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１０周年記念誌発行にあたって 

会長 岡崎 学 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 １９８５年８月に発足した神奈川県視覚障害者スキー協会は、９５年に１０周年を迎えることができ

ました。私達の協会は、当時から神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団のレクリエーション部会が

毎年実施していたブラインドスキー（アルペン）に参加していた人達の中から、１回でも多くスキーに

行きたいという仲間が集まって結成されました。当初から年１回のスキーツアーを実施してきました

が、会員及び関係の皆様のご努力により、次第に会員数も増え、９２年冬からは年２回のツアーを

実施できるまでになりました。そして、ここに私達の１０年の歩みをまとめ、新たな１０年の道しるべと

するため、１０周年記念誌を発行することといたしました。 

 ところで、結成当時は全国的にも珍しかった視覚障害者のスキーツアーも、１０年の間に各地で

行われるようになり、また、プライベートに仲間同志でスキーに出かける視覚障害者も徐々に増えて

きています。そして近年は視覚障害者を対象としたスキースクールも登場するようになりました。１０

年前のように視覚障害者のスキーは珍しいものではなくなってきています。しかしながら、視覚障害

者１人１人の側から見ると、スキーに行きたいと思ったら、いつでも行けるという状況にまではなって

いないのが現状です。 

 一方、私達の協会の性格も発足当初とは違ったものになってきたように思われます。その一番大

きなものは、晴眼会員の顔触れの変化です。当初は、視覚障害者関係施設の職員や視覚障害者

関係ボランティアのメンバーが多かったようですが、最近では、視覚障害者とは普段係わりのない

人達が多くなってきています。スキーを媒介として視覚障害者と接するようになった人達が増えてき

たと言うことができます。これに伴い、晴眼者会員を中心に、これまでのようにスキーを一緒に楽し

むだけでなく、その他のレクリエーション等を通じて視覚障害者ともっと接して行きたいと言う声も多

くなってきています。 

 このような状況の変化の中で、私達の協会も新たな時代に入ってきたように思われます。これから

の協会の発展と視覚障害者スキーの普及のために皆さんのご協力をお願いいたし 

ます。 

 最後になりましたが、この記念誌は会員有志による編集委員会の皆さんのご努力により発行でき

る運びとなりました。また、編集にあたっては、多くの会員及び関係の皆さんから、貴重な資料をご

提供いただきました。さらに、発行に当たって、会員有志及び株式会社東芝様から資金的なご援

助をいただきました。また、川重東京サービス株式会社様には墨字版の印刷にご協力していただ

きました。ここに厚くお礼申し上げます。 

 

１９９６年３月３１日 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第一部 １０周年に寄せて 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

おめでとう！ １０周年 

神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団  間嶋和子 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  スキー大好き人間だった私が右足首の複雑骨折とアキレス腱切断、膝関節の変形と診断された

頃から、私の中に「視覚障害者とのスキー」がムクムクと頭をもたげ始めました。今から２０年前のこと

です。自分がただただスキーを楽しんでいた頃には気づかなかったことが、滑れなくなって初めて

「スキー」を外（？）から眺められるようになったのでしょうか。一緒に滑りたい、一緒に滑りたかった、

どのようにしたら一緒に滑ることができるのかそんなことも考えず、ただひたすら一緒に滑りたかった

のです。視覚障害者にもスキーの楽しみを知ってほしかったのです。 

  ２０年の間に「神奈川のスキー」は変りました。１７年目を迎える奉仕団のブラインドスキーに加え、

視覚障害者スキー協会が設立されて、１０年の歩みを着実に推進しているのです。今は「嬉し

い！」このひとことです。 

  私が晴眼者にブラインドスキーのお誘いをするとき、いつも口にする言葉があります。『一味違っ

たスキーを楽しんでみませんか？』。その誘いに乗ってくださった人たちには『視覚障害者と一緒

に大いにスキーを楽しんでください』と。少なくとも視覚障害者の介助のためだけに参加してほしく

ない、一緒に楽しんでこそ交歓行事であり協会のスキーなのだと思うのです。ブラインドとパートナ

ー、目の不自由な人と見える人、見えない・見えにくい人がいれば見える人が目の代わりをするの

は当然のことだと考えるからです。決して障害者とボランティアの関係でありたくないのです。 

  協会の１０周年祝賀パーティーに出させて頂きました。そのとき、会場に集まった方々の素直な

喜びの表現は、私の胸をツンと刺しました。涙が出そうでそれを隠すのに苦労しました。私はよく意

地悪を言ったものです。「ブラインドスキーヤーを介助するボランティアを集めないでね。一緒に滑

り、楽しんでくれる晴眼者を募集するの」。それが見事に私の目の前に展開されていたのです。そ

こには「やってあげる人」と「してもらう人」の関係は見られませんでした。出席した人がみんなで１０

周年を祝い楽しんでいたのです。でも、ちょっとばかり寂しかったのは、視覚障害の参加者が少な

かったこと。視覚障害者で溢れんばかりの会場を想像して出かけた私にとっては、チョッピリ期待を

そがれたような気持ちでした。 

  「雪とたわむれ、雪に遊んでもらう会」として始まった奉仕団のブラインドスキーも、間もなく２０年

を迎えます。過去にスキー経験のある視覚障害者にはスキーの楽しみを取り戻し、また、まったくス

キーを履いたことのない人たちにもスキーの楽しみを知って頂くことを目標に、これからも変ることな

く続けていきたいと願っています。そして、協会には、一人でも多くの視覚障害者が参加できるツア

ーの企画・実施を期待して、ペンを置かせて頂きます。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

視覚障害者スキーの皆様をお迎えして 

エコーバレースキー場 ペンション・エスポアール オーナー 茂手木薫 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 今年もスキーシーズンを前に、例年より早く山は雪化粧になりました。都会のお客様から電話を受

けるたびに温度差に驚きの声を聞きながら私は冬が大好き、また白い季節を忙しく働きながら楽し

むつもりです。東信濃のエコーバレースキー場に皆様をお迎えした去年（９４年）の思い出、またＮ

ＨＫさんの取材のあった今年（９５年）の１月の思い出が昨日のように思い出されました。 

 最初１月末の１泊半で視覚障害者の皆様をお引き受けすることになり、ただ広いばかりのエスポ

アールに下見にお越しになった日に、初めて障害を持つ方に接して驚きました。 私の目には全く

普通の人のように振る舞っていられることが不思議でした。廊下にある全てのものを片付けたくらい

でその日を迎えました。夜遅くに休まれたのに朝元気にスキー場に出かけられ第１回目の夕食。ボ

ランティアの方がお料理の説明をしていました。賑やかに楽しく夕食も済み、夜遅くまでなごやかな

交流会が続きました。スキーの上手さに驚き、ボランティアの方々の努力に驚き、お世話を親切に

していらっしゃる信頼している顔々・・・・をみて本当に頭の下がる思いでした。 

 娘のクラスに障害を持つ女の子が一人おります。幼い日、お風呂での事故で身体が思うように動

きません。歩行も、全ての行動が人手を要します。１年生の時から先生の指導でクラス全体がこの

女の子を中心に、男の子もちょっとしたことにもすぐ手を貸してやる優しさを持ち、素晴らしいクラス

全体のチームワークの中で、ボランティアという初歩の気持ちが育っていくのだと思い、素晴らしい

クラスだと思っていました。障害を持つ人達の明るい声を聞き、それを支えている方々の努力に頭

の下がる思いでした。 

 そして２回目の今年の１月ＮＨＫの取材の方々も御一緒だということで私たちスタッフも心してお

迎えするようにみんなで話し合いました。ＮＨＫの方から取材のご協力の電話を頂き、スキー場の

所長さんにもすぐに連絡を取りました。スキー場全体で受け入れにとても協力的で、お引き受けし

て良かったと思い、料理にも気を入れました。お料理も取材して頂いたり、何よりも驚いたことには

ＮＨＫのスタッフの皆様も一緒に滑り、あの夜のビデオで初めてみたお世話をする方と一緒に滑る

障害者の方の上手なこと、本当に驚きました。あそこまで努力されている会の皆様の熱心さに再度

驚き、皆様の笑顔と楽しい笑い声も素晴らしい会でした。放映の日程と時間の連絡を頂きこの日の

取材の努力にも驚き、スタッフ一同感心してテレビに見入りました。 

 また今後も会を支える皆様の努力が続くでしょう。私たちは一人一人の笑顔を忘れないでしょう。

いつかまたお目にかかれる日を楽しみにしています。十シーズンを迎えられたとのこと、長い年月

の努力またこれからも頑張っていただきたいと思います。会を支える皆様に大きな拍手を贈ります。

この会をお迎えできたこと、とても感謝しています。ご発展をお祈りして筆をおきます。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

視覚障害者スキー 

民宿 銀富士 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 初めて視覚障害者の方に接する時の不安、それは今思えば驚きと尊敬の気持ちで、一瞬のうち

に消えてしまいました。どんな言葉や態度が障害者の人達の心を傷付けるのだろう。見えないのに、

本当にスキーが出来るのだろうか。食事の時に食べにくい物はないだろうか、例えば納豆など。階

段が多いので、歩きにくくはないだろうか。盲導犬は、部屋を汚したりしないか。そんな思いの中、

初めての失敗は、指をさして「あそこです」。そんな説明は分かりませんよね。でも、思わずそう言っ

てしまうほど、一般の方と同じに見えたのです。朝食の時、きれいに化粧をして食事に来た方は「視

覚障害者」、見える私は寝ぼけたような素顔のまま、とても恥ずかしかったです。盲導犬の受け入れ

については、とても不安でした。部屋の中に動物を入れるのは、初めてだったからです。一般のお

客様の迷惑にならないか、汚さないか、そんな心配は全くいりませんでした。とてもよく訓練されて

いて、部屋にいるときはシートを部屋の隅に敷いて、その中から一歩も出ないと聞いて、本当か

な？でも本当なんです。全く汚れていないんです。食事の時も終わるまで足元でじっと待っていま

す。全く鳴き声を聞きませんでした。人に迷惑をかけることもなく、とてもマナーの良いお客様でした。

ボランティアの人達の協力、人と人との信頼、そして一人一人の努力、それぞれみんな刺激的でし

た。これからもますますたくさんの人達の人生に、勇気と希望と刺激を与えて下さい。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

十年を懐かしむ 

藤田功三 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 現在、日本のスキー人口は 1,200 万人以上だという。そのスキーを楽しむ多くのスキーヤーの中

の一人であることに喜びを感じ、私たちと一緒に滑ってくれる（くれた）晴眼者の皆様に感謝をして

います。 
 雪の降らない地に住む私たちが、神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団（視援奉）が始めたブラ

インドスキーに参加し、その楽しさを知った。ブラインドスキー参加の障害者の中からもっと滑りたい

という気運が高まり、1985 年夏、神奈川県視覚障害者スキー協会が発足した。 
 記念すべき第１回のツアーは、86 年２月１日（土）～２日（日）１泊２日の日程でバスをチャーター

して新潟県越後湯沢町岩原スキー場で実施された。晴眼者参加者は視援奉関係者、友達、またラ

ジオ関東（現ラジオ日本）ボランティア募集の放送をしてもらう等、どうにか 16名となった。障害者を

加え 25 名の参加者を乗せたバスは土曜日の朝７時横浜駅前をスタートした。13 時過ぎから滑り、

翌日曜日 13 時には帰途に着くという忙しい日程ではあったが、思い出深いツアーとなっている。 
 第１回の際、晴眼者を捜すのに苦労した。そこで、第２回以後５年間、「スキーボランティア募集」

の記事を横浜市、厚木市、寒川町等の広報紙に掲載してもらった。これにより、ツアーに参加してく
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れる晴眼者が増えた。 
 第２回（87 年）～第４回（89 年）のツアーは上越新幹線を使い、新潟県石打後楽園スキー場で実

施された。金曜日 20 時 40 分上野発（当時上野始発）、22 時５分に越後湯沢着、迎えのバスで宿

へ、その日のうちに寝ることができた。土曜日は朝から１日滑り、帰る日の 15 時まで滑り、17 時 30
分過ぎの越後湯沢発の新幹線に。ゲレンデにいる時間が長く、新幹線利用のツアーも良かったと

思う。 
 第３回（88 年）ツアーにはラジオ日本の番組レポーターとして金沢真理さんが参加、視覚障害者

のスキーを取材、協会が初めてマスコミに紹介された年だった。第４回からだと思う。それまで視援

奉からの借り物だったゼッケンが協会自前の物となった。参加者も増えてきた。第５回（90 年）より

実行委員会方式となり、スキー場も群馬県丸沼高原へと変わり、バスをチャーターしてのツアーと

なった。90 年と 93 年には朝日新聞で「ボランティア募集」の記事が掲載され、問い合わせ入会希

望者の多さにうれしい悲鳴をあげた。会員数も増えたことで、会発足時からの夢であったシーズン２

回のツアーが、第７回（92年）から実現した。丸沼に新たに、長野県エコーバレーが加わり、以後第

10 回（95 年）までこの２カ所のスキー場でバスによるツアーが行われてきた。この間、会の備品とし

て、リーダー、サブリーダー用ウェアー、会員の寄付と会購入金を合わせてグループ連絡用のトラ

ンシーバーも４組８台が揃った。 
 視覚障害者のスキーは、晴眼パートナーをはじめ多くの晴眼者が必要である。会員の方々はもと

より過去 10 年間に多くの皆さんにボランティアとして参加して頂き、ツアーは成立してきた。また

我々視覚障害者のグループを戸惑いつつも快く迎えてくれた各宿の皆さん、そしてスキー場の

方々多くの皆さんの優しい心遣いに支えられて私たちはスキーを楽しんできた。皆様のご理解と、

優しい心に感謝いたします。ありがとうございました。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第二部 協会発足前夜 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
座談会 『中八旅館の一室で』 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

出席者 藤田功三  上杉淳  古畑英雄  白崎正彦（司会） 

日時  ９５年１１月２８日 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
白崎 今日は、神奈川県視覚障害者スキー協会が１０周年を迎えて、今回その記念誌を出すにあ

たり、発足当時を振り返ろうということで、皆さんにお集まりいただきました。題して協会発足

前夜『中八旅館の一室で』です。 
まず『中八旅館』について説明をします。ここは神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団（視援

奉・奉仕団）のブラインドスキー（視覚障害者スキー）の常宿でした。 
 

１９８６年第一回スキーツアー・岩原スキー場 
 
藤田 協会の第一回スキーツアーは、１９８６年２月１日から２日の１泊２日で行われ、確か土曜・日

曜でした。２月１日（土曜日）の朝７時に横浜駅出発でしたので、厚木の方から来た人は大変

だったと思います。 
白崎 記録では視覚障害者の参加が１０名になっていますけど、藤田さんの記憶によると、一人風

邪で不参加になって視覚障害者９人と晴眼者１６人、場所は岩原スキー場、藤田さんの奥様

の実家でした。参加費が１６５００円ということで。そんな経過で始まりました。 
協会の初代会長は藤田さん。藤田さんが会長に選ばれた総会というのが１９８５年８月１７日

（日）でした。 
藤田 ライトセンターで、上杉・福島・大里が中心になって設立準備会を開き、会則をどうするのか

等、ブラインドスキー（視援奉）が終わった直後から始まりました。 
白崎 そういうのをやろうという話が出たのが、タイトルにある『中八旅館』で、誰が火付けをしたので

しょうか。 
藤田 それはおそらく古畑さんだったと思います。 
白崎 どうですか古畑さん。 
古畑 酒飲んでたから責任はありません。（笑） 
藤田 話は福島悟君から出たと思います。 
白崎 福島君をそそのかしたのが古畑さんということになるのかな、（笑）そこでは具体的にどういう

話が出てたのですか。 
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「もっと滑りたいね」「どうする」 
 
藤田 懇親会が終わった後の部屋の中だったと思います。「楽しいね」ということから「もっと滑りた

いね」とはじまったわけですよ。そこでこんな話（スキー協会を作ろう）があるんだけど「どうす

る」「皆でやってみようか」という話になりました。お酒も入っていて、盛り上がってきました。 
古畑 あの頃は１９８１年の国際障害者年（国障年）の『完全参加と平等』というスローガンで、レクリ

エーションが初めて神奈川県の行動計画に登場した頃でした。日本でも「国障年」の前まで

視覚障害者のスポーツは、「理療関係の団体」「視覚障害者の雇用を進める会」とか「日本盲

人連合会」等職業関係の会の１行事で、スポーツだけ取り上げたグループはあまり有りませ

んでした。スキー協会ができたことで、神奈川県盲人卓球協会もでき、今年になってやっと

（スキー協会が出来て１０年目にして）フロアバレーボール協会が出来ました。（笑）スキー協

会設立は神奈川県において障害者当事者が中心になって運営するスポーツ団体が発足す

るきっかけになったと思います。 
上杉 勇気有ったんだね。 
藤田 自分達にはその意識はなかったけれど。（笑） 
古畑 歴史の流れを見るとそういうことになりますね。 
藤田 ただスキーを滑りたかっただけの気がしますけど。 
古畑 その当時、ライトセンターのクラブはライトセンターの中だけで活動していて、外に参加を呼

びかけることはなかった。そういう意味では、ライトセンターのクラブの方向が変わったというの

か、そのメンバーは閉鎖社会でなく、公募もするというような新しいパターンになったのではな

いかな。 
白崎 そもそも、『中八』でスキー協会設立の働きかけをしたというのは、年一回の奉仕団のスキー

だけでは物足りないんだ、もっとツアーを実施して欲しいという具体的な要求が有った訳でし

ょう。 
古畑 奉仕団のスキーが５年目に入った頃、初心者中心に行っていたツアーの参加者が上級者と

初心者に分かれてきたでしょう、その頃丁度うまく初心者は奉仕団、上級者は協会へと交通

整理ができたのです。 
白崎 視援奉でスキーを始めたときには、正直な話、視覚障害の人達がそう滑れるようにはなると

は思わなかった。 
上杉 だって、俺が滑れなかったもの。（笑・・笑）雪の上で遊ぼうから始まった。 
藤田 最初はたしかに「雪に遊んでもらう会」だったんだから。 
古畑 スキーとしてやって行くのだから、スキーができれば視覚障害者のボランティアだからといっ

て、点字を知らなくてもよいと変わって行き、視覚障害の方もスキーのうまい人が入ってきて、

結果論だけど５年位で丁度うまく切り替えができた。「８６年」のタイミングを失うと、うまい人も

つまらなくなり「なに！いつも初心者と一緒かよ！」というように、色々なことがタイミングよく

「ポーン」と弾けたのでしょう。 
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障害者の社会参加・初代会長 
 
