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兵庫県スキー協議会 第４７期 第３回理事会開催！ 

◎ １２月６日火曜日午後６時30分から８時まで  出席者  ８クラブ１３名 

常任理事 和田・山口・岸本（ZOOＭ）・井澤［ナイスシニア］・道下［パッション］・ 

天野（ZOOM）［エグレット姫路］・村原（ZOOM） 

クラブ代表理事 和田利六・山口良宣［銀世界］・釣〔Aｃｔｉｖｅ〕・中村（ZOOＭ）［どんぐり］ 

・青手木（ZOOM）［ゆきどり］・五島（ZOOＭ）［ドナルドダック］ 

１， 第32期第3回全国理事会ZOOM 報告 11月13日 和田 

〇高齢化対策、ジュニア対策、合同行事の追求 

  〇兵庫、千葉などでのバス行事の実施 

  〇県からブロック中心の行事へ 東海、北信、東北 など 

  〇２０２２サマーセミナー北海道札幌報告 

  〇リーダーテキスト 全国で７２０冊印刷８００冊 兵庫で５５冊注文 残数１６冊 

  〇スキーメイト通信員の充実 

  〇各ブロックから次世代の技術人材の発掘 

  〇スノーボード部への各県から援助 

２， 第６０回記念兵庫県スキーまつり  志賀高原一ノ瀬スキー場 

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 

出発場所 姫路・魚住・湊川神社正門前・西宮北口 

第２回実行委員会報告 １１月１７日木曜日６時から 

出席者 和田・山口・道下・和田利六・天野（ZOOM）・青手木（ZOOM）・中村（ZOOＭ） 

参加申し込み状況 １２月1日から受付 

神戸地区 銀世界６名、ドナルドダック４名、どんぐり１名、ナイスシニア2名、Aｃｔｉｖｅ2名 14名 

東播地区 ゆきどり９名、西播地区 エグレット姫路１１名、阪神地区 パッション１７名 

全体で ５２名  １月１０日の第４回理事会で参加者数と指導員名を報告してください。 

参加定数は72名 

〇交流会が出来るか検討する。全体と各地域 

次回第４回実行委員会は１月２６日木曜日午後６時から県連事務所 

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 ７２名 ホテル山楽 

３、全国スキー協中央研修会 １２月３日・４日横手山スキー場   

  参加者 岸本・中村  全体で６７名 

４，関西ブロック初滑り＆初級指導員研修会１２月１７日から１８日 ホテル山楽 

参加予定 エグレット姫路４名、ドナルドダック２名、Aｃｔｉｖｅ1名  計７名 

５，第４４回冬休み少年少女スキー＆年末スキー１２月２６日昼出発２９日夜帰着志賀高原一ノ瀬スキー場 

参加者 ２８名  スタッフ７名・中高生５名・大人１６名  参加者募集中です 

６、県スキー協フェスティバル  一般参加も受け付けます。 
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スキー技術向上のための研修会を下記のとおり開催します。初級指導員で年次研修が必要な方は必ず

