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スキークラブニュース 

2012 年 7 月号 

かながわブラインドスキークラブ 

発行責任者 会長  岩崎 宗治 
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２０１２年度総会報告 

 

ここから総会資料の抜粋 

２０１２年度 かながわブラインドスキークラブ 

総会議案書（ニュース掲載用テキスト版） 

 

日  時 ２０１２年６月１７日（日） 

 １４時００分から１６時３０分 

会  場 神奈川県ライトセンター 第１講習室 

 

 総会次第  

１ 開会、あいさつ 

２ 議長および書記の選任 

３ 議事 

①２０１１年度活動報告 

②２０１１年度決算報告 

③活動報告及び決算への質疑 

④２０１２年度活動計画案予算案について 

⑤活動計画案予算案への質疑 

⑥その他 

４ 議長および書記の解任 

５ 意見交換 

６ その他 

 

 

資料１  ２０１１年度 かながわブラインドスキークラブ活動報告 

【１】 ２０１１年度総会の開催 

日 時  ２０１１年６月５日（日）１４：００～１６：３０ 

会 場  神奈川県ライトセンター 

   《終了後の懇親会は二俣川『和民』で懇親会》 
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 【２】  ハイキング 

１０月２３日（日）厚木の日向山を計画し下見まで行いましたが台風が接近したため

前日に中止を決定。 

 【３】 パートナー等の会員募集 

２０１１年度は「ライトセンターだより」に２０１２ツアーに視覚障害者の参加を呼

びかけましたが残念ながら応募者はありませんでした。 

 【４】 研修会と懇親会 

日程；１２月４日（日）、会場；日本赤十字社神奈川県支部の情報プラザを中心に災

害救護に関する施設を見学の後、会員で震災支援に参加した方からお話を聞きました。 

研修後の懇親会（忘年会）は横浜中華街の四五六菜館で実施しました。 

 【５】 ２０１１度定例スキーツアー 

日程；２０１２年２月１１～１３日（土日月） 

会場は例年通り岩鞍ホワイトワールド、宿は「かぶらぎ」でした。 

 【６】 懇親会 

２０１２年４月１日（日）に横浜駅西口天理ビル２５Ｆ「北海道」 

 【７】 体力アップ教室 

毎月第２日曜日 １０時から１２時 

 【８】 クラブホームページ「声のきずな」の運営 

クラブホームページのＵＲＬは、 

    http://www.kanagawa-blindski.com 

 【９】 「クラブニュース」の発行 

  ２０１１年度も９月、１１月、１２年４月と３回発行しました。 

【１０】その他 

  横浜訓盲学院盲ろう児スキーへの協力等、他団体活動への協力 

 

 

資料２  ２０１２年度 かながわブラインドスキークラブ事業計画（案） 

 【１】 ２０１２年度総会の開催 

日 程；６月１７日（日）１４：００～１６：３０ 

会 場  神奈川県ライトセンター 

   《終了後の懇親会は横浜駅西口『よこはま農園』で懇親会》 

 【２】  秋のイベント 

  日 程；１０月１３日（土） 

  内容未定   

 【３】 新会員募集 

 今年も新パートナーとブラインド初心者を募集し、会員の増加と活動の充実を目指

します 

クラブ説明会を１１月４日に実施 
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 【４】 研修会と懇親会 

日 程；１２月２日（日）、会場；神奈川県ライトセンターを予定 

内容は検討中、意見や希望をお聞かせ下さい 

 【５】 ２０１２度定例スキーツアー 

日 程；２０１３年２月１６～１８日（土日月） 

会場は例年通り岩鞍ホワイトワールド、宿は「かぶらぎ」を予約しました。 

【６】 体力アップ教室（build up day） 

毎月第２日曜日 １０時から１２時 

 

 【７】 クラブホームページ「声のきずな」の運営 

クラブホームページのＵＲＬは、 

    http://www.kanagawa-blindski.com 

 【８】 「クラブニュース」の発行 

  年度３～４回予定 

Ｅmail による配信で郵送費の削減を図ると共に、ＰＣメール・携帯メール・ショート

メールを活用してホットな情報の提供を試みる 

 

ここまで総会資料 

 

２０１１年度決算書と２０１２年度予算案並びに２０１２年度月別予定表は別紙資料をご

参照下さい。 

 

 

ここから 2012 年度 総会 議事録（敬称略） 

  

議長：衣笠 

書記：太田 

出席：会員 24 名  委任状 47 名  計 71 名（4 月会員数 104 名） 

過半数を満たし、総会の成立を確認 

他に志村さんの知り合いの谷岡さん（女性 23 歳）が見学参加 

 