上杉 障害者の社会参加「自立する」ということで、外へ出ていく舞台が非常に多く提供されてきた

わけです。一般市民の障害者に対する思いやりや行動が広がり、それに我々が乗るという舞

台が広がったわけです。その中で障害者は満足していなかった技術面もあったけど、乗せら

れてお世話になっているというスタイルだけじやなくて、自分達で企画したり、運営したり、そ

れに関わっていきたいと。ボランティアさんと一緒になってやっていき、できなくてもできても

良いから主体的に模索して行こうというのが色々な所で行われ出して、その流れが、スキー

協会の時にも大勢の皆さんが結構乗ってきて、その原動力になったのではないでしょうか。 
白崎 ８１年の「国障年」は日本にとって非常に大きな転換期になったわけですが、障害者の人達

をお客様として扱うという考えからスタートしてしまった。視援奉がスキーを始めたのも８０年だ

った。その時の中心はボランティア活動として障害者に雪の楽しさを味わってもらおうじやな

いかということが中心で、どちらかというとお客様的な部分が多分にあった。「国障年」をきっ

かけに当事者が社会参加を考えざるをえなくなってきたかもしれない。 
古畑 僕はたまたまスキーフォアライトというウィスコンシン州でやっているクロカンの大会に８３年に

行ったんです。「完全参加と平等」とか言葉は分かっていたけど、具体的には分からなかった。

スキーフォアライトは今年で２０周年を迎え、バットキースという全盲の人が全部仕切っている。

要するに当事者がやらなければいけないんじゃないかなとおもいました。色々動いてくれる

のは若いので福島君がいると行った具合になり福島君は年齢的にも若いので、会長は自然

に長老の藤田さんに決まって行ったのではないでしょうか。 
藤田 最初の案は、福島悟会長、私副会長、井田君事務局の予定だったと思います。 
白崎 視援奉のレクリエーション部会の特徴でもあるが、なるべく当事者に実行委員として参加して

もらおうという下地があって、それが協会発足に非常に大きな力になったのではないかと思

います。藤田さんがブラインドスキーに来たことは、我々にとってもショックだったんですよ。

視覚障害者のスキーとはこんなもんだろうというところを変えざるを得なくなった。年何回も滑

りたいんだったら自分達で実行し解決して行かなくては、本当にスキーを楽しむということは

できないという思いがありました。だけど当時ボランティアの方はきつかったね。 
古畑 うん、若かったし、はっきりいってスキーは「これ（お金）」高いもの。 
上杉 かなり負担を掛けていると感じていました。 
古畑 奉仕団のクリスマスの会等は当時２００円だった。（笑）スキーはその当時で１万うん千円でし

ょう、若い人には相当高かった。 
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ボランティア探し 
 
上杉 他のスポーツに比べると、スキーの場合は大分費用がかかりました。日本盲人マラソン協会

が設立されて、ボランティアを探し始めて、走るなんていうのは一番気軽にお願いできるんだ

けれと、スキーの場合に来てくれというのは大変なことでした。私もスキー協会というのは他の

ボランティアとは違うんだという意識を強く持っていました。お願いするのにかなり大変でし

た。 
藤田 最初の頃はボランティアを探すのに大変でしたね。 
白崎 発足当時、顧問という肩書き付けられた人の中に、奉仕団のスキーで指導員をやってくれた

人達が何人か入っていました。三井さん、金子さんは、たまたま僕と一緒にスキーパトロール

の資格を取ったので、視覚障害者のことは全然分からなくても視覚障害者のスキーをきちん

とやろうとした時、教えられる人が必要でスキーの専門家として協力してもらったわけです。 
古畑 ８１年の「国障年」の頃は、日本がまだ余力を持って経済発展をしてた時代だったけど９０年

過ぎた頃から経済状態が悪くなってしまった。あの頃（発足当時）はまだ余力が有り、若いボ

ランティアの人達は最初の頃はお金が大変だったけれど、世の中全体が良い雰囲気になっ

てきた時代でした。 
白崎 多少無理すれば、なんとかなるなという状況でした。 
上杉 当事者中心の企画や運営をしていくと、ものすごく学ぶことが多く、お客さんという気持ちは

弱かったです。自然に一人一人を分析してしまうので、当事者の中にはいるということは大き

なメリットがありました。 
白崎 それは晴眼者側にもいえます。誰かの為という考え方で企画して、色々意見を聞くけれど当

事者側は「やってもらっている」という感覚での遠慮がちな意見しか出てこない。一緒になっ

てやっていると、俺もこれだけのことをやるのだから、これだけのことはいわせて欲しいという

意見が出てきて、晴眼者自身にもひと味違う勉強になりました。 
上杉 ８６年は「障害基礎年金」ができた年で、障害者も経済保証が明確になり、ボランティアも経

済成長の恩恵に預かり、お金の余裕が幸いしたのでしょう。 
白崎 非常によいタイミングで社会全体の動きに乗ったのですね。 
上杉 １０周年を向かえられ、今まで継続できたという事は色々な良い条件が重なったんだと思わ

れます。 
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チャレンジ精神 
 
白崎 協会ができてすぐにバブルがはじけたような経済状態になっていたら、きつかったでしょうね。

基本的なことに戻りますが、藤田さんの場合は見えてた時にスキーをやっていて、スキーの

楽しさは体に染み込んでいた訳ですけど、上杉さんの場合は初めてですよね。何故、スキー

をやる気持ちになったのですか。 
上杉 私はもともと不健康だったのです。体重も多くて、高血圧、体型も良くなかった。若い頃は山

登りとか、水泳はしていましたが、仕事を始めてから体調も悪くなり、目も悪くなりました。丁度

その頃、女子マラソンが始まって、女子の方があんなに頑張れるのだったならば、体の弱い

私にもできるのではないかと思い見よう見まねで始めてみたのです。そしたら次々出来るよう

になり、女子マラソンに影響されて盲人マラソンが花開き始めた頃でした。他の事もやってみ

ようと、飛び込んでみたのがスキーだったのです。まだ、気も若かったし障害者のチャレンジ

精神ということで参加してみたのですが。参加してみたら藤田さんの素晴らしさに圧倒されて

のめり込んだのです。非常に居心地が良く、初めての事でも回数を重ねるごとにできるように

なってきた。最初は何もできなかったですよ。板に乗っているだけでした。白崎 私も良く知

っていますよ最初の頃は、私も苦労しましたから。運動してたというベースがあったから上達

が早かったのですよ。 
上杉 私のそれからの人生の大きな原動力になりました。 
藤田 初めて挑戦したことが成功したのですからね。 
上杉 いつでも思いは湧いてきますから。 
白崎 奉仕団の実行委員の間でも、意図的に協会を設立させようという意識が有り、それにたまた

ま奉仕団に参加していた障害者も、自分達も何かしなければいけないという気持ちが少しづ

つ浮き上がってきていた、そんな時に例の『中八』のこたつを囲んでの酒飲み話から現実に

なって・・・・ 
 

障害者スポーツのシンボル 
 
古畑 今、神奈川ではスキーがシンボルになってしまった訳だけれど、盲人卓球は盲家庭婦人に

とっては最適です。おしゃべりだけでも参加の場になっている。日本でもスキーの大会を目

指すのではなく、スキーを晴眼者とともに楽しむという、競技型からレクリエーション型になっ

てきた。 
上杉 障害者が一般の人に理解されていく方法はいろいろあります。スポーツは一般の人に親近

感があります。自分達もやっているし、障害者もやればできるという姿を見て、援助や協力さ

えあれば障害者もなんでもできるという意識転換になる。障害者スポーツは一般の人に与え

る影響が大きい。スキーは危険で大変な事であり、障害者にできると思われていなかった。

水泳などに比べると特異な存在だと思う。 
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白崎 最後に皆さんの夢をお聞きしたいと思います。全国に広げたいとか。 
上杉 ノーマライゼーションという事で我々が一般の所に入っていきたいと思います。障害者運動

会でなく、町内会の運動会に障害者が参加することで運営が変わり、健常者の参加の仕方

も変わってくるでしょう。ノーマライゼーションの達成には我々が散らばって色々な所に入っ

ていくことが大切だと思います。 
藤田 楽しみたい、のんびりスキーを楽しみたいです。市民スキーにも。現に横浜市のレク協会は

介護者さえいれば構わないといっています。協会会員と参加するのもいいかと思います。 
 

他県へ広げたい 
 
白崎 僕は、アメリカやヨーロッパの情報が欲しい。障害者スキーがどの程度市民権を得ているの

か、障害者のプログラムの中でどういう位置づけをされているか。協会は大きくなった方がい

いのか、このままの方がいいのか、むずかしい選択だと思います。大きくなると寂しい気がす

るし、このまま満足していては進歩がないし、他の県に広げるための準備をしたらいいと思う。

そういう先鞭を付けられたらいいと思います。昭和４０年に神奈川県点字図書館が出来て、キ

ャンプを始めたときが、視覚障害者のためのボランティアの流れを大きく変えたときだと思う。

キャンプは話し合って生活したり、一緒になって体を動かし、実行委員に障害者がどんどん

参加した。 
 

点字図書館『海老名館長』 
 
古畑 それには海老名先生の影響があったんですよ。障害者にやらせろといってくれた。 
藤田 危ないことばかり考えてしまって、事なかれ主義になってしまうでしょう。 
白崎 海老名先生が現役を退いて、ライトセンターへ来た頃、スキーが丁度始まったんですよ。海

老名先生はジャンプの選手だったんです。スキーをやりたいとおっしゃっていたんですが、

本当に来るといわれたらどうしようかと思いました。 
藤田 それでご理解もあったんですね。 
古畑 海老名先生の影響は大きかったですね。 
白崎 ボランティアにやりたいことをやらせてくれたという意味でね。 
古畑 もう一つ、偶然の良いことは、「国障年」の頃、海老名先生の弟子が県の要職にあったんで

すよ。一番弟子の高木さんが課長だった。 
白崎 話は尽きないのですが、この辺で終わりにしたいと思います。『中八旅館』から点字図書館の

『海老名館長』の所まで話しが行って、納まりがつきました。こういうことができるのは神奈川の

風土があるのかとも思いますが、それだけで終わらせてはいけない。広げていかなければい

けないと思います。 
今日はお忙しいところ、どうもありがとうございました。 
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協会発足前夜の前夜 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

私のスキー協会発足まで 

白崎正彦 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 「天職はブラインドスキーのインストラクター、趣味は音訳指導、そして、生活のために赤十字に勤

めています。」 
 以前から一度そんな自己紹介をしてみたいと思っている。 
 早いもので、視覚障害者のスキーに取りつかれて２０年が経ってしまった。 日本点字図書館の

テープ雑誌「つのぶえ」の制作をお手伝いしている時、前からやってみたかった視覚障害者のスキ

ーが上田の長野大学のボランティアが中心になって実施されていることを知り、テープレコーダー

を持って取材に行った。もちろんスキーも担いで。 
 「ひとつの会」という視覚障害者と晴眼者の交流グループが毎年開催している「晴盲スキーキャン

プ」は、長野大学の表氏を中心に、学生や一般のボランティアが全国（少々オーバー）から集まっ

た視覚障害者のスキーをお手伝いしていた。 
 スキーの指導法も介助法も決して特殊なものでは無いなと取材者の目で眺め、参加者に感想を

聞いたり、状況をテープに吹き込んでいる時、責任者の表氏から声がかかった。 「白崎さんスキー

指導の経験は」 待ってました！！この一言を。 
 １９歳の時に初めてスキーを履いて、翌年ボーナスの全てをはたいて道具を買い込み、スキー狂

いになって、何時かは視覚障害者のスキーを手がけたい想いが膨らんでいた。 
 視覚障害者のスキーはまず安全対策をと７２年に日赤神奈川県支部が開催したスキーパトロー

ル講習会に参加。志賀のジャイヤントで雪まみれになりながらスノーボートを曳き、夜の更けるまで

救急法を勉強してどうにか適任証を取得。このころから所属していたスキークラブではもっぱら初・

中級者の指導を担当した。 
 点字図書館職員という立場上一応視覚障害に関してはプロ（？）である。 
 キャンプ、ハイキング、盲人バレー、盲人野球、盲卓球等々、視覚障害者のスポーツには人並み

以上のかかわりをしてきたつもりである。 
 視覚障害者と共にスキーを楽しむ。後はタイミングだけだった。 
 そんな時期に「上田ひとつの会」のスキーキャンプに出会ったのである。 
 「もし良かったらスキーの指導を手伝ってもらえますか」 
 ここに着いたときからこの一言を待っていたのだ。 
 我が記念すべきブラインドスキーの指導が始まり３日間のスキーキャンプがアッという間に過ぎた。

翌年からできる限りこのキャンプに参加してスキー指導のお手伝いをしてきた。いつか神奈川の仲

間とスキーができるのを楽しみにしながら。 
 ついに神奈川でも視覚障害者のスキーを始めることになった。とはいっても、本当に視覚障害者

にスキーが受け入れてもらえるか半信半疑だった。 
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 ８０年１月（？）ライトセンターに集まる若いボランティアと数名の視覚障害者で「雪に遊んでもらう

会」がスタート。 
 旅行会社が実施するスキーバスに申し込んでのツアーで、会場は菅平高原が予定されていたが、

雪不足で菅平のスキー場には砂埃が舞っているということで、当日に草津スキー場に急遽変更、し

かし、草津のゲレンデも雪のあるのは人工降雪機で降らした、一番下の斜面だけ、リフトは動いて

いても、上ったら途中でスキーを脱いで歩かなければならないところがある状態だった。しかも雪質

はカチカチのアイスバーンでその上夏の湘南海岸のような込み具合。仕方なしに晴眼者がバリヤ

ーを作って、滑ってくる視覚障害者を抱え込んで止めるという、なんとも大変なスキーだった。 
 それでも大好評だった。全員が来年も是非やりたいという。そこで翌年から湯沢パークスキー場

（当時は湯沢新日本）で本格的なブラインドスキーが始まった。しかし当時のボランティアでまともに

スキーが滑れるのは数えるほどだった。ましてや、指導者など望むべくもない。そこで私と一緒にパ

トロールの講習を受けた仲間に助っ人を頼んで、講習会の形を整えることが出来たのである。 
 それから５年、もっと滑りたいという夢を叶えるために、全国でも珍しい視覚障害者スキー協会が

誕生した。けれども多くの視覚障害者にとってスキーはまだまだ遠い存在だ、晴眼者と同じように気

軽にスキーへ出かけられるようにするには沢山の課題が残っている。協会みんなの力でそのひと

つ一つを解決しなければ。ガンバロウ！！ 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第三部 ツアーの記録［実施西暦年］ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

スキーツアー参加者人数 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
  回数    １   ２   ３   ４   ５   ６  ７   ７   ８   ８   ９   ９  10  10  11  11 
 実施年  86  87  88  89  90  91 92A 92B 93A 93B 94A 94B 95A 95B 96A 96B 
 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ   10  10  13  15  14  15  15   10  13  10  10   7   9   9  10  11  
 晴眼者  16  21  26  29  21  32 27  22  28  26  32  28  25  27  26  24  
================================================================== 
 合 計   26  31  39  44  35  47 42  32  41  36  42  35  34  36  36  35   
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ツアー参加者一覧表 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 No Ｂ 名 前     参  加  年（Ｂはブラインドを示す） 
 
