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兵庫県勤労者スキー協議会 第４７期定期総会 開催！ 

２０２２年７月３日午前９時２５分から県連事務所（西代）で開催されました。昨年の総会はコロナ感染拡 

大で代議員が一堂に会しての総会が出来ずに書面決議となりました。今年は２年ぶりに代議員が対面で 

意見を交わす総会でした。代議員定数は出来るだけ少なくして２１名（出席人数はリモート２名を含めて２０

名）でした。議長に釣氏(Active)・辻本氏（ナイスシニア）が選出されました。 2022 年スキーシーズンは、

少年少女スキー＆年末スキーは取り組みが出来ませんでしたが、初級指導員研修会・第５９回スキーまつ

り・カタツムリスキーバス等々困難な状況でも成功させました。反省点としては８人の怪我人をだしてしまっ

た事です。総会の中ではこれらについても熱心に討議されました。石川会長挨拶、和田理事長の情勢報

告が行われました。 第４６期活動報告・第４７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、山口事務局長(メイト・機関紙・財政・決算・予算)三大行事、道下常任理事が第４７期活動計画、会

計監査 等々が行われました。 議案は報告・方針・決算・予算 会計監査・活動計画等々、全員一致で

承認採択、新役員を選出しました。午後０時４０分に岸本副理事長の閉会挨拶で終了しました。  

兵庫県スキー協議会 第47回定期総会出席者２０名（リモート２名含む） 

【銀世界】山口力・山口良２名、【どんぐり】奥田・中村２名、【ドナルドダック】岸本（リモート）・見満2名 

【ゆきどり】石川・石川・青手木・明石４名、【エグレット姫路】村原・天野・佐々木（リモート）３名、 

【ナイスシニア】井澤・辻本２名、【パッション］道下・和田利六２名、【Ａｃｔｉｖｅ】和田利男・西堂・釣３名 

激励のメッセージをいただきました。 

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 

大阪府スキー協議会会長 赤木 徹郎           滋賀県スキー協議会会長 村地 兼次 

 

総会終了後午後1時30分から第１回技術部会が行われました。 

出席者は  中村（MSCどんぐり）、 辻本（ﾅｲｽｼﾆｱ）、 道下（ﾊﾞｯｼｮﾝ倉佐 の代理）、大村（銀世界） 
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見満（ドナルドダック五島・五島の代理）、和田 (Active朝倉の代理)、天野 (エグレット姫路 欠席村田) 

兵庫スキー協 技術部企画 ２０２２－２３シーズン 理論学習会のご案内  

今シーズンもオフ企画として上級指導員による理論学習会を開催します。 

滑走技術を裏付ける理論を習熟して、個々の雪上での滑走をワンランクアップしよう！！  

日時 ２０２２年８月２０日（土） １３：３０～１５：００ 場所 加東市東条公民館(東条福祉センター内)  

所在地 加東市岡本 1571 番地 1 電話番号 0795-46-0553 講師 岸本上級指導員  

持参品 スキー教程テキスト その他 自由参加としますのでとりまとめはしません。 

新型コロナ感染防止対策は各自で徹底願います。 当日体調の悪い方は参加しないでください。 

 問合せ先 各クラブの技術部員までお願いします。 

① 今シーズンの指導員登録料納付について 1 名 2,000 円（資格休止者も納付が必要です。） 

② 各クラブにおきましては、8/31までに 指導員登録確認と登録料の確実な納付をお願いします。 

③ 1／21〜22 フェステバル  (技術担当部員)倉佐、村田、五島２人、 

④ ワンポイント講習会 《対象 指導員》 ◎１／27［金］奥神鍋 9:30〜 岸本講師 ７名程度 

参加費用 1,000-  《担当》天野 

⑤ ２／16【木】千種 9:30〜 和田講師 ７名程度 参加費用 1,000-  《担当》辻本 

⑥ 新リーダーテキストが全国スキー協から出版されます。申し込み受付は和田理事長です。 

 