１号議案 2011 年度活動報告：事務局 白崎説明 

 

２号議案 2011 年度決算報告：会計 藤田滋説明 

今年度は収入の大きな部分を占めている年会費より支出が少なく黒字となった 

78 円の誤差あり。クラブニュースで訂正報告 

 

会計監査報告：串田幹事から報告 
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今回は会計と業務についても監査を実施 

30 周年記念イベントはいつ、どのような形でやるのか。 

準備期間をきちんともって取り組む様期待。 

通帳が二つある、定期預金のメリットが無い等を指摘。 

78 円の余剰金は改めて報告 

会則上の決算期 4 末だったが、４月に行事があったので実質５月が締めになり、総会が６月

開催になっていて、他の活動に影響を与えていた。 

幽霊会員の件（未納が 2 年以上続いているかた）・・・以後結構紛糾 

     監査報告への質疑応答（いわゆる幽霊会員への督促の話） 

2 年未納だからといって退会という規約は会則に無い。 

督促の仕方。2 年未納の方には振込用紙に 2 年分の納付額を記入して郵送している 

郵便局だと振込に行けない人もいる→銀行ではダメなのか？ 

郵便口座だと誰が振り込んだかきちんと分かる。 

銀行口座だと誰が振り込んだか分からない→ツアーの実行委員ではそのような事は無い。

（振り込む際に必ず自分の名前を入れるから） 

会計が未納の人をチェックし､イベント毎に役員が取り立て。 

役員間の連携が必要・・・というわけで役員会にて再度、要検討、となる。 

 

１・２号議案について 異議なし。拍手で承認 

 

3 号議案 2012 年度活動計画：白崎 

秋のイベントはハイキングという言い方をやめました＆10/13（土）に変更願います 

晴れたら日向山へ再チャレンジ、雨なら日向薬師、伊勢原あたりでのんびり、温泉＆懇親会

の予定で考えています。（7 月の広報にて発表） 

クラブ登録者であれば誰でもセンターを利用→変更になった（この後詳細の説明無し） 

ＰＣメールにてクラブニュースを送る試行開始。 

 

４号議案 2012 年度予算案：白崎 

収入の 90 名というのは強制督促をきちんとする予定の人数 

支出が少ない予定で黒字になる予定。 

30 周年イベントに向けて貯めていきましょう。 

表の書き方、予備費という項目は削ります。 

 

３・４号議案についての質疑 

新会員募集はＴＶＫの方と面識があるので、少し何か出来れば 

新聞は朝日・毎日・読売・神奈川に投げ込みしたが反応が薄い 

他に登山のサークルとかに入っているとメーリングリストとかありますが。 

メーリングリストだとパートナーが集まらない。ブラインドはすぐ集まるが。 
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新聞やＨＰの活用。ブラインドスキーを見たこと無い人がいるので You Tube などで流し

てみては？            
ビデオを撮る→編集するスタッフを別枠で作らなくては。ツアーでは無理かな。 

他のプライベートで行ったときにでも・・・ 

ＮＨＫのは出せない 

マラソンクラブのボランティアでも他の知的障害のボラをやっている人もいる。 

（そういう人を口コミでブラインドが誘ってきてくれればいいと思う） 

チラシはいくらでもあるので、それも活用すべき 

 

３・４合議案について 異議なし、拍手で承認 

   

その他 

企画の役員が足りない。→期の途中であるが小林さんが役員に加わってくれることに。 

（拍手で承認） 

ツアー実行委員会は川添・豊田・渋谷・飯田・西川・志村・射場・中西・太田・小幡の 10

名で実施していく予定です（拍手で承認） 

［カルテについて］（これもやや紛糾） 

ブラインドからカルテについては本当にありがたという意見が。 

裏書をブラインドに後日フィードバックした 

フィードバックすると思って書いてなかったので（パートナー同士の情報の共有のため）結

構きつめだったり、専門的な文言で書いてしまった。 

ブラインドからは逆にその方が、曖昧ではなくズバッと言って欲しい。 

パートナーによっては技術的な事を書く人もいれば、精神的な事や体力的な事を書く人もい

る・・・必要項目を今後要検討。 

ブラインドから晴眼へのカルテ？（川添さんがブラインドからの意見を入手しているが、ど

う伝えていいのか思案中） 

スキーツアーは滑ることが目的。安全に滑るには止まることも大切。この斜度で急に止まれ

と言ったら、どの位流れるのか、どちらに流れるのかなどが知りたい。 

フィードバックは滑った日にもらえないか？ 

ブラインドが何を求めているのか、スキーの技術のこと？安全に滑ること？楽しく滑るこ

と？ 

項目として何をブラインドに伝えるのか、次のパートナーに伝えて行くのか。 

もろもろ意見がでましたが、今回のをたたき台として、来年につなげていきたい。 

  