  1   相川隆英  87 
  2   秋沢智子  92A 
  3 Ｂ 浅田裕子  92A 93A 93B 94A 94B 95A 
  4   足立信雄  87 
  5 Ｂ 足立弘子      87 
  6   阿部正樹      86  87 
  7   有賀美由紀    92B 93B 94B 95B 96B 
  8   安藤喜文      89 
  9   安東 桂      86  87  88 
 10   飯沢荘平      87 
 11   飯野義行      90 
 12   五十嵐泰治    95A 
 13   石井孝子      91 92A 
 14   石井 尭      91 92B 93A 94A 
 15   石川友子     96A 
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 16   石崎たつや      91 
 17 Ｂ 石田信子      91 92A 
 18 Ｂ 石渡富子      87  88  90 
 19   石渡二三子     88 
 20 Ｂ 和泉厚治      90 
 21 Ｂ 和泉勝美      90 
 22 Ｂ 泉 裕子     93B 95B 96A 
 23   市場孝次        88 
 24   伊藤勝男      90 92A 96A 
 25   伊藤信三      93A 93B 94A 94B 95A 95B 96A 96B 
 26   稲藤俊裕      90 
 27   井上誠剛       86  87  88  90  91 93A 93B 
 28   岩崎かおる    94B 95A 95B 96A 96B 
 29   岩崎照夫     94B 
 30 Ｂ 上杉 惇      86  89 
 31   植野せつ子     90 92B 
 32   内田昌幸     92B 93B 94A 
 33   宇原秀昭      87  89 
 34   馬屋原久代    94B 96B 
 35   大岡静華     96A 
 36   大金 亭     95A 
 37   大口恵理     93A 95B 
 38   大久保秀子     88  89  90  91 92A 92B 93A 94A 95A 
 39 Ｂ 大里千之助     86  87  88 
 40   大塚高弘      86 
 41   大友邦宏      91 92A 92B 93A 94A 95A 96A 
 42   大友真須美     91 92A 92B 93B 94A 95A 96A 
 43   大八木ﾂｸﾞｵ     87  88  89 
 44 Ｂ 岡崎 学      88  89  90  91 92A 92B 93A 94A 94B 95A 95B 96A 96B 
 45 Ｂ 岡村孝二      91 92B 
 46 Ｂ 小沢靖子      86  87 
 47 Ｂ 小野 洋      89  90  91 93A 94A 
 48   恩田正明      91 92A 
 49 Ｂ 鹿島恵美子     88  89  90  91 92A 93A 93B 94A 94B 95A 95B 96A 96B 
 50 Ｂ 鹿瀬島知行    95B 96A 
 51   片山 和      89 
 52 Ｂ 加藤 勝     96B 
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 53   金沢明彦     94A 
 54 Ｂ 金沢真理      88  91 92A 92B 93A 93B 94A 94B 95A 95B 96A 96B 
 55 Ｂ 金子孝吉      87  88  89  90  91 92A 92B 94A 
 56   鏑木克芳      88  89 
 57   壁谷 始     94B 
 58   川口敏矢       89  90  91 92A 92B 93B 94A 95A 
 59 Ｂ 川添由紀     94A 94B 95A 95B 96B 
 60   川浪国雄      88 
 61   川村雅昭        87 
 62   神田陽子     92B 95A 
 63   神田育子     93A 93B 96A 96B 
 64   神田和江     92B 93B 
 65   神部尊徳     94A 95A 96A 96B 
 66   北沢仁美        88 
 67   北村孝児      91 92A 93A 94A 
 68   衣笠健一       91 92B 93B 94A 94B 
 69 Ｂ 木村蘭子       96B 
 70   串田直樹      92A 93B 94B 95B 96B 
 71 Ｂ 久保田貞子     86  87  88  89  90  91 92A 92B 95B 96B 
 72   黒田和光       90 
 73 Ｂ 幸村麻里      91 92A 
 74   後閑修介      89 
 75   五所宗厳       91 92A 93A 94A 
 76   小須田佳代    94B 96B 
 77   古畑英雄      86 
 78   小林功弘      87  88  89  90  91 92A 93A 94A 95A 96B 
 79 Ｂ 駒形美智子     90  91 
 80   小矢田ﾐﾁｵ       91 
 81 Ｂ 古山 久       89  90 93A 93B 
 82 Ｂ 古山由紀子     89 
 83   坂井正樹      89 
 84   坂井千鶴      89 
 85   鷺谷広道      92B 93B 94B 96A 
 86   佐甲信雄        87 
 87   佐々木ｵﾘ絵    94A 
 88 Ｂ 佐々木ﾐﾁ子     86 
 89   佐藤敦喜      96A 
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 90   沢田ゆうじ      91 
 91   塩沢哲夫       86  87  88  89 92A 
 92   塩沢 薫     92A 
 93   柴田頼子      93B 94B 95B 96B 
 94   志村好枝      92B 93B 94B 95B 
 95   白崎正彦       86  87  88  89  90  91 92A 92B 93A 93B 94A 94B 95A 96B 
 96 Ｂ 新城 直      86 
 97   新城ひろみ     86 
 98   新宅誠三郎     91 92A 93A 94A 95B 
 99   諏江信雄     94A 95A 96A 
100   末田靖則      86  87  88  89  90  91 92B 
101   菅原康宏      89 
102 Ｂ 鈴木敦子     92A 93A 
103   鈴木忠夫     96A 
104   陶山葉子     94B 96B 
105   草郷世津子    94B 95B 96A 
106   高田美知子    92B 93B 
107   高梨真一郎    94B 95B 
108   高梨留美子    95B 
109   高根 順      86  87 
110   高橋悦子      86  88 
111 Ｂ 高橋しのぶ    94A 95A 96A 
112 Ｂ 滝川泰代     92B 
113   田口朝子      88 
114   武井恵津子     89 
115   竹内清蔵      94B 
116   武田純太郎     89 
117   武田伴子      91 95A 96A 
118 Ｂ 立花明彦      87  88  89  90 
119   伊達奈穂子    93A 94A 
120   田中幸春      90  91 92A 93A 94A 95A 96A 
121   多比羅ﾁｶ子     88  89 
122   玉井照枝     94A 96A 
123   丹野美有紀    95B 
124   千葉裕之      88 
125 Ｂ 手賀由美子     88  89  90  91 92A 93A 93B 
126   手塚 靖      94B 
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127 Ｂ 寺沢正子     95B 
128   寺島正明     94A 96B 
129   東条道代      88  89  90  91 92A 93A 93B 
130   ときまさみ      87 
131   戸田恵美子    93A 
132   十々木一仁    94B 
133   豊嶋真帆     93B 
134 Ｂ 永沢美智子    92A 
135 Ｂ 中田順一      93B 94A 
136 Ｂ 中田千代子    92B 93B 
137   中村明子      93A 94A 
138   中村 繁     93B 
139   中村民夫      94B 95A 96A 96B 
140   中山志保      89 
141   中山初子     96B 
142   中山正幸      89 
143   中山貴樹     95B 
144   成田好一      89  90  91 92A 93A 94A 95B 96B 
145   成田和代       91 
146 Ｂ 西 文子      88  89 
147   野島正昭      89 
148   能瀬邦雄        88 96A 
149 Ｂ 野村宏子      86 
150 Ｂ 乗松良昌       87  89 94B 95A 
151   長谷川友子     88 
152 Ｂ 長谷川祐子    96A 
153 Ｂ 初瀬川正哲    93A 95A 95B 96A 
154   浜田 徹      96B 
155   林 あき       87  88  89  91 92A 93A 
156   針谷 誠       91 92A 92B 93A 93B 
157   春野富枝      94B 95B 96B 
158   秀島明子      86 
159   日比野典明     91 
160 Ｂ 平川裕通      96B 
161   平塚周三      88  89  90 
162 Ｂ 平塚秀人      92B 93A 
163   深沢美紀     96A 
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164 Ｂ 福島 悟       86  87  88  89  90  91 92A 92B 93A 93B 
165   福島安雄      92B 93B 94B 95A 95B 96B 
166   福田和子      86 
167   福田信子      86 
168   福田靖久     96A 
169   福室和子      88 
170   福山邦子      93B 94A 96B 
171   藤本和子      94A 94B 95B 96B 
172 Ｂ 藤田功三      86  87  88  89  90  91 92A 93A 93B 94A 94B 95A 95B 96A 96B 
173   藤田 滋     94B 95A 95B 96B 
174   藤原陽一郎    92B 93B 94B 95B 
175   古沢登美子    94B 
176   増田良一      86  87  88  89  90  91 92B 
177   松尾宏之      94A 95A 96B 
178   松川正蔵        87 
179 Ｂ 松本武雄      88  89  91 92B 
180   真弓 敦      95A 95B 96B 
181 Ｂ 杢代絵三子    92A 93A 
182 Ｂ 望月多美子     86 
183   本柳 博      91 93A 
184   八重樫幸夫    92A 93A 94A 95A 95B 96A 
185   八重樫美紀     90 93A 94A 95A 
186   柳崎一夫      90 93A 94A 95A 
187 Ｂ 矢部健三      91 92A 93A 95A 96B 
188   山内勝弥       91 92A 92B 93A 93B 94B 95B 96A 
189   山崎雅保      95A 
190   山下耕士      89  90 92A 95B 96A 
191   山田佳子     95B 
192 Ｂ 山田英勝     96A 96B 
193   山ノ井恵子     91 
195   吉沢正克       87  88  89  90 92A 93A 
196   吉田明美      93B 94A 
197   吉田英也      93B 94A 
198   若松一夫      92B 95B 96A 
199   若松民男       91 92A 93B 94A 94B 95B 96A 
200   渡辺文治       86  87  88  89  90  91 92A 93A 94B 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第一回－８６年 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：86 年 2 月 1 日（金）～86 年 2 月 2 日（日） 
      会 場：岩原高原スキー場 
      宿 泊：岩原高原ハウス 
      参加費：１６５００円 
      参加者：２６名（視覚障害者１０名  晴眼者１６名） 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第二回－８７年 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：87 年 1 月 30 日（金）～87 年 2 月 1 日（日） 
      会 場：石打後楽園スキー場 
      宿 泊：民宿「銀富士」 
      参加費：２３０００円 
      参加者：３１名（視覚障害者１０名  晴眼者２１名） 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第三回－８８年 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：88 年 1 月 29 日（金）～88 年 1 月 31 日（日） 
      会 場：石打後楽園スキー場 
      宿 泊：民宿「銀富士」 
      参加費：２３０００円 
      参加者：３９名（視覚障害者１３名  晴眼者２６名） 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第四回－８９年 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：89 年 1 月 20 日（金）～89 年 1 月 22 日（日） 
      会 場：石打後楽園スキー場 
      宿 泊：民宿「銀富士」 
      参加費：２３０００円 
      参加者：４４名（視覚障害者１５名  晴眼者２９名） 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

シーハイル 

林 あき 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 今年もまた白い恋人に会いに石打へ出掛けました。青春時代の大半と言っても良いほど夢中に

なった「白い恋人」のところへ。（その割には今一つの滑りと言う影の声もありますが・・・・）仕事・子

育て・主婦の三足のワラジを履いて、細い身体にムチ打って（この辺は強調させてください。スキー

の滑りから見てガッチリ男性的体型と思われていることもあり、念のため。）精神的なストレスから来

るアレルギーを一年中お友達に持ち、日々髪を振り乱して動き廻っている私にとっては大好きなス

キーができる唯一の機会がこのブラインドスキーツアーなのです。それなのにそれなのに何と言うこ

とでしょう。今年の石打の雪不足は。二日目の懇親会で大いにお酒を飲み「雪ごい」をしたというの

に。あげくの果てには雨まで降るなんて。あんまりではありませんか。きっと日頃の行いの悪いバッ

カスがいたのでしょうね。心当たりのある方、お酒をほどほどにして、これを機会に今からしっかりミ

ソギをして、来年に備えてください。 
 でもブラインドスキーはこれ位の雪不足には決してめげません。鮮やかにブッシュをかき分けかき

分け滑りました。 
 ゲレンデのあちらこちらから聞こえる笛の音、パートナーの声、広いゲレンデを風を切り全身で雪

に挑戦して行く仲間達を私はいつも誇らしく思い、そして感動を覚えます。 
 二・三泊のほんの短期間ですが、どんどん上達して行き、上達とともに次年度はスキー道具が新

品に変わっていくのを今年もまた羨ましく思いながら・・・ 
 最後にいつもこの会のお世話をしている藤田会長始め運営委員会の皆様、そして会員ボランテ

ィアの皆様、私にこのような素晴らしい機会をお与えくださいまして、ありがとうございました。感謝で

す。 
 ブラインドスキー、シーハイル、シーハイル、シーハイル。 
 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第五回－９０年 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：90 年 1 月 19 日（金）～90 年 1 月 21 日（日） 
      会 場：丸沼高原スキー場 
      宿 泊：民宿「大倉荘」 
      参加費：２５０００円 
      参加者：３５名（視覚障害者１４名  晴眼者２１名） 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第六回－９１年 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：91 年 1 月 25 日（金）～91 年 1 月 27 日（日） 
      会 場：丸沼高原スキー場 
      宿 泊：民宿「大倉荘」 
      参加費：２４０００円 
      参加者：４７名（視覚障害者１５名  晴眼者３２名） 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ブラインドスキーに参加して 

大友真須美 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 スキー狂いの私共が、新聞の小さな記事を見つけ、「是非、ご一緒したい」と思ったのが始まりで

す。２人共１０年以上の経験を持つスキーヤーで、何十日も、何百日も、ゲレンデに立ったけれど、

目の不自由な方が、スキーを行っているのを見たことはありません。ですから、どれ位、どのような

形で滑るのか、想像もつかなくて・・・・どうやって教えたらいいのか、どうやってリフトに乗せたらいい

のか、それよりどうやったら一緒に歩けるかしら・・・・。何もかもが、初めての経験で不安だらけ、ライ

トセンターでの説明会で、アイマスクをして、手を引かれて歩いたとき、主人と組んだ私は日頃から

の「信用ならぬ」という感情も手伝い、まあ怖かったこと、怖かったこと・・・・こんなに何も見えない中

で、怖い思いをなるべく少なく、スキーをするには、なんて考えたらキリが無くて、とにかく怪我だけ

は！と思い、参加となりました。 
 晴眼者のほとんどの動機は「何か役に立てたら」という気持ちで、ボランティアも初心者の方が沢

山でした。緊張の中、視覚障害の方がとても明るく、気持ちのいいジョークを飛ばして下さいました

ので、私達の緊張もほぐれ、大変気が楽になりました。驚いたことに、道案内程度をするだけで、身

の回りの全て、ご自分でなさるので、今まで自分が考えていたボランティアというものを考え直させ

られました。もっと素直に手を出せば良かったと、反省しております。もっと反省しているのは、ゲレ

ンデに出てからの皆さんの口から、「出来ない 怖い 立てない」そんな言葉を聞いていない、とい

うこと。丸沼にもいました、一人の若い女の子を、４人の男性が「せーの」なんて立たせていた方々、

皆さんのゼッケンに小さくなっていたのではないかしら・・この方々だけでなく、一般スキーヤーの目

がとてもあたたかだったのは、それぞれに、反省していたのだと、私は思っています。勇気と自信と

自分自身というものを、見つめ直す、とても良いチャンスをあたえて下さった皆様に本当に感謝して

おります。あまり、お役に立たなかったかも知れませんが、最後の最後におしりをついてしまった、

たてまりちゃんの「くやしいー」と言ったあの言葉を、心の支えに、また来年も「是非 参加させてい

ただこう！！」と思っております。 
   この気持ちを、一人でも多くの晴眼者に。 
   スキーの楽しさを、一人でも多くの視覚障害者に。 
伝わっていくことを心から望んでいます。 



 - 25 - 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

スキーツアーに参加して 

金沢真理 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 私がスキーを始めたのは１０数年前のことでした。その時は、雪がない年でゲレンデの端を歩いて

いました。まだ、視力があった頃のことです。なんと、後ろからぶつけられ、全身打撲で意識不明、

記憶喪失という大怪我で半年も入院してしまいました。 やはり、視覚障害になってやってみると、

体がこわがってしまい無惨なものでした。このツアーは今回で２度目です。この会のツアーにははじ

めて参加した時もそうでした。体が後ろにひけてしまい、リフトからは、まともに降りられず立てませ

んでした。転んでも一人で立てず、ほとんど迷惑だけをかけていたものでした。スキーは苦痛でとて

も次の年に行く気にはなれませんでした。 
 ふだん一人歩きしているときに、頭にきちんと地図が入っていればあまり緊張しないで歩けます。

１度より２度、何度もいったことのあるところは比較的安心して歩けるものです。スキー場でも同じこ

とで、リフトの降りる場所もゲレンデも１回目の時は緊張してしまいます。杖で確認できるわけでもな

く、ただただパートナーの声だけが頼りなのです。最初は、ハラハラドキドキ。私としては、最低２度

は同じゲレンデで滑りたいと思っています。パートナーの声のかけかたがわかってくると、言うとおり

にしていればまちがいないと思い、不安も怖さも半減します。もちろん私の場合、指示通りにいかな

いということはありますが。声のかけかたで私が不安になるのは、言葉が聞き取りにくかったり、声が

とぎれたりすることです。それと迷ったり、焦ったりしていると、必ず声質が違って聞こえるのです。そ

れもまた不安になってしまいます。 
 今回、贅沢にもパートナーが３人もかわりました。多分私くらい滑れない人は、かわらないほうがい

いのだと思います。方向指示だけでなく手がかかるわけですから、それだけお互いになれるまで時

間がかかるわけです。今回ハラハラドキドキの時間が本当に短くてすみました。スキーが上手な人

についてもらうと、指示もゆとりをもって言えるのかなと感じました。 
 まだまだ怖さはとれませんが、やっとスキーが楽しくなりました。感動の極みです。皆さんに感謝し

つつ、終わりにしますが、来年もぜひお目にかかりたいと思います。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第七回－９２年Ａ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：92 年 1 月 24 日（金）～ 92 年 1 月 26 日（日）Ａコース 
      会 場：丸沼高原スキー場 
      宿 泊：民宿「大倉荘」 
      参加費：２５０００円 
      参加者：４２名（視覚障害者１５名  晴眼者２７名） 



 - 26 - 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

丸沼高原スキー 

浅田裕子 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 丸沼高原スキーツアーに参加できたことを私はとても喜んでいます。皆様の温かいお心遣い、ほ

んとうに思い出として深く私の心に残ります。 
 視覚障害者になってから、初めてスキーをはきました。それ以来冬が来るのを待ち遠しく思い、こ

のグループの仲間へ参加できてとても喜んでいました。白銀の世界に、スキーをはいて、風を切り

滑るスリルと冷たい風が何かとてもロマンチックで、まるで夢ではないかと感激し、夢中で滑りまし

た。 
 リフトに乗っている気分の爽快さ、これはまた別世界です。冷たい風でなんとなく高さがわかるの

です。リフトに乗ることも、滑ることも皆様が参加してくださったおかげです。 
 私達障害者は、ボランティアを勤めてくださる方がいてできるのです。とても心暖まる思いでいっ

ぱいです。忙しい毎日の生活の中で障害者にこの喜びをくださることほんとうに感謝しております。

また、来年も参加できればと楽しみに待ちます。 
 なかなか行かれるチャンスがないのでやっと覚えましたが、来年になればまた多分初歩に戻って

しまうと思います。何度か参加しているうちに上達もするでしょう。 
 やっぱり日数がたくさんあれば、もっと楽しくまた上達もすると思いますが、忙しい方々が私達の

ために催してくださるのでこれも仕方がないことです。 
 これからも毎年ツアーを開いてくださること楽しみに待っています。 
 ありがとうございました。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第七回－９２年Ｂ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：92 年 2 月 23 日（日）～ 92 年 2 月 26 日（火）Ｂコース 
      会 場：エコーバレースキー場 
      宿 泊：ペンション・森の音楽家 
      参加費：２８０００円 
      参加者：３２名（視覚障害者１０名  晴眼者２２名） 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

スキーツアーに参加して 

有賀美由紀 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 私は、視覚障害者とのスキーツアーに初めて参加をして、私のパートナーであり、ブラインドのＴ

さんの３日間の奮戦記を、是非、描き上げてみたいと思います。 
 私は、このスキーツアーの参加は初めての体験でした。私の役割は、スキーが初めてに近いＴさ

んのパートナーになることでした。 
 もちろんＴさんはスキーが初めてなので、１日目、２日目の午前中までは、基礎的な部分を教えて

もらい、私はパートナーというよりは彼女を励ます見学者でした。 
 彼女自身もスキーが初めてということで、長いスキー板とギブスをはめたような靴とで非常に苦労

をしていました。そんな苦労をしている彼女に心配をして様子を聞いてみると、高校生の頃まで剣

道を習っていて、非常にきつかったそうです。そのとき、私は彼女の鋼鉄の根性を見ました。そのよ

うな根性を持ったＴさんはメキメキと音が鳴っているのが聞こえて来るくらいスキーが上達して行きま

した。 
 ２日目からリフトに乗り少しずつ長い距離を滑り始めました。私にもその頃からパートナーという役

割が付いてきましたが、初めの頃は、一緒に滑るという要領が掴めなく２人でぶつかっては、転ん

だりしながらゲレンデを下りてきました。それでも彼女の鋼鉄の根性を見ていると私も頑張らなくて

はと奮起させられました。 
 ツアーの最終日に約リフト３本分ぐらいを続けて下りてきました。途中ゲレンデが狭くなったりして

ターンが小回りになったり四苦八苦しましたが、ノンストップで下りてこれたときは心から嬉しかった

です。このように感動したのは久し振りであり、忘れかけていた部分のように非常に新鮮に感じまし

た。 
 鋼鉄の根性を持ったＴさんには拍手を贈るとともに、このような感動を与えてくれた関係の皆さん

にも感謝をします。またお会いできる日を楽しみにしています。 
 最後にＴさんの通っていた剣道部はほんとうに大変だったのですね！是非、この根性を大切に

し？頑張ってください。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第八回－９３年Ａ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：93 年 1 月 29 日（金）～ 93 年 1 月 31 日（日）Ａコース 
      会 場：丸沼高原スキー場 
      宿 泊：民宿「大倉荘」 
      参加費：２８０００円 
      参加者：４１名（視覚障害者１３名  晴眼者２８名） 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