参加ください。今シーズンは「ｗｉｔｈコロナ」、一般クラブ員の参加も呼びかけます。 

１．日時      202３年１月21日（土）－22日（日） 

２．場所      氷ノ山国際スキー場（積雪状況によっては周辺ゲレンデに変更あり） 

３．集合      １月21日（土）9：15 氷ノ山国際ロッジ前 集合 

          9：20 開会式 時間厳守 

４．宿泊先     「満月」 養父市奈良尾147   ＴＥＬ/ＦＡＸ 079-667-7201 

５．参加費等    指導員研修費 8,000円  一般会員研修費 7,000円 

上記研修費には事務費1,0００円含む  

６．宿泊費     ①2.0泊 2夕2朝 １７，２００円（1/2０－2２）  

          ②1.5泊  １夕2朝 １５，２００円（1/2０夜着―2２） 

           注意：2０日の夕食は済ませ、投宿は22時までにお願いします。 

          ③1.0泊 １夕１朝  ８，６００円（1/2１朝着―2２） 

７．キャンセル料  宿泊日当日のキャンセル ：宿泊費の全額＋事務費１,０００円 

          宿泊日前日のキャンセル ：宿泊費の50％＋事務費１,０００円 

          宿泊日前々日のキャンセル：宿泊費の25％＋事務費１,０００円 

          1/1４以降宿泊前々前日までのキャンセル  事務費1,０００円 

８．締め切り    2023年１月1１日（水）必着  以降の受付はいたしません。 

９．申し込み先   村原 圭伊子  murahara_k@zeus.eonet.ne.jp 

          別紙にてクラブ単位で取りまとめのうえ、メールでお願いします。 

10．その他    ・コロナ感染防止のため、両日の日帰り参加も認めますが集合時間は厳守ください。 

          両日参加で指導員研修終了となります。 

         ・現地での怪我について応急処置はいたしますが、責任は負いかねます。各自保険に加入

してください。可能な限りヘルメットの着用をお願いします。 

         ・指導員研修は基礎実技８時間、応用２時間の受講が必須です。 

         ・参加費はクラブごとに1/2１夕食時に徴収しますので、つり銭のないように準備下さい。（キ

ャンセル発生の場合はその分もお願いします。） 

         ・地区の駐車場は入庫1回1,500円（宿に各自で支払いください。） 

１１，新型コロナ感染リスクを極力減らすため、以下のことを理解し自身の判断で申し込み下さい。 

① 参加者は3密を避けるように各自注意し、可能な限りマスクを着用すること。 

② 体調が悪い場合は参加しない。  

③ 行事中に発熱があった場合は行事参加を中止し医療機関を受診すること。（保険証持参）  

④ 帰宅後2週間以内にコロナを発症した場合、速やかに事務局に報告すること。  

⑤ 参加者のコロナ感染が確認された場合、参加者と宿舎にその旨を事務局が連絡することを     

あらかじめ了承すること。（感染者名は匿名で連絡します）  

⑥ 行事期間中にコロナに感染したことが判明しても主催者は責任を負えないこと。  

●申込み開始後に「緊急事態宣言」の発令や「移動の自粛」が要請された場合等、行事を取りやめる

事態となった場合には事務局か各クラブ担当に連絡します。 

 

７，兵庫スキー協技術部企画 ２０２２－２３シーズン 雪上研修会開催のご案内  

今シーズン、兵庫スキー協技術部では初企画として、初級指導員対象の平日県 内ゲレンデ雪上研修

会を下記のとおり開催します。教程技術をレベルアップさ せて、各クラブでの指導に役立てよう！！  
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〇第 1回目 ２０２３年 1 月２７日（金） ９：３０集合 奥神鍋スキー場 講師 岸本上級指導員 

募集人員 初級指導員７名（先着順） 参加費 1,000 円  

担当 天野技術部員（エグレット姫路） 携帯 090-4491-3676 （12：00～20：00 でお願いします。 

 〇第 ２回目 ２０２３年 2 月１６日（木） ９：３０集合 千種スキー場 講師 和田上級指導員  

募集人員 初級指導員７名（先着順） 参加費 1,000 円 

  担当 辻本技術部員（ナイスシニア） 携帯 090-3034-6749  

その他 ・参加希望者は、各回の担当者へ連絡願います。 ・集合場所については各担当者に問い合

わせください。 ・積雪状況によって、ゲレンデ等変更になる場合あります。 ・現地までの交通費、リフト代、

昼食代等は参加者の自己負担です。 ・新型コロナ感染予防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。 

 

８、＜氷ノ山ポール練習会のお知らせ＞             主管・主催：関西ブロック協議会 競技部 

 昨シーズン好評につき、今シーズンも氷ノ山で開催します。 2/4の夜はブロック競技部長からポール関

係についての座学講習もあります。 興味のある方は、是非ご参加を！ お待ちしています。  

日 時：２０２３年２月４日(土)～５日(日)   定 員：20名（定員になり次第締切ます）  

場 所：氷ノ山国際スキー場 （北近畿豊岡自動車道八鹿氷ノ山ICから約30分）＊現地参加となります 

宿 舎：民宿「満 月」 〒667-1125 兵庫県養父市奈良尾147 TEL:079-667-7201 

     宿泊費：半泊 ￥６，６００  1泊 \8,580 （宿泊せずに日帰りもOKです）    

締切日：2023年1月17日（火） 練習会費：￥1,500 （ポール練習会は2/4のみです。 

ブロック競技部長がコーチング） ★2/5はフリー 注）練習会費とは別に現地にてバーン使用料が必要

です。（2,000円です） 参加費：現地徴収  

 ・宿泊の場合は、宿舎にて徴収（申込み後、宿泊キャンセル料の扱いについては宿舎基準に準じます ）

日帰りの方は現地徴収です、おつりのないようにご持参ください。 

 現地集合場所：4日（土）氷ノ山国際スキー場「セントラルロッジ逆水」前に、９時３０分にお集まり下さい 

【注意事項】 傷害保険は各自で加入して下さい。現地での事故については、責任は負いかねます。  

＊【新型コロナウィルス感染症対策について】 宿舎・スキー場のガイドラインに従ってください。  

＊ 参加者はマスクを自ら持参し、可能な限りマスクを着用すること。（ゲレンデでもフェイスマスク等の着

用をお願いします。）  

≪「緊急事態宣言」の発令や「都道府県をまたいだ移動の自粛」が要請された場合等、行事を取りやめ

る事態となった場合には事務局から参加者並びに各府県スキー協へ連絡します。≫  

【申込方法】関西ブロック競技部 担当事務局（赤木）までメール又はFAXにてお申し込みください。     

メールアドレス：spkd93g93@aurora.ocn.ne.jp     Fax:06-6461-6076(10時～22時の間) 【問合せ先】

関西ブロック競技部事務局 ➔ 090-4277-0728（10時～22時の間）                

注）電話に出られないこともあります。後ほど連絡しますので非通知電話にはしないでください 

９，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 

 

