明石6:08（乗換） 〇仙酔島 五色の 岩に

〇仙酔島と福山城
ウォーキング
＊青春１８切符利用

6:23～姫路6:58（三原行乗換）7:05～福山9:37 福 宿る島。
山駅よりバスで鞆の浦（15～30分毎30分530円）へ、 〇福山城 城内は桜と福
渡船で仙酔島へ(20分毎往復240円）～仙酔島一周 山文化ゾーンの史跡。
ウォーキング その後バスで福山駅へ～福山城ウォ
ーキング （帰り）福山16:06～姫路18:44

〇16日（土）
神鉄湊川駅8:57発（準急三田行）～箕谷10:18
神 戸 市 北 区 西 区 ( 神 スタート9:30～農村歌舞伎舞台～千年家～神出自
出自転車道）サイクリ 転車道～神鉄押部谷駅14:00頃
ング ＊自転車輪行

〇神出自転車道
北区山田町～西区神出
町・全長19.3km 2時間程
度

17日（日）
JR元町駅西口北9:00～大師道～大龍寺～再度公園 〇再度公園 修法ヶ原と
〇再度公園ハイキン ～蛇ヶ谷道～市ケ原～新神戸駅14;00予定）
呼ばれる国指定名勝
グ＊協賛行事：兵庫 〇初級（危険な箇所なし。行程休憩共５時間）
地。池あり森林浴が楽し
労山北須磨山の会
める。参加費300円
23日（土）
〇坂越ウォーキング
＊協賛行事：
神戸ウォーカーズ

JR姫路駅中央改札口9:30 9:40発（播州赤穂行）～ 参加費500円
坂越10:05～坂越ウォーキング（施設見学・休憩・昼 〇坂越街並み館
食）～坂越駅15:00頃
〇奥藤酒造
〇旧坂越浦会所等

24日（日）
〇三田市内
ウォーキング

湊川駅8:57（三田行準急）～三田9:55
〇観光案内所のガイドウ
三田市内ウォーキング（ガイド付、約3時間）と県立人 ォーキング。
と自然の博物館入館

30日（土）
湊川駅8:57（三田行準急・鈴蘭台乗換）～粟生10:00 〇以前トレ行事で下流か
〇加古川中流～下流 スタート10:15～加古川沿い右岸・左岸と右岸サイクリ
ら行った。
サイクリング
ングロード経由）～山電高砂駅 約30km
今回逆コース。

第54回カタツムリスキー報告
３月３日（木）昼出発～６日（日）夜帰着参加者２９名志賀高原一ノ瀬スキー場（ホテルこだま）で開催され
ました。カタツムリスキーは「山の会かたつむりの会」から引き継がれて８年目になります。当初は兵庫スキ
ー協の限られた有志で運営されていましたが、３人の方々が体調を崩して離れていきました。昨年はコロ
ナの感染拡大で開催できませんでした。今年は、銀世界SCに和田理事長と道下常任理事も加わって銀
世界SCと県スキー協常任委員会で運営しました。４日と５日は天候が良く特に４日は気温が低くすごく滑り
やすかったです。スキー教室は
ゲレンデめぐりを基本にワンポイ
ントレッスンを行いながら広い志
賀高原スキー場を滑りました。
横手山まで滑りに行ったグルー
プもありました。参加者の皆さん
はスキーを十二分に堪能できた
と思います。残念ながら今回も1
名の怪我人がでました。３日目
の最後の1本で転倒 右の鎖骨
を骨折しました。年齢が高くなり
身体も少しづつ衰えてきてます。
転倒すると即怪我に繋がります。
転倒しないコース選びをする、
瞬時に見極める事が大切だと思います。今回、参加者が関係するクラブは、銀世界７名・パッション１１名・
ゆきどり３名・ナイスシニア２名・Ａｃｔｉｖｅ・エグレット姫路・一般５名でした。

兵庫県スキー協議会の会議予定
〇常任理事会 ４月１２日火曜日午後７時から
〇クラブ代表者会議 ５月１５日日曜日午前１０時から午後３時まで
〇第5回理事会 ６月７日午後６時３０分から
以上県連事務所

兵庫県スキー協議会第４７回定期総会 ７月３日日曜日