丸沼高原スキーツアー報告 

Ａコース実行委員 大友邦宏 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 Ａコースは、藤田功三、小野洋、岡崎学、大友邦宏、小林功弘、鈴木秀子、八重樫幸男、吉沢正

克の８名の実行委員で企画・実施しました。 
 ツアーは、１月 29日(金)～1月 31日(日)の期間、群馬県丸沼高原スキー場にて例年どおり実施

し、43 名(視覚障害者 14 名、晴眼者 29 名)の参加を得ました。現地でのプログラムにおいては事

故もなく、参加された皆様の御協力により無事に終了する事ができました。 あらためてお礼申し上

げます。なお、ツアーの際やその後の交流会等で頂きました貴重な御意見、ご希望は、検討させ

て頂き今後のツアーに反映させていきたいと思います。 
 今回は、その中の課題のひとつ、宿とスキー場の変更問題について紹介し、皆さんからの意見が

頂ければと思います。 
皆さんから寄せられた御意見には、次のようなものがありました。 
 (１) 宿からスキー場までバスでの移動となり時間的ロスが大きい。 
 (２) 現在の宿も悪くは無いが、部屋割人数、食事等について改善できないか。 
 (３) 日程的にきびしく実滑走時間が少ない。 
 (４) 他のスキー場へ行きたい。 
 宿については今回も丸沼周辺で検討してアプローチしてみましたが、次の理由により、約５０人近

い収容人数問題がネックとなって変更できませんでした。 
 ａ. 丸沼ペンション群はキャパシティが少なく 20～30 人程度、大型駐車場もなく歩くにはやや距

離がある。 
 ｂ. 基本的に全員同一宿泊場所としたい。 
 ｃ. ゲレンデ下のシャレー丸沼は、団体は比較的敬遠され、極端にはやいアプローチが   必要

であった。 
 滑走時間の問題、新たなスキー場への希望を勘案するとバスでの移動なら片道４～５時間程度、

で検討していきたい。また、新幹線による移動もよいかも。選択においては、同一宿泊施設、移動

時間、ゲレンデ状況を勘案し検討したいと考えております。 
 何か御意見があれば是非、お聞かせ下さい。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第八回－９３年Ｂ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：93 年 2 月 28 日（日）～ 93 年 3 月 2 日（火）Ｂコース 
      会 場：エコーバレースキー場 
      宿 泊：ペンション・森の音楽家 
      参加費：３２０００円 
      参加者：３６名（視覚障害者１０名  晴眼者２６名） 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

エコーバレースキーツアー報告 

Ｂコース実行委員長 衣笠健一 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 Ｂコースは、金沢真理、大友真須美、福島安雄、若松一男、衣笠健一の計５名の実行委員により

企画・実施された。 
 ツアーは、２月 28 日(日)から３月２日(火)までの２泊３日の日程で実施し、36 名(視覚障害者 10
名、晴眼者 26 名)の参加を得た。ツアーを計画するに当たり、8 月 2 日(日)にライトセンターにおい

て１回目の実行委員会を行い、ツアー終了後の反省会(3 月 8 日)まで計 10 回の実行委員会を開

いた。 
 スキー場は、前年の報告から概ね好評だったエコーバレースキー場とした。日程については、当

初２月 21 日(日)から２月 23 日(火)を予定していたが、８月２日時点で予約が入っており、やむを得

ず１週間後となった。宿を変更することも考えたが、参加費が高くなるため(森の音楽家はペンショ

ンのバスがあり交通費が安い。)前年どおりとした。 
 ツアーでは大きな事故もなく、無事終了することができた。ツアーの成果と課題として、良かったこ

とは、 
 (１)雪質が良く滑り易かった。 
 (２)ゲレンデがすいており、たくさん滑れた。 
 (３)スキー場側の対応が良かった。 
 (４)宿に楽器等がたくさんあり楽しめた。 
 ことがあげられる。 
 反省点としては、 
 (１)サブリーダーの役割が徹底されていなかった。 
 (２)ペンションの玄関の階段が非常に危険であった。今回は階段にロープを張ったが、それでも

危険であった。 
 (３)地下への階段のドアが開いていて危険であった。 
 (４)乾燥室が狭かった。 
 (５)３月にツアーを実施すると参加しにくい人が多いので、２月に実施した方が良い等があげられ

る。 



 - 30 - 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

エコーバレースキーに参加して 

相模原市 山岸裕子 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ２月 28 日朝、家を出た途端、冷気が頬をさしました。 
 「やったあ！この分じゃゲレンデの雪質も良好だぞ」寒さに強くはない私も、この朝ばかりは早春と

は思えぬ寒波ににんまり。胸ときめかせてエコーバレーに向かいました。 
 日曜日の昼下がり。ウイークエンドを雪と戯れたスキーヤー達とすれ違いに私達はゲレンデへ。

思った通り雪はさらさらの優れ物。まず足馴らしに一滑りです。気象良好！雪質良好！私のコンデ

ィション超良好！胸の内で幾度も確認しながら、ペンション「森の音楽家」に帰りました。 
 ウイークデイのゲレンデって、視覚障害スキーヤーには最高です。すいていて、リフト待ちも０分。

気がねなく伸びやかに滑れます。二日目いっぱいと帰る日の午前中、存分に滑ることができ、お蔭

で少しは腕を上げました。私の技術的な目標は、力を抜いて体のバランスを保つことでした。スピ

ードがつくとまだ少し力が入るものの、どうやら「コツ」を体に覚え込ませることができました。このこと

を宿である先輩に言ったら、「あなたもスキーの楽しさがわかったようですね」だって。そうなのです。

私のスキーへの恋心はぐんと熱く深いものになったのでした。 
 スポーツすれば食欲は３倍増。メニュー多彩で味抜群の夕食を食べたこと、食べたこと。夜だけで

は足りず、帰りのバスでも眠り、結果スキー帰りの私は少し太ったみたいです。お仕事の関係で週末

しか出掛けられない方にはお気の毒ですが、ウイークデイこそ私達には理想。パートナーさん達へ

の感謝と共に、来年もウイークデイを絡ませたツアーを計画していただきたいとの思いを深めました。

それから、夜の親睦も楽しかったけれど、一人で過ごしたい人、疲れている人、静かな語らいとお酒

を味わいたい人などいらっしゃるでしょうから、夜はフリータイムっていうのもいいなと思いました。 
 さあ、お土産に買って帰ったワインを飲みましょう。来年は、雪もワインも恋人と味わえるかしら…？ 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第九回－９４年Ａ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：94 年 1 月 28 日（金）～ 94 年 1 月 20 日（日）Ａコース 
      会 場：エコーバレースキー場 
      宿 泊：ペンション・エスポアール 
      参加費：３００００円 
      参加者：４２名（視覚障害者１０名  晴眼者３２名） 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第９回スキーツアー 

川添由紀 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 私はＡ、Ｂの両コースに参加させていただきました。両コースとも、それぞれに楽しくて、とてもよい

ツアーでした。 
 Ａコースは、出発する前から雪が降っていて、ツアーが順調にいくか少し心配でしたが、意外と渋

滞もしなくて、無事にスキー場に到着することができました。 
 スキー場は雪質がとてもよくて、楽しく滑ることができました。私はこのツアーに参加するまでは、

スキーが楽しいという気持と、怖いという気持が半分という感じでしたが、このツアーでスキーをして

いるうちに、だんだん怖い気持が楽しい気持に変わっていきました。それはパートナーさんのおか

げだと思います。 
 それから雪質がよかったので、いつもは転んでばかりの私が、あまり転ばずに滑ることができて、

転ぶ回数が少ないと、疲れも少ないということがわかりました。というのは、このツアーに参加する前

までは、スキーをした次の日は、体中が痛くなってしまいましたが、このときはいつもに比べて体も

痛くならなかったし、疲れもすごく少なかったのです。私がいままでに行ったことのあるスキーの中

で、このツアーがいちばん楽しかったです。 
 Ｂコースは、天候に恵まれず、スキーはあまりできなくて、残念でした。このツアーでは、改めて自

然のすごさを知ることができました。１日目は晴、２日目の午前中は雨、午後からは雪、そして３日

目は吹雪と、いろいろな天候を体験しました。 
 私はスキー場で雨が降ったなんてはじめてだったので、それだけでもびっくりしましたが、息がで

きないほどの吹雪にはもっとびっくりしました。このツアーでよかったことは、宿泊場所がゲレンデの

真ん前だったということです。私はゲレンデにあんなに近いところに泊まったのははじめてだったの

で、とっても嬉しかったです。 
 両方のツアーで、一生懸命いろいろなことを教えてくれた皆様、本当にどうもありがとうございまし

た。おかげさまで、ツアーに参加する前の何倍もスキーの楽しさを知り、怖さがなくなりました。来年

は少しでも上手に滑れるようになれたらいいなと思っていますので、これからもどうぞよろしくお願い

します。それから今年のツアーでは、声と名前を一致できなかった方もいたので、来年は１人でも

多くの方の声と名前が一致できればいいなと思いました。 
 最後になりましたが、Ａ、Ｂ両ツアーの実行委員の皆様、とても楽しいツアーを計画してくださいま

して、本当にどうもありがとうございました。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ブラインドスキー初体験 

寺島正明 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 エコーバレーへひた走るバスの中でブラインドスキーの説明を聞くにつれ、単純に「大好きなスキ

ーで人助けができるなら」と参加した自分の浅はかさを恨まざるを得ませんでした。確かに、冷静に

考えて見れば、私が目を閉じてスキーをすることなど不可能に違いないのです。つのる不安の中ス

キー場に到着、初めはアシスタントをすることになりました。ところが、スキーの前にさえ危険は満ち

ていたのでした。例えば、ゲレンデまで車の通る滑りやすい道路を歩いて行くことやリフト券を買うこ

と、リフトに乗り降りすること、準備体操………。どれ一つ取ってもたやすいことではありません。まし

て滑るなんて………。ところが、ブラインドの方々の滑りの上手なこと！感動しました。そして、なん

だかとてもうれしくなりました。 
 午後には早くもパートナーに昇格（？）、ブラインドの方を誘導させていただきました。しかし、元

来慌て者かつ上がり性の私、大声で間違った方向を指示したあげくに訂正したりするので、多大な

迷惑をかけてしまいました。とうとうリフトで降りる方向を言い損こね、ブラインドの方を降り場の台か

ら転げ落としそうになってしまいました。（小野さんごめんなさい）。私が真っ青になったのは言うま

でもありません。しかし、ブラインド・パートナーは怒りもせず、逆に慰めてくださいました。 
 自分が知っているスキー技術や練習法等を伝えて、皆様の上達の助けになれたらと参加した私

ですが、おこがましい話しでした。むしろ、教えられることの方が多かったように思われます。この先、

こんな私にお役に立てることがあるかどうかわかりませんが、是非来年のスキーツアーにも参加させ

ていただきたいと思います。そのためには、右と左を正しく速く言えなくてはなりませんが。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第九回－９４年Ｂ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：94 年 2 月 20 日（日）～ 94 年 2 月 22 日（火）Ｂコース 
      会 場：丸沼高原スキー場 
      宿 泊：シャレー丸沼 
      参加費：３９０００円 
      参加者：３５名（視覚障害者 ７名  晴眼者２８名） 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

丸沼ツアーを振りかえって 

実行委員 志村好枝 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 その後遭遇する大雨、猛吹雪などの予想もつかぬほど穏やかな春の日に照らされた新宿副都心

を出発したＢコース丸沼高原スキーツアー一行は視覚障害者７名、晴眼者 30 名。バスは順調に進

み、雲一つなく晴れ上がったゲレンデに勢揃いしたのは１時半だった。その時「せっかくいいお天

気だから」と滑り始める前に全員で取った集合写真が、スキーウエアで取った唯一の写真になろう

とは誰も予想はできなかった。サブリーダーの吹く笛の音があちらこちらから聞こえ始め、いよいよ

スキー開始。ゲレンデ中に黄色いゼッケン、そして「右」「左」の掛け声も１年ぶりの光景。たっぷり

滑った顔にその日の満足感と明日への期待を覗かせ、さらにビールも進んでほてった様子で初日

は終了した。 
 一夜明けた翌朝雨音で目が醒める。それもどしゃぶりの雨。「何とか滑りたい」の思いで偵察隊２

名が重装備で雨の中を出たものの、ゲレンデも最悪との判断で滑走中止を決定せざるを得なかっ

た。時間がたつに連れ雨からみぞれ、そして雪へと状況は刻々と変化し、２時から「滑ろう」に意見

が一致。午前中の遅れを取り戻すべく時折吹く強い風や降りしきる雪を吹き飛ばす熱気は、不思

議にも強い雪を小雪に変えてしまった。滑る時間は少なかったものの怪我もなく二日目も終了し

た。 
 余ったエネルギーは夕食そして懇親会へと持ち込まれ、夜遅くまであちらこちらで話しの花が咲

いた。 
 そして翌朝大きなシャレー丸沼が風に揺れ、一寸先も見えない程の猛吹雪で朝からリフトは全面

停止。とうとう最終日は滑ることはできなかった。さらに迎えのバスが雪で大幅に遅れたと最後まで

天候に左右されたツアーも参加者の皆さんの明るい対応で無事に新宿で解散することができた。 
 初めて実行委員として参加し、目まぐるしく変化する状況に速い対応ができず、参加の皆さんに

不安やご迷惑をお掛けしたことに対し、お詫びすると共に、皆さんのご協力に心よりお礼を申し上

げたい気持ちで一杯です。お天気には逆らえないと言いつつも、とにかく全員が無事故で終えら

れ、改めてお一人お一人の方々にあ・り・が・と・うの言葉を贈らせていただきたい。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

丸沼高原スキーツアーを終えて 

藤田 滋 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ２月２０日（日）から２２日（火）までの３日間のスキーツアーは近来まれに見る楽しく変化に富んだ

ものでした。 
 内容詳細を書くつもりであったが、多分どなたも聞かれたと思うが、過日のＮＨＫレポートが何にも

優ると思うのでそれを聞いていただき、本文では省略したい。 そこで私としてはこのツアーに参加

され、知り合った方々をご紹介する、人物紀行文としたい。（何分にも沢山の方々なのでイメージ違

いの表現があってもお許し願いたい）総勢３７名、記憶をたどりながらご紹介してみよう。 
 まず障害者の方々では、若さもプラス可愛い感じの浅田さん、殿下のニックネームがピッタリの岡

崎さん、小柄なお姉様、鹿島さん、いつもスタッフとしてご苦労されているのにほがらかに笑いとば

される金沢さん、少しのんびり屋さんの川添さん、スキー場に単身赴任の乗松さん、そしてこの人無

くてはツアーが出来ない藤田会長、皆さんとても障害者とは思えない行動力と明るさ、私の人生の

大いなるお手本にしたい。 次には晴眼者のパートナー経験の方々、殿下あこがれの人、来年の

パートナー決定の有賀さん、私達中年のあこがれハッピリタイアメンントの星、伊藤さん、日本のや

さしいお父さんという感じの衣笠さん、ヒゲのすてきな串田さん、中年あこがれのマドンナ柴田さん、

ツアー全体のコントローラー、スーパーウーマン志村さん、吹雪と嵐を持って来た白崎さん、ゆった

り安心の人、福島さん、静かなお坊ちゃま藤原さん、吹雪の中のガイド役、頼りになる男、山内さん、

まかせて安心の人生経験豊かな若松さん、静かなソフトボイス渡辺さん、等々、皆さんさすがパート

ナー経験者、すてきな方々ばかり。 
 そして、今回初参加の方々、ＯＬの雰囲気そのままにやさしい岩崎かおりさん、本人いわく地味で

控えめ岩崎照夫さん、接客のプロ、さすらいのギャンブラー馬屋原さん、良いお話を聞かせていた

だいた壁谷さん、若くてガンバリ屋さん陶山さん、ケーキを作らない？ケーキ屋さん草郷さん、静か

な中年、高梨さん、努力の人、竹内さん、体育会系でガンバガンバの丹野さん、青年の代表手塚さ

ん、ユーモア一杯、手作り作品の主、十々木さん、海も愛する中村さん、そして、すてきなお姉さま

方、春野さん、藤本さん、古沢さん。 
 最後に、今回のツアーにオブザーバー参加、ＮＨＫの二人、体育会系スキー部出身、林さん、ラ

ジオからの声が更に良い柴田さん。初参加の方々は一生懸命のガンバリヤさんグループでした。 
 以上これらの方々が、最初のチョットよそ行きから、最後には吹雪の中での一体感となり、大成功

だったツアーの主人公でした。 
 今回のツアー、私にとっては半生紀を過ぎた人生の中でも特に思い出深い経験となった。なには

ともあれ１９９４年初春、白い雪の中、感動ツアーの幕は降りました。このツアーを企画、実行された

事務局の方々に感謝、感謝。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第十回－９５年Ａ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：95 年 1 月 27 日（金）～ 95 年 1 月 29 日（日）Ａコース 
      会 場：エコーバレースキー場 
      宿 泊：ペンション・エスポアール 
      参加費：３００００円 
      参加者：３４名（視覚障害者 ９名  晴眼者２５名） 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

エコーバレースキーツアーに参加して 

武田伴子 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 スキー協会の会員になってから、もう４年。自称「幽霊会員」が、やっと、念願のスキーツアー参加

を果たした。 
 何事にも物おじしないのを売り物にしている私でも、ライトセンターで見かけた方はいるものの、単

身、見知らぬ人の中に入って行くとあって、さすがにやや緊張気味。海老名駅に着いた時はどうな

るかと不安だった。ところが、小田急線の改札を出て周囲を見回すと・・・・、誰もいない。時間は間

違えていないはず。一瞬どうしようかと思ったとき、ライトセンターで見かけた人の顔。すがる思いで

声をかけ「集合は改札口ですよね。」と確認すると、「相鉄線の改札はあっちじゃないかな。」とのこ

と。ホッとするやら、早速ドジったと思うやら。 
 無事、集合場所に着くと、何だか皆さん、すごく和気あいあいとしたムードで、どう見ても年数回の

スキーツアーだけの友人とは思えない。自分だけ浮いてしまうのではないかとまたまた不安。 
 この緊張を持続したまま、バスについてみると、入り口で幹事の方たちの明るい声。いよいよ来たの