１０，２０２３年１年間のトレーニン行事の内、ウォーキング行事予定を添付で案内します。 

トレーニング行事はウォーキング、サイクリング、ハイキング（標高１０００ｍ以内）、登山（標高１０００ｍ以上）

を中心に行っています。ウォーキング行事以外は毎月前月末までに確定してお知らせし、参加の案内を

行っています。１２月行事からは安全確保の観点から参加者には新スポ連の傷害見舞金制度に入ることに

しました。１２月初めに行われたスキー協理事会でも確認されましたが、２日間にわたる行事でも１行事お１
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人７０円の掛け金になります。ただし登山は危険なため、除かれています。登山については別の民間保険

に加入しています。参加される方は掛け金、振込料、資料代も含めお１人催行当日１００円を催行当日納

めていただきます。主催行事日の３日前までに担当者に参加のご連絡をお願いします。金曜日の午後、

保険料を郵便局から振り込みます。 

給付金額は通院１日、傷害２０００円、特定疾病１０００円、入院の場合は１日、傷害３０００円、特定疾病２０

００円となっています。手術見舞金は入院日額の１０倍・２０倍・３０倍です。 

死亡見舞金は傷害２００万円、特定疾病１５０万円ですが、後遺障害見舞金（最高）の場合も同じ金額です。 

多団体の取り組む行事は協賛行事として別途案内しています。 

これは担当者釣の加入している新スポ連兵庫の神戸ウォーカーズや兵庫労山北須磨山の会の行事は協

賛行事として紹介しています。 

神戸ウォーカーズクラブの取り組む行事はすべての参加者にはこの見舞金制度に加入していますのでま

たよろしくご参加ください。  

以上 担当者：釣 順信０９０－９２５６－６１５７兵庫スキー協メーリングリストです。 

メンバー以外で配信を希望する又はされない方は、管理者奥田（shin-ok@live.jp）までメールを下さい。 

・スキー協会員、会員外を問わずどなたでも参加できます。担当者迄催行３日前迄にご連絡ください。新ス

ポ連の傷害保険に加入します。保険料・振込料・資料代併せてお１人100円です。 催行当日いただきま

す。原則雨天でも催行予定ですが、警報が出れば中止します。参加者に連絡します。 

 期日・目的地     集合・ コース    備     考 

＊２０２３年 

１月より３月まで 

第１土曜日と第３土曜日

（月２回） 

１月７日（土） 

〇姫路市南部の浜手緑

地を歩く！ 

＜白浜地区前どれ市場

と浜手緑地＞ 

集合：山陽白浜の宮駅１０：００ 

コース：白浜の宮駅～松原八幡神

社～前どれ市場（昼食予定）～浜

手緑地～市川永世橋～浜手緑地

～山陽飾磨駅（約７キロ・一般向・

歩行時間３時間） 

〇松原八幡神社：７６３年創建。安産・

開運祈願・勝利祈願・厄除けの神。秋

季恒例の「灘のけんか祭り」の屋台がこ

こに集まる。 

〇前どれ市場：前（播磨灘）で取れる新

鮮な魚の販売と肴料理で有名。おいし

い海鮮料理が定番。 

〇浜手緑地：樹々の多いとても広い公

園。小さい子供の遊び場に良いと口コ

ミ。 

１月２１日（土） 

〇神戸市北区太陽と緑

の道を歩く！ 

＜有馬温泉散策コース/

神鉄岡場駅～有馬温泉

駅＞ 

集合：神鉄谷上駅下りホーム１０：０

０ 

コース：谷上駅１０：０７発三田行き

乗車～岡場駅下車～有野台～太

陽と緑の道～有馬温泉駅（約５キ

ロ・一般向・３時間） 

〇太陽と緑の道：神戸市内に27コース

ある。昭和和４７年に神戸市の豊かな

自然を気軽に散策できるよう設定され

た。総延長１６７ｋｍ。 

〇有馬温泉駅で解散後、希望者は愛

宕山公園に上がり、有馬温泉を眼下に

展望。 

２月４日（土） 

〇三田発有馬温泉行き

幻の鉄道跡を歩く！ 

＜有馬鉄道廃線敷を訪

ねるコース/神鉄二郎駅

～有馬温泉駅＞ 

集合：神鉄谷上駅下りホーム１０：０

０コース：谷上駅１０：０７発三田行

き乗車～二郎駅下車～西宮IC～

公智神社（有馬口駅跡）～有馬川

沿い（有馬駅跡）～有馬温泉駅（９

ｋｍ・一般向け・３時間） 

〇有馬（軽便）鉄道：三田～有馬温泉

の間に大正４年（１９１５年）に開設され

た。開通と同時に鉄道院が買い上げ国

有になったが、昭和１８年（１９４３年）に

廃線となる。コースの所々に有馬鉄道

の痕跡を見つけることができる。 
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