兵庫県スキー協議会 第４７期新役員体制 

会長 石川敏雄（ゆきどり）、 副会長 見満 仁（エグレット姫路）      組織部長 石川敏雄 

理事長 和田利男（Ａｃｔｉｖｅ）、 副理事長 岸本高志（ドナルドダック）   競技部長 岸本高志 

事務局長 山口 力（銀世界）[財政・スキーメイト・機関誌]          会計監査 豊田 威（ゆきどり） 

技術部長                                       常任理事   井澤順子 

山スキー部長 奥田信也（ＭＳＣどんぐり）                    道下正裕（パッション）県連理事 

トレーニング係長 釣 順信（Ａｃｔｉｖｅ）・井澤順子（ナイスシニア）      天野修一（エグレット姫路） 

第１回理事会 ８月2日火曜日午後６時３０分から 

 

銀世界SC 「恒例真夏の夜のバーベキュー」 

クラブ８名の参加で７月３日土曜日午後６時から明石大橋が

輝く大蔵海岸バーベキューサイト「ザ、ザ、ザ」で行われまし

た。今シーズンは銀世界SC単独でスキー行事を出来ません

でしたが、全員１度はスキー行事に参加しているので今シー

ズンのスキーについての感想を出し合いました。来シーズン

のスキー行事についても意見を出し合いました。隣でバー

ベキューをしていた二十歳の若者達と意気統合して一緒に

記念写真を撮りました。スキーは若者にとってはお金の掛

かる高嶺の花という感想を受けました。 

 

平和行進報告 7月7日～  報告 釣トレーニング係長 

今日から国民平和大行進県内行進が始まりました。大阪か

ら川西市役所で引き継ぎその後川西能勢口駅まで歩きまし

た。スキー協議会からパッション和田さん、エグレット姫路伊

藤さん、釣が歩きました。途中、川西能勢口駅や逆瀬川駅



前などのスタンでデインクをして宝塚市役所でゴールです。伊

藤さんにアステ、川西能勢口駅で写真を撮ってもらいました。 

 

８日、本日の平和行進は伊丹市より尼崎市まで。パッションの

和田夫妻、藤井さん、岡さんが参加者です。塚口駅前で保育

園の園児たちが出迎えてくれ折り鶴を送ってくれ平和の歌を

歌ってくれました。 

 