だ・・・という妙な感慨。ここで、まずは、借りてきた猫のように（取りあえず？）猫をかぶっておとなしく

席にすわる。しかし、見渡すバスの中はどう見たって修学旅行か社員旅行。年齢も環境もバラバラの

筈なのに、妙にわいわいムードで盛り上がっている。何となく場に圧倒されているうちに出発。すると、

どこからともなく「お酒」のはいったコップが手元に来た。「おいおい、これはスキーだけを目的とした

真面目なツアーではなかったんだっけ？？」と思って振り向くと、バス後部はもはや宴会状態だ。何

だか、楽しいツアーになりそうな予感がしてきて、緊張の糸が一本、また一本と切れていった。 
 次の日は、いよいよスキーである。資料は何度も戴いたし、それをしつこく読み返してはいたが、

やっぱりどうなることかと不安、不安、不安・・・ところが、幸運なことに、初日は白崎さんの講習があ

るとのこと。これには、本当にホッとした。いざ、やってみると日頃は口数の多い私だが、肝心なとこ

ろでは声が出ない。特に、とっさの一言が思いつかない。あっという間に午前中の講習が済み、午

後はいよいよ本番。わからないのと緊張しているので、先輩の岩崎さんが神様のように思える。それ

でも、どうにか午後のスキーを終了した。 
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 夜になると昼間、話をしたことで肩の力が抜けたようで、初対面の気分がとれ、すっかりリラックスし

て夕食に臨むことができた。慣れないスキーの緊張が解けたというか、ビールのおいしいこと！！

食事が終わってからの宴会では、もう、すっかり「仲間」気分。昨日、海老名の駅で私の目に飛び込

んできた和気あいあいのムードに浸った。 
 二日目は高橋さんのパートナーとして福島さんフォローのもとゲレンデへ。高橋さんには土曜日

の午後からおつきあいいただいて、大分感じがわかってきたので楽しくなった。おもしろくなって、と

にかく滑った。あとから聞いたところによると、休憩をとらずに滑り続けていたのは、私たちだけだっ

たようだ。でも、やはり新米パートナーは危なっかしく、自分の方が転びそうになったり、ぶつかりそ

うな場面で「止まって！」と言うのが精一杯だったり。その度に、福島さんはさっと前に出て声を掛け

続けてくださったり、ぶつかりそうになった人と高橋さんの間に滑り込んで下さったり、その反射神経

ととっさの判断力には本当に脱帽してしまった。（本当にありがとうございました。） 
 帰りのバスのなかでは無事に終わったという解放感で、初参加にして早速座席表を無視して、後

部座席に場所を移し、盛り上がっていたのは皆様御存知のとおりである。（きっと来年のツアーでは

最初から後部に座席が割り当てられているような予感が。） 
 さて、今回初めて参加して、ブラインドスキーの魅力の一つがわかったような気がする。普通、ス

キーは（デモンストレーターでもない限り）個人競技だけれど、ブラインドスキーは複数で滑るという

明らかな「団体競技」なのだ。これは今までのスキーでは味わえなかった魅力で、私にとってはちょ

っとした発見だった。念願のスキーツアー参加を終え、今、私はブラインドスキーという新しいスキ

ーにはまってしまいそうな危ない（？）予感がしている。 
 追伸：今回のスキーツアーがＮＨＫで放送されるというので「映るかもしれないよ」と９０歳になる実

家の祖母に連絡した。放送を見た祖母のコメント「伴子ちゃんも有名になったものだねぇ。」なにか、

ちょっと違う気がするけど、意外なところで「おばあちゃん孝行」ができたかもしれない。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

出会いから仲間へ 

ＮＨＫ 林 幹雄 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 別段福祉への興味があったわけでもない私が、福祉番組を作り始めた当初は世の中にはこんな

に多くの障害者がいたのかという驚きとともに、どう付き合ったら良いのか、またどんな話をすれば

良いのか、不適切な発言は失礼に当たるのではという戸惑いもあった。しかし実際に障害者と出会

い、話をしてみるとそれがこちら側の不必要な考えであることに気付く。「そうか、特別な人として変

に気をつかうことはないんだな」と思えるようになった。ところが障害者は、差別や偏見とは別にや

はり特別視されているように思える。顕著な例が「福祉番組」というジャンルがあること。「何も福祉を

振りかざして障害者がテレビのモニターに映らなくてもクイズ番組やドラマで何となく出てくればい

いのにな」と思えてくる。差別や偏見を無くすための運動とはいえ「権利と人権」「完全参加と平等」

「ノーマライゼーション」・・・と専門用語を使って主張する当事者たちの運動が、果たして本当に社
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会の一員になることに繋がるのかも疑問である。要は「皆仲良く友達になれればいいのにね」という

簡単な事を実現させる難しさを一方では感じながらも、やはり大上段に考えすぎではないか、もっと

簡単に考えられないものだろうか、と思ってしまう。 
 こう考え始めると、あまり福祉を堅苦しく考えていない団体に逢いたくなる。丁度１年前、たまたま

スキーができるディレクターということで取材することになった、神奈川県視覚障害者スキー協会は、

まさに逢いたかったがなかなか会えなかった人達だった。「ああ、やっと普通の人達に会えた」と言

うのが、私の素直な感想だった。視覚障害者のスキーに対する驚き、年齢、職業、環境の違いを問

わず集まってくる様々なボランティアの楽しさ、しかし一番の魅力は障害者と健常者がどちらに頼る

ということなく関わっていることだった。しかもボランティアの多くは、別段福祉の専門家でも何でも

ない人達であることがなおさら魅力的だった。ラジオでは勿体ない、テレビで紹介すればもっと面

白いと、このとき感じた。 
 そして今年、運良くテレビで取材できることになった。大きな狙いは決まっていた。ブラインドスキ

ーの方法を分かりやすく説明すること、そして何ともいえない障害者と健常者の関わり方を伝えるこ

とだった。「対等」「平等」と堅苦しく言われてるけどこういうことなんだよ、というメッセージを伝えるた

めに演出、構成を考える。30分という短い時間でスキークラブの全てを伝えることが不可能なことは

分かっていたものの、悩みに悩んだのが実行委員の役割だった。半年以上前から仕事の傍ら集ま

ってツアーの準備に追われ、直前で人数の調整をし、ツアーでは安全面、パートナーの調整に真

剣に取り組む彼らを無視しては、このクラブの姿を紹介したことにならないのではないかと考えた。

しかし２、３日の撮影ではいささか中途半端だしねらいが薄れると思い、先日放送されたような番組

になった。 
 縁の下の力持ち的存在である、実行委員の方々を取り上げなかったことに対して上っ面だけを紹

介した番組であったという感想をお持ちのメンバーの方もいらっしゃると思う。しかし肩肘張らない

障害者とのつきあい方を、番組を通して第一に伝えたかったという私の気持ちにご理解頂きたい。 
 「福祉」という言葉の裏には様々な問題がある。就学時検診から始まり、学校教育、就職、結婚、

住宅の確保・・・。まだまだ障害者が差別・区別される場は沢山あり、それだけに大袈裟な当事者運

動団体が現れることは理解できる。しかしその根底には障害者と触れ合う場がほとんど無いという

現実がある。特殊学級は別として、養護学校へ通う障害者と友達になるチャンスはほとんど無い。

触れ合わないから頭で難しく考えるのはきっと当然のことだろう。スキーでもゴルフでも将棋でも何

でもいいからまず出会うことの大切さを私は強く感じている。出会って話して、そこから理解が生ま

れる、理解できない嫌な人も当然いる、そして仲間ができる。頭でっかちでないこうした自然な交流

がこのクラブには在ると思う。そのうち障害者とボランティアの喧嘩もあるだろうが、それが当然だと

思う。仲間とは時には喧嘩もするでしょ。 
 最後に会長の藤田さん、実行委員の岡崎さん、八重樫さん、スタジオにお出で頂いた白崎さんを

はじめ、滑る本数を減らして取材に協力してくださった皆さんに感謝申し上げます。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第十回－９５年Ｂ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：95 年 2 月 19 日（日）～ 95 年 2 月 21 日（火）Ｂコース 
      会 場：丸沼高原スキー場 
      宿 泊：シャレー丸沼 
      参加費：３９０００円 
      参加者：３６名（視覚障害者 ９名  晴眼者２７名） 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

初めてのブラインドスキー 

鹿瀬島知行 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ２月 19 日午前８時 45 分、新宿駅西口をゴージャスなバスが予定通りの時刻に一路群馬県利根

郡の丸沼高原スキー場を目指して出発した。同日から 21 日までの２泊３日の日程で開催されたＢ

コース丸沼高原スキーツアーの始まりだ。参加者はブラインド 10 人、健常者 26 人の合わせて 36
人。バスは、練馬インターから関越自動車道を快調に走る。 
 車内では実行委員の志村さんのユーモアあふれる挨拶に始まり、役員と実行委員の紹介、昨年

の丸沼での悲惨な天候の話、参加者の自己紹介に続いてアナウンサー顔負けの金沢さんの華麗

な司会でＮＨＫ３チャンネルで放映された１月のＡコースのビデオ、ブラインドと滑るパートナーの

実例のビデオの上映などが手際よく進められ、車内の雰囲気を盛り上げた。 
 バスは予定より１時間も早い午後０時半に晴天の丸沼高原スキー場に到着し、一行は、スキー場

内にある宿舎のシャレー丸沼に入った。２時半に集合ということで７年ぶりに、普通でも履きにくい

往年のラングをやっとの思いで履き、ゲレンデへ出た。 
 技術によりＡ班からＥ班に分かれ、私は寺島さんとＥ班。リーダーは若松ファーザーさん。サブリー

ダーは藤田さん弟。一緒に滑って頂くパートナーは予定していた山内さんがまだ到着していないた

めに初参加の高梨ワイフさん。 
 私はスキー歴７年だが、失明して以来７年ぶり、初めてのブラインドスキーだ。今回のツアーに参

加するまで、「たぶん大丈夫だろう」「いや、もしかしたら怪我をするんじゃないか」との思いがこもご

もした。 
 緩斜面をプルークボーゲンで滑り出してみると、意外に７年間の空白を感じない。しかし、運動不

足は否めない。初めのうちはあまり転ばなかったが、そのうちにコロコロとよく転ぶ。一度はコースを

はみ出しそうになり、そうでなくても初のパートナーで緊張している高梨さんにショックを与えてしま

った。山内さんが到着して途中からパートナーを交代。秋田から雪道を 10 時間車を運転して来た

という疲れも見せずにキビキビと指示をしてくれる。 
 ともかくも一日を無事終了、宿に帰った時はほっとした。温泉に入って疲れを癒し、夕食は板前さ
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んの腕前と誠意が伺える日本料理にビールやワインなどそれぞれ好みの酒。山下さんと藤原さん

にメニューを細かく説明して頂き、一品一品の味を楽しんだ。 
 同室者は藤原さん、若松ジュニアさん、中山さん、真弓さんの若いメンバーで、夕食後早速小雪

が降り出したナイターに出かけて行った。その若さに感心しながら、自分が以前スキーをしていた

時も同じことをしていたことを思いだし、年月の流れの早さを感じた。 
 喫煙者が集まっているスモーキングルームと藤田会長達の役員室、比較的年輩者が集まってい

る部屋に伺うと実行委員会が終わる 10 時から有志で酒宴を始めるという。そのスタミナに感心しな

がら明日のスキーを考えて自重、自重。 
 二日目、朝９時前に乾燥室の温度でシェルが膨らんでしまったラングをまわりの方達の助けを借

りて履き、ゲレンデへでると雪がちらつき、昨夜来の雪で積雪 15 センチ。今日はＤ班に入るように

言われた。リーダーは串田さん。サブは高梨ハズバンドさん。ブラインドは初瀬川さんと川添さん。

パートナーは昨日に引き続いて山内さん。滑り出すと昨日の疲れで筋肉がこわばっているのを感じ

る。「朝風呂で筋肉をほぐしておけばよかったな」と思ったが後の祭り。それでも二、三本滑るうちに

硬さがとれ、新雪の快適なスキー。平日のゲレンデはガラ空きで、沼田高校の生徒達がトレーンを

組んで鮮やかに滑って行った後は誰も来ない。誰かが「専用ゲレンデよ」と声をあげた。空いている

リフトにのっているとゲレンデ専属の女性ディスクジョッキーのおしゃべりとスキー客がリクエストした

音楽が流れてくる。 
 昼食はゲレンデ内のレストラン。草郷さんが明るい声でバイキングの料理を取ってくれる。後半は

パートナーが初参加の山田さんに交代。気をつかいながら、やさしい声で指示をしてくれる。この

日最後に、宿の前のゲレンデに滑り下りた時に私の曲がるタイミングがパートナーの指示に遅れる

ため、大きく曲がり過ぎたのだろう、宿の庭の様な所に滑り込んで、立木の枝の茂みに押しとどめら

れて転倒。すぐ、串田さん達が駆けつけて、深い雪の中から救い出してもらったが、後で聞くと、岩

や立木のある中を１メートル幅程の通路らしい所にに運よく滑り込んだらしい。全く幸運だった。 
 夕食後、８時半から懇親会が始まった。司会は、名司会の若松ジュニアさんと有賀さん達。自己

紹介に始まり、ビンゴゲーム、人当てクイズと進められたが、多くのユーモア人の登場で会場は笑

いの渦、打ち解けたなごやかなふんいきに包まれた。さらに会場を別の場所に移して有志による懇

親会が行われた。窓の外は雪が降りしきる中、暖房の効いた室内で話がはずみ、宴は深夜まで続

いた。 
 三日目の朝、５時半にトイレに起きたついでにロビーで煙草を吸っていると朝が早い高梨ハズバ

ンドさんが来て、これから風呂に行くと言う。窓を開けて、「いい天気ですよ」と言って風呂に行かれ

た。一人ぼんやり煙草の煙をくゆらしていると何か楽しい思いがしてくる。「今までで一番楽しいスキ

ーじゃないか」、ふっとそんな思いがした。部屋に戻って床に入ったが寝つかれない。高梨さんに

習って風呂に行ったが、もう誰もいない。湯舟の中でゆっくりと手足を伸ばし、前日の疲れと二日酔

いを抜いた。 
 三日目のゲレンデは 20 センチの新雪。スキーの板で掃き寄せると軽い粉雪だ。「今日は、一番

上までゆきましょう」と串田さんの提案で、リフトを乗継ぎ、一番高いゲレンデに着いた。ゲレンデは
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左右に別れ、左は斜度 35 度の上級者用コブ斜面。右は案に相違して初級者用ゲレンデ。 
 三日目となると雪に慣れきって、ずっとスキーに来ているような気がする。それと共に以前の悪癖

も戻ってくる。後半にパートナーを山内さんと交代した柴田さんから、谷スキーに乗っていないから

スピードが出すぎる。山内さんから左廻りの時に正対していると注意を受ける。 斜度 20 度の斜面

で、柴田さんが「谷側に乗って、谷側に乗って」と声をかけてくる。谷側スキーに乗り込むと、「そう、

そう」と声をかけてくる。スピードが意外と出るのでやり方が悪いかなと思っていたがこれで自信を得

て滑ることができ、このように指導をしてもらえたら上達も早いなと思った。それにしてもスピードのコ

ントロールがまちまちな私につかず離れず滑りながら、方向の指示の上に技術の指導までして頂く

ことに感心し、感謝もする。 
 一人のけが人もなく、天候と雪質に恵まれたスキーが終わった。帰途のバス内では、ゲレンデで

撮影したビデオを上映、藤田会長の滑る場面では、「うまいね」と言う声がしきり。今回のツアーの感

想は、「いつも大学の部活で滑っていたが、スキーがこんなに楽しいものとは思わなかった」「この

次からは、毎年参加します」などツアーの充実していたことを印象づけるものが多かった。その中で

「私は、スキーの片側に乗ることができないと思っていたのですが、それをパートナーにお話したら、

それを今回のテーマにしましょうと言われ、やって見たら、できるようになったんです。滑る主体は障

害者が持つことが必要だと思います」という話が私には印象に残った。パートナーに頼り切ってしま

うことへの自戒だろう。 
 今回のツアーは、若い人たちの参加が多かったらしくそのパワーをたたえる声が多かった。熟年

者から「若い人達に道を譲りたい」と引退の話もあったが実行委員の志村さんが「若い血も、中年の

血も、熟年の血もあってこそ今回のツァーが成功しました」と締めくくりの挨拶をした時に一斉に大き

な拍手が起こった。 
 バスは順調に、予定より１時間近く早い午後７時過ぎにネオンやビルの明りがきらめく雑踏の新宿

に到着した。参加者達は別れの声をかけ合って通勤客で混みあう駅の構内に消えて行った。今ま

でのスキー行きが夢か幻だったような気がする。ああ、明日から現実の生活が始まる・・・。 
 終りに楽しく充実したスキーツアーを企画、実行してくださった会長をはじめとする役員の方々と

実行委員の方々、貴重な休暇と経費を使って参加してくださったパートナーの皆様に心からお礼

を申し上げます。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第十一回－９６年Ａ（１０周年記念スキーツアー） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：96 年 1 月 26 日（金）～ 96 年 1 月 28 日（日）Ａコース 
      会 場：丸沼高原スキー場 
      宿 泊：シャレー丸沼 
      参加費：３７０００円 
      参加者：３６名（視覚障害者１０名  晴眼者２６名） 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第十一回－９６年Ｂ（１０周年記念スキーツアー） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      日 時：96 年 3 月 2 日（土）～ 96 年 3 月 5 日（火）Ｂコース 
      会 場：北海道キロロスキー場 
      宿 泊：キロロリゾート・ホテルピアノ 
      参加費：８３０００円 
      参加者：３５名（視覚障害者１１名  晴眼者２４名） 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「朝日新聞９６年３月３日（日）朝刊 記事」 

風を頼りに北を滑る 

１０周年記念ツアー 県視覚障害者スキー協会 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 県視覚障害者スキー協会（岡崎学会長、会員１５０人）の設立１０周年記念スキーツアーの一行３