お知らせ 

 

◎２０１３スキーツアー実行委員会からのおしらせ 

シーズンに向けて実行委員会が動き始めました。 
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昨シーズン終了後に反省会を開き、「スキークラブなのにツアーが１回ってどうよ！」 

という意見が出ました。 

 そう今を遡ること２０年ほど前までは確かに２回のツアーをやってた！！ 

 そこで今年は実行委員も１０人確保できたので、「２回のツアー」を企画することにし

ました。なにぶんこの期に及んでの企画ですので準備が間に合いそうもなく、ツアー会社

にお願いするしかありません。 

 行き先は未定ですが、日程は１月２５日（金）夜に新幹線利用で現地入りし２６日（土）

と２７日（日）滑って戻るという予定です。公共交通機関を使いますので、岩鞍ツアーの

ような低料金とはゆかないことはご了解ください。 

 決定は１０月になってしまいますが、それまでは全くのミステリーツアーです。 

ブラインド８名（かなり狭き門）、晴眼者２２名の３０名程を予定しています。 

 

 一方恒例の岩鞍ツアーは２月１６日（土）１７日（日）１８日（月）の２泊３日です。 

 スキーに関しては、これから本格的な夏がくる時にこんな話をしても鬼は笑いませんか

ら、今から日程調整よろしくお願いいたします。 

 

 

◎クラブ会費徴収のお知らせ 

 今回の「クラブニュース２０１２年７月号」にゆうちょ銀行振替用紙が同封されている

方は年会費の納入が確認できていない方です。金額欄に２,０００円と記入済の方は１年分

です。４,０００円と記入されている方は前年度分も含まれています。 

 恐れ入りますが送金手数料は各自ご負担下さい。行き違いで すでに納入済の方や、休

会・退会連絡をしているのに請求が届いた場合は、お手数ですがニュース末尾の事務局連

絡先にご一報願います。 

 ブラインドの方には「番号・金額・宛名・送金者」等の必要事項を記入してあります。

変更の場合は、原文を取消線で処理の上新しい内容をご記入下さい。 

 

 

◎夏季研修のお知らせ 

 新しい試みですが「夏季研修会」を「体力アップデー」の午後に次の通り実施します。 

 内容は「フリークライミング体験」又は「ウォームアップとクールダウン」を予定して

います。 

 日時は８月１２日(日)１４時３０分から１６時３０分。 

 運動のできる服装でクライミングシューズのレンタル料５００円を用意してください。 

 申し込みは不要です。１４時２０分にライトセンター１階のスポーツ受付手前のアート

ギャラリーに集合してください。 
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◎秋のイベント予告 

 今年の「秋イベント」は昨年のハイキングが悪天候で流れたリベンジを予定しています。 

 期日は１０月１３日土曜日です。詳しくは次のクラブニュースでお知らせします。 

 

 

◎新会員募集の実施 

 今年も晴眼者を中心に新しい会員を募集して１１月４日土曜日に説明会を予定していま

す。機会がありましたらクラブへお誘いください。 

 

 

◎シーズンイン研修会の予定 

年末の研修会と忘年会は１２月２日(日)を予定しています。研修会についてご希望があり

ましたら事務局までご連絡ください。 

 

 

◎２０１３年度 クラブ総会予告 

平成２５年度(２０１３年度)の「クラブ総会」並びに「大々懇親会」は５月１９日(日)で

す。 

年々参加者が減少傾向にありますが内容的には充実し、３０周年を控えた大事な総会です。

今から予定表に書き込んでおきましょう。 

 

 

◎「クラブニュース」メール配信への協力願い 

事務局の知識不足と技術の未熟からまだまだご迷惑をお掛けしていますが、今年度は何と

か軌道に乗せたいと思います。 

いち早い情報の提供と経費削減のために、ＰＣ並びに携帯も含めメールアドレスの登録を

お願いすると共に、メール配信のサポート並びにメーリングリスト作成のサポートをして

くださる方を募集いたします。 

 

                                                                                
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

【編集後記】 

  猛暑が続いていますので早く雪のシーズンが来て欲しいですねえ！ 

 『クラブニュース編集・発行』 広報Ｔｅａｍ   小西 武彦  外山 尚  川添 由紀プラス白崎 

かながわブラインドスキークラブ ホームページ  http://www.kanagawa-blindski.com/ 

事務局 白崎 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://www.kanagawa-blindski.com/
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