９日、今日の平和行進は３日目です。西宮市役所から阪神西宮

駅前までその後電車移動で芦屋駅、芦屋市役所から行進、で

は芦屋市役所行進芦屋川周辺、あとは電車や車移動で東灘区

役所、集会後阪神御影駅まで行進という複雑な行進です。参加

者は伊藤さんエグレット姫路、岡さんどんぐり、そして釣です。出

発集会と西宮駅前のスタンディングと岡さんの写真です。真ん

中の人は岡さんの職場時代の仲間です。  

10日、今日の平和行進は神戸市

に入って2日目です。参加者も多く

なります。スキー協からは伊藤さん、

井澤さん、岡さん どんぐり会員、

釣の4名です。県内前で撮りました。

六甲道駅から途中電車や車にも乗

りましたが、須磨区役所まで歩きま

す。 

70ー100名近い参加者です。明日は神戸市垂

水区から明石市の行進です。       

１１日、今日の行進は神戸市垂水区から明石市

です。スキー協からは通し行進者の伊藤さんと

釣の二人です。垂水駅前のスタートは10時半

100名。明石海峡大橋下経由で明石市役所に

向かいます。70名、市役所で昼食1時間休憩そ

の後松江公園にご参加向け出発。６５名。行進

者が少なくなります。市役所前の行進状況です。

明石海峡大橋下から明石市役所まで昨日は 



奥田さんも参加です。すみません。１２日、今日は

山電東二見駅から高砂市中央公民館までの行進。

朝から細かい雨。ところが中継地点の加古川市役

所は行進団のために市役所大ホールを開放して

くれました。職員10名も配置です。こんなことは初

めて。これは大ホールの状況です。明日は高砂市

中央公民館を出発し姫路市に入ります。行進中、

神戸新聞のカメラマンが何枚も写真を撮っています。行進団の先頭で横断幕を持って釣は歩きましたので

明日の朝刊に載るかなあ。     平和行進 ７月1３日からは次号に掲載します。 

トレーニング行事 ８月予定       担当：トレーニング係長 釣 順信 090-9256-6157 

 日程・目的地             集合・コース       見どころ  

7日（日） 

高槻市内遺跡サイクリング 

集合：阪急三宮駅8:00or高槻市駅9:00 コース：

レンタサイクル利用で今城塚古墳他を訪ねる。 

阪急レンタサイクル利用：電動車１日420円 

古墳群：今城塚古墳・芝谷古墳・岡本山古

墳・番山古墳・前塚古墳など。 

１５日（月）～１６日（火） 

一泊二日 

岐阜県郡上八幡踊り郡上

八幡城ウォーキング 

姫路６：３７発（新快速・米原方面行先頭車両乗

車）～米原９：１６（その後東海道線・長良川鉄道

経由）～郡上八幡駅（ウォーキング郡上八幡城

及び郡上おどり見物）民宿泊 

募集終了：５名参加 

青春１８切符利用 

２０日（土） 

再度公園ハイキング 

集合：JR元町駅西口９：００コース：元町駅～諏訪

山公園～大師道～大龍寺～再度公園（昼食）～

蛇ヶ谷～市ケ原～布引ダム～新神戸駅 

○再度公園：神戸市民の憩いの場。修法ヶ

池も園内にあり、ベンチも多数。９月末予定

の八幡平登山のミーティングも実施。 

２１日（日） 

姫路三木美術館＆姫路

美術館鑑賞ウォーキング 

集合：JR姫路駅９：３０ 

コース：姫路駅～大手前通り～三木美術館入館

～姫路城大手門～三の丸広場～姫路市立美術

館館入館（館内見学後解散）１３：００ 

三木美術館：姫路駅から徒歩１０分。姫路

城の南、国道２号線と大手前通りの交差点

角地にある。展示品のレベルも高く、満足

できる。300円。入館者のみ屋上に入れ、姫

路城を真正面に見れる。日本画三人展開

催中。 姫路美術館：野田弘志展開催。 

２７日（土） 

書写山ハイキング 

協賛行事：神戸ウォーカ

ーズ 

集合：JR姫路駅中央改札口９：３０ 

コース：姫路駅北口バス停９：４０（乗車）～刀出

バス停（下車）～刀出登山道～書写山頂上～書

写ロープウェイ～下山口バス停～姫路駅 

○書写山山上には中世の重要文化財建物

が多数。 

○下山はロープウェイ利用 

○会員外参加費：５００円 

 

２０２３年スキーシーズ ン兵庫県スキー協議会 主催行事 

第４４回冬休み少年少女スキー＆年末スキー  志賀高原一ノ瀬スキー場 

日程は2022年１２月２６日月曜日昼出発～２９日木曜日夜帰着 目標バス1台 ３０名 ホテル山楽 

兵庫スキー協スキーフェスティバル  氷ノ山国際スキー場 

日程は２０２３年１月２１日～22日    現地集合 

第60回兵庫県スキーまつり  志賀高原一ノ瀬スキー場  

日程は２０２３年２月９日木曜日昼出発～１２日日曜日夜帰着 バス２台 ７０名 ホテル山楽 

第55回カタツムリスキー  志賀高原一ノ瀬スキー場 

日程は２０２３年３月２日木曜日昼出発～５日日曜日夜帰着  目標バス1台 ３５名 ホテルこだま 

 