５人が２日、北海道後志（しりべし）支庁赤井川村のキロロ・リゾートを訪れ、北海道の雪を楽しん

だ。 
 この日、キロロは時折ふぶいたものの、例年より暖かめの零下５度。１１人の視覚障害者とそれぞ

れのパートナーたちは約２Ｋｍの緩斜面で体を慣らした。 
 ４０歳で視力を失ってからスキーは８回目という相模原市の加藤勝さん(55)は「さすがに北海道。

コースが長くて雪質もよい。滑っていて音がしないので、ほおに受ける風を頼りにスピードを判断す

るしかない。来たかいがありました」と満足そうだった。 
 副会長の伊藤信三さん(64)によると、これまでは毎年２回、上越や信州方面にせいぜい２泊３日

のツアーを組む程度だった。アンケートを取ったところ北海道を希望する声が強く、伊藤さんの知

人を通して、３泊４日の北海道ツアーが実現した。 
 「ブラインドスキー」として普及が進んでいる視覚障害者スキーは、背後に伴走者がぴったり付き

添い、方向や他のスキーヤーの動きを絶えず声で伝えながら滑り降りる。県単位でブラインドスキ

ーの団体が組織されているのは神奈川県だけだ。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第四部 その他の行事 ［年度］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第一回－８５年度［昭和６０年度］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

85 年 8 月 18 日（日） 発会式                ライトセンター 
85 年 10 月 6 日（日） スキーの準備トレーニング     ライトセンター 
85 年 12 月 8 日（日） スキー用具の取扱い方       ライトセンター 
 ８５・８６年 役員  
 会長    藤田功三 
 副会長   福島 悟 
 事務局長  上杉 惇 
 理事（会計）大里千之助 
  （事務局）久保田貞子 阿部正樹 新城 直 古畑英雄 末田靖則 
       間嶋和子 増田良一 渡辺文治 
 監査    鹿島恵美子 
 参与    金子満雄 
 技術顧問  白崎正彦 三井 博 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第二回－８６年度［昭和６１年度］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

86 年 5 月 11 日（日） ８６年度定期総会           ライトセンター 
  出席者１２名   委任状１１名 
  ８５年度決算 収入  ４９，５７５円 
            支出  １４，９９０円 
  ８６年度予算 収入  ９０，６３０円 
            支出  ３８，５１０円 
86 年 6 月 8 日（日） 身障者スキーとボランティア ライトセンター 
86 年 8 月 10 日（日） 最近のスキーテクニック      ライトセンター 
86 年 10 月 5 日（日） シーズンに備えてのトレーニング ライトセンター 
86 年 12 月 14 日（日） １２月例会            ライトセンター 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第三回－８７年度［昭和６２年度］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

87 年 4 月 5 日（日） ８７年度定期総会          ライトセンター 
  出席者１９名   委任状 ９名 
  ８６年度決算 収入  ９０，６３０円 
            支出  ３８，５１０円 
  ８７年度予算 収入 １０７，１２０円 
            支出 １０７，１２０円 
87 年 8 月 23 日（日） 津久井・城山ハイキング 
87 年 10 月 14 日（土） 懇談会 
87 年 12 月 13 日（日） １２月例会             ライトセンター 
87 年 1 月 17 日（日） ツアー参加者顔合わせ     ライトセンター 
 ８７・８８年 役員  
 会長    藤田功三 
 副会長   福島 悟 
 事務局長  上杉 惇 
 理事（会計）大里千之助 
  （事務局）久保田貞子 阿部正樹 新城 直 古畑英雄 末田靖則 
       間嶋和子 増田良一 渡辺文治 
 監査    鹿島恵美子 
 参与    金子満雄 
 技術顧問  白崎正彦 三井 博 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第四回－８８年度［昭和６３年度］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

88 年 5 月 15 日（日） ８８年度定期総会        ライトセンター 
  出席者１０名   委任状１９名 
  ８７年度決算 収入 １１１，６７０円 
             支出 １１０，３３５円（ゼツケン制作費 ８０，０００円） 
  ８８年度予算 収入  ６１，３３５円 
            支出  ６１，３３５円 
88 年 6 月 12 日（日） ハイキング中止 盲卓球      七沢ライトホーム 
88 年 8 月 21 日（日） スキー技術勉強会          ライトセンター 
88 年 10 月 2 日（日） 丹沢表尾根ハイキング       雨が降って来ちゃった 
88 年 12 月 18 日（日） 北海道スキーのお話        ライトセンター 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第五回－８９年度［平成 元年度］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

89 年 4 月 16 日（日） ８９年度定期総会          ライトセンター 
  出席者１８名 委任状１２名 
  ８８年度決算 収入  ７０，３３５円 
            支出  ５８，３３５円 
  ８９年度予算 収入  ７７，０００円 
             支出  ７７，０００円 
89 年 6 月 18 日（日） 盲人バレーボール           七沢リハビリセンター 
89 年 9 月 3 日（日） アスレチック＆バーベキュー    東丹沢グリーンパーク 
89 年 10 月 1 日（日） スキー技術講習          横浜市健康福祉総合センター 
90 年 1 月 7 日（日） ツアーオリエンテーション       ライトセンター 
90 年 3 月 4 日（日） ツアー反省会             ライトセンター 
 ８９・９０年 役員  
 会長    福島 悟 
 副会長   藤田功三 
 事務局長  大里千之助 
 事務局   立花明彦 小林功弘 
 会計    乗松良昌 変更 鈴木秀子 
 監査    鹿島恵美子 
 技術顧問  上杉 惇 白崎正彦 末田靖則 増田良一 三井 博 渡辺文治 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第六回－９０年度［平成 ２年度］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

90 年 4 月 15 日（日） ９０年度定期総会         ライトセンター 
  出席者１０名 委任状１７名 
  ８９年度決算 収入  ６９，９７３円 
            支出  ４７，５０４円 
  ９０年度予算 収入  ７９，４６９円 
            支出  ７９，４６９円 
90 年 7 月 15 日（日） そこが知りたい！視覚障害     ライトセンター 
90 年 8 月 31 日（金） 応援待っています！      朝日新聞で紹介される 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「朝日新聞 ９０年８月３１日朝刊 記事」 

『応援待っています！』 まだ少ないボランティア 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 大自然の中で目の不自由な人がスキーを楽しもうと作られた神奈川県視覚障害者スキー協会

（福島悟代表）がこの冬、６度目のシーズンを迎える。会員の数が増え、技術も上達するなど次第に

軌道に乗ってきた。だが、活動を支えるボランティアが少なく十分な活動が出来ないため、シーズ

ンを前に一緒にスキー旅行に参加するボランティア募集に乗り出すことになった。 
 同協会は１９８５年、視覚障害者のための施設、県ライトセンターの活動でスキーを体験し、魅力

にとりつかれた人たちが、「自分たちでも、もっとスキーを楽しむ機会を作ろう」と組織した。現在会

員は５０人。盲学校などの授業でスキーを取り入れているところはあるが、誰でも参加できるような会

は全国的にも少ないため、県内各地だけでなく静岡県や東京都の人もいる。 
 活動は毎年１回、新潟県や群馬県などへのスキー旅行が中心。今度のシーズンは、来年１月２５

日から２泊３日で群馬県の丸沼高原スキー場へでかける予定だ。 
 技術レベルは、初心者もいてまちまちだが、今では、目の見える人と同じようにパラレルやヴェー

デルンをこなし、大会に出場する人も。創立当時からのメンバーで、横浜市中区上野町２丁目ハリ・

マッサージ師藤田功三さん（50）は「スピード感が楽しい。あれだけ開放感や自由を感じる機会は、

私たしたちにはあまりない」と魅力を話す。 
 そんな会の悩みの種は、一緒に滑ってくれるボランティア数が不足していることだ。目の不自由な

人のスキーは、２～３ｍ後ろから目の見える人に、傾斜の変化や障害物を指示してもらい、それに

あわせて滑る。現在、会員は視覚障害者と目の見える人がほぼ半分ずつだが、実は、視覚障害者

の参加希望者が多く、参加を断っている状態という。 
 ボランティアはスキーができれば特別な技術は必要ない。「どういう指示をどんなタイミングで出せ

ばいいかさえつかめばだれにでもできるはず」という。 
 

90 年 9 月 30 日（日） アスレチック＆バーベキュー     雨天中止 
90 年 12 月 2 日（日） ツアーオリエンテーション       ライトセンター 
91 年 3 月 10 日（日） ツアー参加者交流会        ライトセンター 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第七回－９１年度［平成 ３年度］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

91 年 5 月 12 日（日） ９１年度総会               ライトセンター 
  会員数７５名 出席者１５名 委任状２４名 
  ９０年度決算 収入 ７６，４６９円 
            支出 ６８，０４５円 
  ９１年度予算 収入 ７８，４２４円 
            支出  ７８，４２４円 
91 年 6 月 2 日（日） アウトドアレク            中止 川原でお昼を食べた 
92 年 1 月 12 日（日） ツアー事前説明会           ライトセンター 
92 年 3 月 15 日（日） ツアー参加者交流会         ライトセンター 
 ９１・９２年 役員  
 会長    福島 悟 
 副会長   藤田功三 
 事務局長  小林功弘 
 事務局   大友邦宏 大友真須美 岡崎 学 小野 洋 金沢真理 
 会計    鈴木秀子 
 監査    鹿島恵美子 
 技術顧問  上杉 惇 白崎正彦 末田靖則 増田良一 三井 博 渡辺文治 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第八回－９２年度［平成 ４年度］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

92 年 5 月 10 日（日） ９２年度総会               ライトセンター 
  会員数７５名 出席者２３名 委任状２９名 
  ９１年度決算 収入  ９１，１７２円 
            支出    ８６，７８３円 
  ９２年度予算 収入 １６４，３８９円 
            支出  １６４，３８９円 
92 年 5 月 31 日（日） バーベキュー                 表丹沢 
92 年 11 月 15 日（日） ステップアップ講座        ライトセンター 
92 年 12 月 20 日（日） 事前説明会            ライトセンター 
93 年 1 月 13 日（水） 本スキー協会が朝日新聞で紹介される 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「朝日新聞９３年１月１３日（水）朝刊 記事」 

《視覚障害者のスキー》････「目の代役」になって下さい 

『ボランティア募集』「中級」こなせば大丈夫 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 目の不自由な人も、自然の中でスキーを楽しもうと結成された県視覚障害者スキー協会（福島悟

会長）が、今年で８回目の冬を迎えた。毎年恒例となっているスキーツアーへの参加希望者も増え

ており、２回に分けて開催するようになるなど、活動も年々活性化している。ところが、目の不自由な

スキーヤーに、声や笛の音で方向や傾斜を指示する肝心のボランティアがなかなか見つからず、

出発直前まで人集めに苦労している。 
 同協会は、視覚障害者のための施設、県ライトセンターの活動でスキーを体験した人達が集まり、

「楽しむ機会をもっと増やそう」と８年前、発足した。盲学校の授業などで体験するほかは、目の不

自由な人がスキーをする機会はなかなかないこともあって、年々参加希望者が増え、現在会員は

約９０人にもなっている。 
 会員資格は県内在住の人に限っているが、評判を聞いて、首都圏の各地から入会希望者も相次

いでいるという。発足当初は毎年一回だったスキーツアーも、希望者が増えて昨年からは二回に

増やした。今年は１月末と２月末に、群馬と長野へ行くことにしている。 そこに欠かせないのが、ボ

ランティア。目が不自由なだけに、数メートル後ろから目の見える人に滑ってもらい、傾斜や障害物

を教えてもらう。リフトから降りてスタート地点につく時などは、笛を吹いて方向を示す。お互いの信

頼関係が大切で、こつさえつかめば、「中級コースをこなせる人なら、だれでもできる」という。 
 ところが、このボランティア探しが大変だ。同協会副会長で、横浜市中区上野町二丁目の針・マッ

サージ師藤田功三さん（53）によると、１回のツアーに参加できる視覚障害者はさまざまな都合上１

５人程度。だが、ボランティアは１対１のコーチ役や、全体のまとめ役、その補助などで、ほぼ倍の

人数が必要。そのため、視覚障害者の枠はすぐに埋まるが、ボランティアの方は、なかなか見つか

らないことが多いという。ボランティアは常時、募っている。 
 

93 年 3 月 14 日（日） スキーツアー参加者交流会   ライトセンター 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第九回－９３年度［平成 ５年度］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

93 年 5 月 9 日（日） ９３年度総会               ライトセンター 
  会員数８１名 出席者２１名 委任状３８名 
  ９２年度決算 収入 １９１，１８９円 
            支出  ８１，２９６円 
  ９３年度予算 収入 ２６９，８９３円 
             支出 ２６９，８９３円 
93 年 11 月 7 日（土） 活動説明会             ライトセンター 
93 年 12 月 4 日（土） 早く滑りに行きたいぞパーティ  カサドール藤沢店 
94 年 3 月 6 日（日）  視覚障害者のみなさんへ「エコーバレー」ＮＨＫ第２放送 
94 年 3 月 13 日（日） ツアー参加者交流会    ライトセンター 
 ９３・９４年 役員  
  会  長 藤田功三 
  副 会 長 中田順一 
   事務局長 岡崎 学 
   事務局員  伊藤信三 北村孝児 金沢真理 神田陽子 
  会  計 菅原美紀 
    監  査  鹿島恵美子 
    顧  問 白崎正彦 古畑英雄 増田良一 三井 博 渡辺文治 末田靖則 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第十回－９４年度［平成 ６年度］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

94 年 5 月 29 日（日） ９４年度総会             ライトセンター 
  会員数１４３名 出席者３３名 委任状６４名 
  ９３年度決算 収入 ４７３，０３８円 
            支出 ３４４，５２９円（トランシーバー８台購入） 
  ９４年度予算 収入 ２４６，５３９円 
            支出 ２４６，５３９円 
94 年 7 月 9 日（土） 早く滑りに行きたいぞパーティ  カサドール大船店 
94 年 9 月 15 日（木） バーベキュー              鎌倉 
94 年 12 月 4 日（日） スキー技術研修会           ライトセンター 
94 年 12 月 4 日（日） 早く滑りに行きたいぞパーティ   カサドール藤沢店 
95 年 2 月 10 日（金）  週刊ボランティアで放映「エコーバレー」 ＮＨＫ 
95 年 3 月 5 日（日） タッチ・ザ・飛行機           日本航空羽田整備工場 
95 年 3 月 12 日（日） ツアー参加者交流会       ライトセンター 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第十一回－９５年度［平成 ７年度］ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

95 年 6 月 4 日（日） ９５年度総会               ライトセンター 
  ９４年度決算 収入 ３５０，７４０円 
            支出 ２６４，６６３円 
  ９５年度予算 収入 ３０６，０７７円 
            支出 ３０６，０７７ 
95 年 8 月 20 日（日） カヌーフェスタ          相模川 
95 年 9 月 9 日（土） １０周年記念パーティ         横浜東急ホテル 
95 年 12 月 2 日（土） 救急法講習会           ライトセンター 
95 年 12 月 2 日（土） 早く滑りに行きたいぞパーティ  相鉄ライフ二俣川 
96 年 3 月 16 日（土） ツアー参加者交流会         横浜麦酒館コープランドハウス 
 ９５・９６年 役員 
 会長   岡崎 学 
 副会長  伊藤信三 
 事務局長 金沢真理 
 事務局員  川添由紀 神田陽子 高橋しのぶ 寺島正明 
      藤田 滋（広報担当） 八重樫幸夫（企画担当） 
 会  計 菅原美紀 
  監  査  衣笠健一 
  顧  問 白崎正彦 藤田功三 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第五部 １０周年にあたって 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

魅力は多面体 

泉 裕子 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 私のスキー歴は７年、最も最初の２年はそのあまりの悲惨さゆえ抹消してしまいたいのだけ

ど･･････。と言うものの、「熱し易く冷め易い」性格の持ち主が一つのことを７年も続けているなんて、

自分で言うのもへんだけどほめてやりたいのです。 
 本当は、それだけスキーが魅力的だったことなのですが、スキーの魅力って何？って、あらため

て自問してみると、これがけっこう難しい、いろいろ有り過ぎて「これだ！」と一つに絞れない。 
 もう随分前だけど「私をスキーに連れてって」と言う映画、ご覧になった方も多いでしょう。あの映

画ってスキーの持つレジャーの要素を最大限に見せてくれた傑作だったと私は密かに思っていま

す。アフタースキーの楽しみ方、ウエアーへのこだわり、ひと滑りした後ゲレンデで立ったまま飲む

ビールのうまさ、あの映画を見てトランシーバーを持つスキーヤー達が一気に増えたとも聞きまし

た。 
 以前このクラブで「スキーははたしてスポーツか、レジャーか」を巡って迫熱した（？）シーンが展

開されたとか。個人的には、私はスキーは「レジャー」と思っていますし、これからもそう思い続けて

いたい。もちろん、「何言ってんだ、スキーは神聖なウインタースポーツだ！下手くそなミーハース

キーヤーに限ってそういうことを言うんだ」と憤慨される方もいらっしゃるでしょう。そう言う方はこれま

でどおりの「スキースポーツ道」を走っていただけばいいのです。レジャー説を唱える人って軽薄で

マナー違反なんかも平気みたいに思われているようだけど、それは個人のモラルの有無でしかな

いと私は感じます。 
 今年もあちこちから雪の便りが届く季節、ゲレンデは私達にどんな顔を見せてくれるかしら？待ち

どおしくてたまりません。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１０周年とこれから 

伊藤信三 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 「１０周年」と簡単に言い、「たった１０年か」と短い時の流れを思う人も多いでしょう。が、第８回の

スキーツアーから参加できた私にとって、１０年、１０周年はずいぶん長い、と実感しています。 
 初参加の頃は、すぐれた先達のお陰で、ブラインドスキーのノウハウやシステム化がほぼ完成さ

れていたし、手作りの方式のツアーの準備・運営も行き届いていて、『みごと』と驚く場面がいくつも

見られました。雰囲気も上々で、自ら胸襟を開けば皆さんに温かく受け入れてもらえました。それこ

そ１０年来の友以上に信頼でき、しばらく会わないと会いたくなる仲間が大勢出来ました。今やもう、

離れられないのです。 
 僅か３シーズンのスキーツアーを経ただけで、こんなに身近で変化が起きたのです。だから、１０

年は長いと思います。そして、初期の関係者の数えきれないであろうご苦労を、あれこれ思ってい

る次第です。 
 １０年前も現在も、変わらない課題は、安全と挑戦（冒険）のバランスではないでしょうか。私どもに

とって、安全、無事故は必須の条件です。が、ある程度の危険を冒しての挑戦がないと、例えば視

覚障害者のスキー技術の上達は得られません。考えてみると、スキーに出かけること自体が挑戦な

んですが・・・。昨シーズンのエコーバレーで、班行動に縛られないスキーイングが試みられました。

勿論、最大限の安全対策をしっかりとった上でのこと。今後もいろいろな場面でこうした挑戦が続け

られるでしょう。私としては、積極的に、しかし常に安全とのバランスを失わないように最大の注意を

払っていこう、と考えています。協会（クラブ）の仲間との楽しいツアーや集まりをこれからも続けた

い、と願っていますから。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

スキークラブ 

大友邦宏 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 私とスキークラブとの出会いは、７年前の新聞紙上に掲載された、僅か 10 行足らずの、ややもす

ると見落としてしまうほどの募集広告だった。当時、ボランティアとは縁遠かった私が、広告を見逃さ

なかったのは、やはりスキーという文字に尽きた。恥ずかしい話だが、ライトセンターから歩いて 10
分程度の所に住みながら、その存在の目的すら知らなかった。スキーという文字に引かれ、募集広

告を切り抜き、壁にピンで留めて、藤田氏へ電話をした時の事は今でも記憶に新しい。スキーのレ

ベルを伝え、電話を切り、返事を待つ。ＯＫの返事が来たとき、参加できるとは思わなかったし、役

に立つのか不安であった。あれから年月は経ち、パートナー、サブリーダー、リーダー、実行委員、

役員と経験させて頂き、現在に至るが、不安に思うところがある。 
 最近、第３者との衝突、単独暴走転倒、障害者同士の衝突と、以前と比べ増えていると感じるの
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は、私だけだろうか。安全に楽しくが、楽しければ、に傾倒してきているようにも感じられる。 
  現在のような複雑な社会で、もし第３者に対する人身事故が発生し、求償があれば、クラブ、責

任者、または個人への法的賠償責任の追求は免れない。保険のシステムだけでは対応しきれない。

今後、大きなトラブルが発生すれば危機的状況にある。今の所、大きなトラブルもなく現在に至って

いるが、今後に備えクレーム処理のセクションあるいは、そのフローだけでも、構築せねばならない

時期、人数になっているのではないだろうか。 
  以前、新聞紙上に、スキーヤー同士の衝突事故の判決が掲載されていた。何処の判決かは記

憶にないが、先行滑走者と後方滑走者との進路が交錯し、衝突。人的被害が発生した事案で、先

行者優先、後方滑走者に注意義務が大きい、としたものがあった。もし後方滑走者が、視覚障害者

であったなら客観的に考えても、不利になるのではないだろうか。不利になるとは、差別と言うこと

ではなく、その因果関係において、いずれにどの様な注意義務があって、その予見可能性はどう

か、ここが問われると言うこと。だから消極的にではなく、それを踏まえたうえで積極的にどうするの

かだが、少し慎重すぎる感もあるが、トラブルが発生してからの行動では遅すぎるのだ。 
  私自身もスキーは楽しくは、モットーだしゲレンデのシチュエーションと自分の技術がマッチした

瞬間ほど気持ちが良いと思うときはない。しかし楽しく滑るとは、安全に滑れる技術と比例するのだ。

例えばスキーを初めて履いたなら、歩けること、登れること、まっすぐ降りてこれるのも良いが、まず

止まれること、自分の限界を知ること。レベルにあった斜面、スピード、ターン弧、これは大前提であ

る。私自身パートナーとしてまだ未熟だが、障害者が視覚情報を得られない分、パートナーの重要

性はきわめて大きいと考える。より安全にそして楽しく、結果を予見できる眼を養っていきたい。 
  では、有事の際の組織作りはどうしてゆけばよいのか。やはり総会等にて議論してゆくことだろう

が、まずその必要性、合理性から議論すべきだろう。また、有事の際のファンドも必要かもしれない。

もうスキーが好きな集団ではいられないのではないか、考えすぎかもしれないが、あえて述べさせ

ていただく。かなりデリケートな部分だが、協会として発展してゆくには避けられないところだ。今一

度、考えていただければと願う。また、方策があれば御教授いただきたい。色々勝手なことを申し述

べたが、とにかく安全に楽しく。協会を発展させ、またクラブの出会いをきっかけに、友人の輪を広

げてゆける、そんな雰囲気を大切にしたい。私は、クラブとの関わりの中で、ボランティア的なイメー

ジは薄れ、言いたいことの言える仲間としての付き合いが色濃くなっている。わがままかもしれない

が、今後もこのスタンスで付き合っていきたい。プライベートでは、それぞれが異なった仕事、立場

でありながら、互いの利害関係など存在する余地などなく付き合ってゆける、そんな素晴らしい集

団に参加できていることと、障害にも屈せず、ポジティブに生きている人と知りあえたことを感謝して

います。スキー場で会いましょう。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１０周年にあたって 

大友真須美 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 「人のためのスキー・そんなのがあってもいいかもね。」私達夫婦のスキークラブは、そんな始まり

でした。シーズン１０数回も行く気晴らしと、自己満足な技術向上など、全ては自分のためのスキー

ばかりだった冬に、なんだかあったかな風が吹きはじめて、７年になります。「人のため」だったはず

のこのスキー、開けてみれば、夢中なのは私の方。はじめて「サワッタ」盲人に、おどろかされた事、

今やまず。カンの良さ、力強さはもちろんだけれど、一番の「オドロキ」は、皆、普通の人だったこと。

「見えない」だけ、それぞれの性格で、「えっ？ いいの？ 一人でやれるの？」って人から、「一人

でやれよ、こんな事位。」っていう甘えん坊さんまで色々だけど、接しているととにかく面白い。危険

や責任を伴う、道路やゲレンデの誘導は、今だ緊張し通しだけど、それもまた、楽しい。でも、ゲレ

ンデでは、ビデオや人の滑りを見てのイメージトレーニングがむづかしいメンバーの為には、口頭

説明しかないので、毎シーズン頭をかかえてしまう。「コツ」を掴めば、上手く、そして「ラク」になれる

のに。努力・忍耐・体力の皆無な私、皆にも、少しでも「ラク」をさせてあげたい。去年あたりから、新

しい方々も沢山増えて、Ｂｉｇなクラブへ変わって行こうと、輝いていますが、ブラインドが、不安無く

楽しめる様な、パートナーレベルの高いクラブになるといいと思っています。常に、危険がないか周

囲に目がくばれ、「ラク」になれる様、説明が出来、その人その人の滑りにあった「声掛け」が出来る

事、そして、それを我々パートナーに、教育できる人材が、場が、確立されたクラブを望んでいます。

神奈川県視覚障害者スキー協会のパートナーである事が、誇りとなる位に。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

スキー協会１０周年を迎えて 

金子孝吉 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 あっと言う間の１０年、私達視覚障害者にとってのスポーツはいろいろ有りますが、中でも私はス

キーというスポーツの「とりこ」になってしまいました。 
 そもそも私の場合は、障害者になってからスキーを始めたので最初のうちは、こんなことで皆と同

じように滑ることが出きるのかどうか心配でした。それでも、パートナーをはじめスタッフの皆様方の

指導の下に１０年たった今、何とか左右に回転しながら、また転びながら滑ることが出来今ではスキ

ーシーズンの来るのが待ちどうしくてたまりません。年をとってから覚えたスキー、私くらい「どじ」で

「迷惑男」はいないのではないかと思っています。 
 それと言うのは、激しく転んだひょうしにスキーの板を折ってしまったことです。そればかりではあり

ません。自分の足も折りました。こんな私ですが、いつまでスキーを楽しめるか私なりにスキーシー

ズン近くなると体力トレーニングも欠かさず心掛けています。 
 こんな私ですが、６０歳くらいまで楽しみたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。 
 そして、このクラブが充実し、永く続くことを祈りこの稿を閉じさせていただきます。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１０周年にあたって 

川口敏矢 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 スキーは多少できるのだが、眼の不自由な人がスキーをやるのを見たこともなければ一緒にスキ

ーをするなど考えたこともなかった。 
 不安いっぱいの気持ちで集合場所へ向かったのはもう７年前になります。 
 ゲレンデへ着いてスキーを始める前に『パートナーの方はゲレンデで見えている事、感じている

事を声に出して話して下さい。それでゲレンデに対するイメージが広がり、色々な情報になりますか

ら』と言われた事が、今までの不安を解消するには充分だった。「そうだ、簡単なことなんだ、自分

が出来ることをやる」そう思うとだいぶ気持ちが楽になった。 
 パートナーとしてのスキーはと言うと初回の時は新雪に一緒に飛び込んでしまったり、かなり迷惑

をかけてしまったという思い出がありますが、そんな事が今年もスキーツアーへ参加するぞという

「気」を持ち続けることが出来たのだと思っています。 
 私自身スキーツアー以外の行事にはなかなか参加できない、あまり優良な会員でない訳なので

すが、７年も一緒にスキーツアーに参加できたのはまわりにいる人達に恵まれたことも一つだが、自

分の好きなスキーを仲間の人達といつも純粋に楽しめたという事が大きかった。いつ参加しても肩

肘張らず、何かをしてあげる、してもらうという関係を感じることもなく、普通にしていられる。そんなと

ころがすごく気に入っている。 
 今も私自身はボランティアという気持ちが薄いが、普段どおりの気持ちを持ってスキーツアーに参

加できることが一番重要なことだと感じます。 
 私自身の１０周年に向けて、また、普段どおりの気持ちで参加することでもう一歩進めることにした

い。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１０周年にあたって 

小林功弘 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 人生の出会いはその人に定められた軌道によるものなのだろうか、ブラインドスキーと私との係わ

りは、協会がはじめて一般にボランティアを募集し組織として大きく踏み出そうとしたときでした。「横

浜市のたより」のコーナーでブラインドスキーのボランティア募集記事を見つけ、一番興味を示し私

に参加を勧めたのは妻でした。今に思えばその時期が自分にとってブラインドスキーに参加する一

番良い時期だったと思います。 
 一般募集のボランティアとして初めて参加したときは、視覚障害者がスキーを楽しむ方法が想像

もつかず当日まで色々不安を持ちながら参加してみました。 
 ブラインドスキーヤーのスキー技術は私の考えていたもの以上の高いレベルであることに驚嘆し、
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また４０歳を過ぎて初めて参加したというのに、すでに２０代の若い人達がベテランのボランティアと

して活躍しており、盲学校の子ども達の話など色々な体験談を聞かせてもらい新鮮な驚きと感動を

おぼえました。 
 それぞれの生活の中で偶然に出会った人達が同じ目的で仲間を増やしていく、こういった出会

いは大切にし、いつまでも続く軌道として息子に伝えていきたいと思っています。 
 最後になりますが視覚障害者スキー協会発足１０周年おめでとうございます。 
 近年は会員も増え、益々活発化しており今後のご活躍を期待してやみません。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

スキー協会と私 

高橋しのぶ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 私が初めてスキーを体験したのは小学生の時、視援奉主催のツアーだった。この会に入ったの

が何時頃かはあまり覚えていないが、たぶん発足２・３年目の頃だと思う。会員にはなったものの、

何年間もただ会費を納めて会報を送ってもらうだけで、総会にはほとんど出たことが無く、ツアーに

も行ったことがなかった。 
 昨年１月、初めてエコーバレーツアーに参加し、今年はツアーがどうやって出来上がって行くの

か見たくて同ツアーの実行委員に入れていただいた。それから･･････会の役員の一人となり、今は

何故かこの原稿を頼まれて書いている。どうしてこう成ったのか、不思議な気がする。 
 私に取って、この会の魅力は何だろうと考えてみると、３つくらい有りそうだ。 
 １つ目はやはりスキー。スピードを少しだけ感じながらゲレンデを滑るのはなんとなく怖いけれど楽

しい。初めて出会うパートナーと信頼関係を作って行くのも楽しみだ。 
 もし、欲を言うならもっと沢山スキーに行ってもっと上手に滑れるようになれたらいいなと思う。 
 また、日頃他の視覚障害者と接する機会の少ない私には、視覚障害者中心に動いているこの会

がとても新鮮に感じられる。例えば、ツアーの宿泊先で「危ないから部屋のドアは半開きにしない

で」と注意がある。説明会等でビデオを見る時、全体に対して映像の説明がなされる。そのたびに、

私はびっくりするやら嬉しいやら戸惑うやら。「こんな世界もあるのか」と感心し、また、元気付けられ

るような気がする。 
 日常生活の中で出会うことのないような人達と沢山会えるのも大きな楽しみの一つだ。自分とは

違う生き方をしている人と会うと世界が広がるような気がする。スキーをする楽しみと、人と出会う楽

しみと、これからも沢山重ねて行きたい。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

今までのこと、これからのこと 

東条道代 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 １０周年 おめでとうございます。 
 いつのまにか、私も古株になってしまったようです。この会とのお付き合いは、市の広報のボラン

ティア募集の記事から始まりました。といっても、社会の役に立ちたいと考えたというのではありませ

んでした。その頃、３０代も半ばを過ぎて、スキーの上達は望むべくもなく、体力も下降線。そして何

よりも学生時代あれほど夢中になったスキーへの情熱がさめていくのをとても悲しく思っていました。

そこでスキーに付加価値を付けようと考えたわけですね。こんな身勝手な動機が長く続けられた一

因かもしれません。 
 ところが、いざツアーに参加してみると、「何かして上げなければ」と緊張しきって、ぐったりと疲れ

てしまいました。でも２回３回と参加するうちに、「お友達として一緒にスキーを楽しむつもり」でいい

のだと思えるようになりました。 
 この２～３年、若くて、スキーも上手な方が、ボランティアとしてたくさん参加していらっしゃるようで

すね。やはり、一緒に滑るなら、上手な方とペアを組んだほうが安全だし、上達もすると思います。

そろそろ、私はリタイアかな？でも、それはさびしい！これからこの会がずっと続いて行くと、必ず私

のようなＯＢ・ＯＧが出てくると思います。こういう人々のために、何かよいアイデアはありませんか？ 
 とりあえず私は、足腰の衰えを防ぐため、何処へ行くのも車を使う日常生活を反省して、次の２０

周年の時もメンバーでいられるよう努力したいと思います。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１０周年にあたって 

藤田 滋 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ２年前が昨日のように思い起こされます。ある日の朝日新聞が私のプライベートタイムを一変させ

ました。 
 それ以来、のめり込むという表現がピッタリなくらい、ＢＳＡＫに打ち込んで来た気がします。 
 この２年が私にとっては、かけがえのない素晴らしい日々でした。走馬燈のように、という表現は

少々オーバーかも知れませんが、吹雪の丸沼、抜ける青空のエコーバレー、ヤングの台頭で楽し

さ倍増の丸沼と、たった３度のツアーですが、思い出多いものばかりです。 
 そして街中でのセミナー？の後のコンパが、ツアーにも増して楽しい思いでもあります。更に運の

良いことに、協会の１０周年と言う節目に在籍出来たことも、大変嬉しいことでした。 
 残念なことに、この９月で仕事上の環境が大きく変わり、以前ほどはお手伝い出来なくなりました

が、でも時間の許す限り参加するつもりです。 
 これからは協会が益々発展するように、ゆっくりと息の長いお手伝いを心がけていきたいと思って

おります。 
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 今年はメンバーの方々のお慶びが続き、またご夫妻でメンバーの方々も増え、生涯独り身を考え

ていた私には大いなる刺激になっており、その内全てのメンバーの方々に祝っていただけるような、

セレモニーを持ちたいものだ、と来春の初夢に見ようかと今から思っている今日この頃です。 
 何にしても、私の人生の羅針盤役も果たしてくれる、協会の一員として在籍出来ることに、感謝！ 
感謝！ 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ちょっと、緊張してます･･････ 

真弓 敦 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 スキー協会の十周年にあたり、この文の依頼をおこがましくもお受けしたが、慣れないことをして

一体どんな文になるやら早くも不安である。私はこの協会にあっては最も若輩者であり、皆さんよく

して下さるものの、子供っぽい事をして時に「ひんしゅく」をかう事がよくあるので、この場では少し無

理をしてまじめに書こうと思う。 
  昨季初めてみなさんと行動を共にさせて頂いたが、とても新鮮で、何よりみなさんの人柄の良さ

に触れ、今でも鮮明な記憶として残っている。思い出すにつけ、感慨深い。ましてや、協会設立当

初から今の形まで作り上げた方達の思いは殊更であろうかと思う。 
  ボランティア団体と聞いて初めに想像したのは、自分がそうであるせいか、ボーイスカウトのよう

に有志の若者が集っている所というものである。ところが意外にも（失礼！）自分よりも年上の方ば

かりであり、私にとって、大変な社会勉強の場となっている。あまり年上の方達の中で行動すること

はないので普通の会話がとても刺激的で、色々与えられてばかりである。 
  ところで年齢のことをこの協会の方に言うと、多くの方はもちかけられた刹那、顎先だけ身を引く

のを私は感じるのである。そういう方は若さに満ちていて、数字で何歳などと言われたくないわいと

言っているかのようである。事実、この協会の方はいつも明るく、もちろんスキーも若々しく、むしろ

私の方が引っ張っていってもらっていることがほとんどである。このエネルギーこそ、この協会の魅

力である。 
  さて、ブラインドの方々とのおつきあいについて触れてみたい。とは言っても今では改めてどうこ

う言う程構えているわけではない。ただ、当初は失礼に当たる事を誤って言うのではないかとそれ

ばかり恐れていた気がする。この協会の方とのおつきあいで得た印象でのみ言うならば、無意味に

気を使う事の方がかえって失礼に当たるようである。近頃では逆にあまりにも気を使わなさすぎる自

分に気づく事すらある。それはそれで問題であるが、全くの自然体でいられるようになったせいでも

ある。現実問題としては、つい最近までブラインドの方がこれほど活動的であった事もなかろうし、

事実、スキーをするなどと聞くと、私の周囲は皆一様に驚くのである。かなり知ったかぶりが入るだ

ろうが、日本人はハンディキャップを持った人に対して必要以上に構えてしまうのではないだろうか。

事無かれと望むのか、失礼に当たることを誤ってすまいという、まさに私の当初の考えを持っている

人は意外と多いのではないだろうか。 
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  この協会は、私自身に知らしめてくれた様に、そういった人達に働きかける力を持っていると思う。

もし私の知ったかぶりが正しいならば、この協会の活動は貴重である。ブラインドの方とのおつきあ

いをほんの少ししただけの自分ですら、銀行の引き落としのパネルにかなり違和感を覚える。長年

この事に関係してきた方達なら尚更であろう。 
  非常に差し出がましい文となってしまったが、この協会のより一層の発展を切に願う。今の所、楽

しい集会という感覚くらいしか自分にはないのが本音であるが、それでいいと思っている。それ以

上でも以下でもない今の状態が好きである。このままの自然体の活動が、そうではない人達へのア

ピールとなるであろうし、何より最近、この協会って単にスキーが好きな人たちの集まりと大差ない

んじゃない？とか思うようになっちゃったし････いかん、最後に地が出た･･･ 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ブラインドスキー１０周年 

山内勝弥 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ブラインドスキー１０周年おめでとうございます。このイベントを継続し、盛り上げていくために、白

崎さんをはじめとしてスタッフのみなさんの地道でたゆまない努力があったと思います。 
  かくいう私は５年ほど前、２４才のときに技術系の派遣会社から独立したのを機会にオフの日に

前までやったことのないボランティアをやろうと思いたち、新聞の広告記事がきっかけで参加をはじ

め、今では新しいメンバーの名前もわからないほど古株に位置してしまいました。 
  ブラインドスキーの１番の醍醐味（だいごみ）はなんといってもべテランスキーヤーと息をぴったり

あわせてゲレンデにシュプールをきざみながら滑りきることではないでしょうか。特にあこがれの藤

田さんにパートナーとしてついたときはパートナー冥利につきました。 
  次に楽しいのはリフトに乗っているときのブラインドの方との語らいでしょうか。どんな話題を出し

ても自分の体験や考えをおりまぜながら返答されるのでリフトをおりるのを忘れてしまうほどのときも

ありました。私の商売がまだかけだしのときで、つらい心境をなぐさめられてだいぶ助かったときもあ

りました。 
  だいぶ失敗もしてしまいました。最初のときに撮影班をやってビデオ力メラをこわしてしまったこと、

スタッフとして参加したときにうまく意見の調整がつけられなくて怒ってしまったこと、ブラインドの女

姓の方との接し方がわからず、超誤解をうんでしまったこと、滑走中に誘導していて危険なことをし

てしまい、夜ぞっとして寝られなかったことなどなど、思い出のアルバムもかなりふくらみました。 
  あまりうまくは言えないのですが、ブラインドの方々と私達がスキーを共に楽しみたいという思い

が末長く実現されていくことを希望します。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

第六部 夢を語る 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ゆめ 

金沢真理 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 スキーを滑ることが夢でした。 
 中途で徐々に視覚を失った私にとって、かなり視力が残っていたころからスキーだけはできないと

思っていました。 
 かつて、まだ視力が残っていた頃、初めてスキーをした時に、怪我をしてしまいました。それが原

因で視力を失ったわけではありませんが、半年以上も入院してしまうことになってしまいました。意

識不明の重傷だったのです。 
 その後、視覚を失っていく中で、見えていた頃に経験していたことは、なんとか工夫したり努力す

ればできることもあるのではないかと日々悪戦苦闘していました。それでも、今までの視力に頼ると

いうなさけない習慣から脱皮ができず、あれやこれや「できない」と思い込んでいることがたくさんあ

りました。 
 中でもスポーツは、やったことがあっても縁遠くなってしまったと諦めていました。水泳やマラソン

は一緒にやってくださる方がいればなんとかなるのかなとは思っていました。でも、そんな人、めっ

たにいないにちがいないと考えていました。まして、スキーなどというものは二度とできないと思って

いました。ところが、視覚障害者でもスキーをしていると聞き驚いてしまいました。スキーをするなど

と私にとっては、夢のような話だったのです。まだ、私にはスキーなど無理なことと思っていました。

でも、見えなくてどうしてやるのだろうと考えもつかず、尋ねずにはいられず、これがスキーとの出会

いでした。 
 怪我をしたことを顧みず、多少残っていた視力を便りにどうしても滑ってみたいという気持ちが先

行し、トライしてみました。ところが、恐怖感からなのか、運動神経の問題なのか、はたまたセンスの

問題なのかは追求しないことにして、リフトからも降りれないというあり様でした。それでもスキーに行

くという夢は果たされたのです。 
 視援奉のスキーと出会い、この協会と出会うことにより、今のようになんとか滑ることができるように

なったのも夢のようなことなのです。私のスキーは神奈川県に育ててもらったと心から感謝していま

す。１０周年を迎えられるのも、私のようなものを滑れるようにしてくださる気の長い方たちの集まりだ

からこそだと思っています。スキーと出会うというよりも、一緒にスキーのできる会員の皆様と出会え

たことも夢みたいなことなのです。 
 最初の頃は、晴眼者の人数が足りなくて、なんとかツアーが成り立つようにと人集めで大変でした。

二回のツアーをするなどというのは夢のまた夢のことでした。 
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 今ではあたりまえの二回のツアー。なんとか滑れるようにしてもらった私のスキー。継続は力なの

でしょうか。目的を持った皆の力だと思っています。私にとって夢のスキーだったものが実現となり、

視力を失っていく中で、スキーが少しづつできるようになるということが元気のもとだった気がします。

一緒になって同じように参加してくださる方がいるということが、他の事にも、スキーをしない多くの

視覚障害者にも「できること」につながるがることのような夢をもらっている気がします。 
 「スキーに何時いこうかしら。今シーズンは３回目だけど、協会のクラブハウスができて本当に良か

った。シーズン中は誰かいるから安心して行けるし、電話してみましょう。そういえば、パラレルがで

きなかったこともありましたね。なんでかしら。」などというのも夢ではない、あたりまえのことになるか

もしれません。 
 ２０周年には正夢でありますように！ 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

これからの夢 

川添由紀 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 私は、神奈川県視覚障害者スキー協会の会員になり、スキーの面白さ、難しさを知ることができま

した。スキーを始めたばかりのころは、一緒に滑ってもらった人等にいろいろなことを教えてもらって

も、何だかよくわかりませんでした。そして、何となく意味はわかっても、いざ滑り出すと慌ててしまい、

教えてもらったことはどこかへ飛んでいってしまい、結局転んでしまうということの繰り返しでした。最

近はいろいろな人にアドバイスをしていただき、頭の中で教えていただいたことをイメージできるよう

になってきました。とはいっても、自分が思ったとおりに滑ることは難しくてなかなかできません。でも、

私はスキーが少しでも上手になりたいです。だから、スキーをすることができるチャンスがもっと増え

ればいいなと思います。 
 私は、スキーにはたくさんの魅力があると思います。中でも、私はスキーをしているときのスピード、

開放感が大好きです。そのほかでも、適度の風の音を聞きながら滑ったときの気持ちよさ、ゲレン

デの雰囲気、雪を踏んだときの音等も大好きです。それは日常の生活ではなかなか体験すること

ができないことだからです。そして、私はスキー場に行くと、いつも夢の世界に行ったみたいな感じ

がしています。 
 私はスキーツアーに参加することで、いろいろな人と出会えてよかったと思っています。いろいろ

な人と出会い、話をすることは、私にとってとてもプラスになっています。神奈川県視覚障害者スキ

ー協会の会員の方々は、いろいろな仕事をしている方、いろいろな年齢の方がおりますので、勉強

になることがたくさんあります。そして、特にスキーのこと等、皆さんに熱心に教えていただけて、大

変ありがたいと思っています。スキーはもちろん、そのほかでも一緒にどこかへ出かけたり、何かを

したりすることができる機会がもっと増えていけばいいなと思っています。 
 それから、これはスキーに限ったことではないのですが、スキーを例に挙げると、社会の中で障害

者がスキーをしていることが大分知られてはきましたが、今でもまだまだ知らない人もたくさんいると



 - 61 - 

思うのです。現実に私の周りでも、私がスキーをしていると言うと、驚く人がたくさんいるのです。将

来、「障害者もスキーを楽しむのは当たり前だ」とみんなが思うような社会になっていけばいいなと

思います。その第一歩として、健常者に手助けをしていただければ、障害者もスキーをすることが

できることをたくさんの人にわかっていただくことは、大切だと思います。 
 これから、スキーをしたいと思う障害者と、障害者と一緒に滑りたいと思ってくれる健常者が、もっ

と増えればと思っています。そして、私が大好きなスキーの楽しさを一人でも多くの人にわかっても

らいたいです。そのためにも、私は神奈川県視覚障害者スキー協会が２０周年、３０周年、５０周年

を迎えられることを願っています。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

祝・十周年！これからも 

神部尊徳 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  オーット！日記を書いている場合ではない。これからのスキー協会、未来････夢････夢。 
  以前、「タッチ ザ 飛行機」がありましたが、広報、整備本部長、工場長など、初めてのことだか

らと渋られました。最初の頃はモックアップ（乗員の訓練施設）などと言われました。なぜならば、視

覚障害者と言うだけで足元は平気か、ましてやケガをされては大変という事だったのでしょう。そこ

で私が「彼らはスキーをやったり、アウトドアーも色々やってますし、付き添いの人も来ますので大

丈夫です。」と話をして、広報の人から「工場長のＯＫをもらえばいいでしょう。」と言うことで見学す

ることが出来ました。 
  これからは、これまでもそうだったと思いますが、スキーでも、スキー以外でも、もっと多種多様な、

全員が体験、経験したことがないような事や、以前にもやった事があって、またやりたいと思う事（視

覚障害者の皆さんも自分がやりたいと思ったことをどんどん出した方がよろしいかと思います）を行

って、楽しく、充実した協会にしていって下さい。 
  この協会には、老若男女、大勢の方々が会員としておられるので、色々な情報も数多く集まると

思いますが、視覚障害者の方々が、どの様に、どの様な方法で、楽しく、有意義に１日１日を過ご

す事が出来るのか、考えれば考える程行き詰まってしまいます。 
  でも１回も実行しないで、だめだ、出来ない、なんて思わないで思い切ってやってみるのも１つの

手だと思います。 
  これからも機会を見て、スキー以外の色々な事をやっていこうではありませんか。 
 どんどん色々なことを企画してくださーい。まっています。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

夢 

志村好枝 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 スキー協会満 10 歳。おめでとうございます。その 10 周年に寄せて協会への夢を････と言われ、

正直言って現実にばかり目が向いていた私には、｢そういえば最近夢を持って生きていなかったか

もしれない。」と自分自身を振り返る良い機会になりました。 
  自分の周りに障害者がなく・・・・いや、あったけれど目に入っていなかったのかもしれない

が・・・・、自分の健康を武器に、健康産業に従事してきた私が、この協会と巡り会ったのは 1992 年

のエコーバレースキー場行きのツアーでした。「視覚障害者のスキーなんだけれど、右、左の指示

さえ間違えなければ大丈夫だから行かない？人が足りないのよね」との言葉で誘われ、「う～ん」と

唸っているうちに参加が決まってしまっていたような記憶があります。急遽参加の私にとっては視覚

障害の方に関する知識は勿論のこと、誘導の方法、声のかけ方などの何の事前準備も全く出来て

おらず、まさに「知らぬが････」集合の海老名駅に着くと、蛍光イエローのジャンパーを着た元気な

実行委員の方々がテキパキと出発準備をしていて、私はその流れに乗って見知らぬ世界に入って

いきました。そして気が付いたときにはズッポリ。 
  朝から晩まで一日に何 10 本と滑りまくっていた時代が過ぎ、楽しくスキーがしたいと思い始めて

いた時であったことが、この協会に引きつけられてしまった理由の一つであったようです。しかし、

何よりも私を引きつけたのが集った人達の魅力でした。様々な年齢、様々な職業の方々が何の利

害もなく、スキーが好き、そして人が好きと言うことで集い、障害がある人も晴眼の人も、とにかく明

るく楽しくスキーをし、そしてお酒を飲みながらの語らいは尽きることがないほどです。 
  眼に障害があることで逆に他の四感を磨き、眼が見えてしまうがために生まれながらに持ってい

たであろう四感を衰えさせてしまっている私は、ある意味での障害者なのではないかと思いました。 
  学生時代、そして社会に出てからも人間一人が出会い語り合うことの出来る人の数には限りがあ

りますが、この協会に参加した事で、自分だけの世界では出会うことの出来なかったであろう人達と

の出会いがありました。だからこそ互いが互いに影響し合えるこの人間関係は、今後のかけがえの

ないものとして大切にしてゆきたいものです。 
  そこで本題の「夢」ですが、協会に対して大きな希望は持っていません。この小さな協会が今の

ままの姿で、逞しく暖かい人達の集まりであって欲しいだけです。形でなく中身の豊かな今の協会

が好きです。 
  そして実行委員経験者として一言「あなたも一度実行委員をやってみませんか？」。無事にツア

ーが終了したときの快感は何とも言えませんよ。 
  私も今後、出来る範囲での協力をさせて頂きながら自分の仕事の充実も図りたいと言うのが、夢

と言えば夢かもしれません。あまりにも夢のない私ですが、今回原稿用紙を前に夢を考えるうち、一

つ夢を手にしました。現実主義の私が、生まれて初めて年末ジャンボ宝くじを買ったのです。ささや

かな 12月 31日までの夢ですが、これもこの原稿依頼のおかげと思っています。この原稿が皆さん

の元に届くときには、この私の夢はどうなっているのでしょうか。結果は聞かないで下さい。えっ？

夢、夢って言いながらまた私････現実的になっているですって？････。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

仲間を増やそう！ 

八重樫幸夫 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 設立 10 周年バンザ－イ！ 
 この協会に入会して５年になりますが、私がまだ「視覚障害者」や「ブラインド」という言葉もろくに

知らない頃からこの協会が存在し、継続していることには驚かされます。 
 当時私は、社協主催の障害者のバザ－でぬいぐるみを着て大汗かいたり、運動会でパン食い競

走の紐を持って、弁当食って帰ってきたりの経験をいくつかしていました。何かおもしろくて、かわ

いい子にも会えたりするボランティアはないかと探していた時、横浜の広報（平成３年 11月だったと

思う）で、「視覚障害者のスキ－介助ボランティア募集」の記事に出会いました。「おっ、これやって

みっか」と多少の不安は棚に上げ、すぐに入信？し、現在は実行委員や役員をさせていただくまで

になりました。他では得がたい友人も増え、スキ－以外でもいろいろ楽しませてもらっています。こ

の協会も会員が１５０人に迫り、ツア－も年２回、難なくこなしていますが、設立当初は仲間集めから

企画運営まで、その労力はたいへんなものであったでしょう。今私が思っている事、それは、「もっと

もっと仲間を増やしたい！」。多くの人にブラインドの人達のことを知ってもらいたいのです。 
 協会のツア－に行っても、まわりの多くの人達は、「がんばって」という温かい目で見てくれますが、

危ないとか、笛の音がうるさいとか、迷惑がっている人がいるのも事実です。でもそれは、ブラインド

の人達の事を理解していないからではないでしょうか。我々が、最近流行のスノ－ボ－ダ－を迷惑

がるのと同じかもしれません。多くの人に我々の協会の事、ブラインドの人達の事、障害者の事をも

う少し知ってもらえば、もっと付き合いやすい社会になるはずです。 
 最近、盲人用信号機というものが増えているように思います。歩道の隅っこに押しボタンがあり、

それを押して待っていると、信号が青になった時音楽が鳴るという優れ物？です。ただひとつ気に

なるのは、ブラインドの人達がどうやってその存在を知るのかという事です。駅の切符売り場に設置

されている点字の運賃表もまたしかり。もし、この設置を考えた人、設計をした人が我々の仲間であ

ったなら、きっと、より使いやすいものになったと思います。 
 私は、この協会に入って初めて視覚障害者と言われる人達に接し、友人を得ました。駅や街で

「白丈を持った人がこんなにたくさんいたっけ」と気付くようにもなりました。スキ－だけでなく、マラソ

ンやダイビング、その他自分が関心のある事を通して、多くの人がブラインドや障害を持った人達と

知り合い、付き合えば、少し違った物の見方考え方をするようになり、行動も変わってくるはずです。

そうすれば、もっと気の利いた信号機も出来るだろうし、車椅子では難儀な片斜面の歩道もなくな

るのではないでしょうか。 
 我々の協会をもっと多くの人に知ってもらう、そういう活動もしていきたいと思います。 
 何年か後には、全国に同じような協会がたくさんでき、仲間が増えていたらすばらしい・・・夢か

な・・・・夢を実現するために「じゃあ、やえっち、それがんばってな！」と言われると、ん・・・・。 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

叶った夢と叶えたい夢 

矢部健三 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 夢が叶う時、それはもう「夢」ではなく「現実」になってしまいます。でも、一つの夢が叶うと、またす

ぐに新たな夢が生まれてくるものです。 
 僕のスキーとの出会いは８２年の１月、転校したばかりの盲学校のスキー教室でした。病気で視力

を失って１年もたたない中学１年のことです。スキーと言っても、階段登行で斜面を上り、直滑降か

ボーゲンで滑り降りる、これを繰り返す練習だけでしたが、急に見えなくなり、なにもできなくなって

しまったと落胆していた当時、見えていた頃にも経験したことのないスキーに挑戦できたということ

は、僕にとって大変な喜びでもあり、大きな驚きでもありました。 
 スキーに接して間もない頃、僕は漠然とした夢を抱きました。障害を持つ僕が障害を持たない友

だちと一緒にスキーを楽しめたなら・・・、そんな夢です。 
 盲学校の中学部を卒業した僕は、高校から統合教育を受けました。高校・大学と晴眼者の友だち

に囲まれて生活し、みんなで酒を飲んだり遊んだりして、それなりに楽しんではいたものの、友だち

と一緒にスポーツを楽しむという機会がほとんどなく、なんとなく疎外感を感じることがありました。そ

んな時、話のはずみで友だち数人と一緒にスキーに行こうということになりました。８８年、大学２年

の時です。その頃僕はまだボーゲンがやっとできるぐらいだったので、本当にみんなと一緒に滑れ

るのか、また友だちがパートナーとしてちゃんと指示を出せるのか、当日までとても不安でした。し

かし、案ずるより生むが易し。行ったスキー場のゲレンデの幅が広く斜面もなだらかだったので、そ

れまでの不安などどこ吹く風で、友だちも僕もお互いにスキーを楽しむことができました。 
 それからというもの、年に１度行くか行かないかだったそれまでとはうって変わって、日程が合えば

４～５人の友だちと連れ立ってスキーに出かけ、１シーズンに４～５回は行くようになったのです。 
 ただ、人の欲は尽きないもので、友だちと一緒にスキーを楽しみたいという夢が叶うと、「もっとうま

く滑れるようになりたい！」という願いが強くなってきました。うまくなるにはどうしたらいいのか。まず

一つは、回数を多く滑ること。でも僕の場合は、他の視覚障害者と比べるとはるかに恵まれていて、

１シーズンに１２・３日はスキーを履けていましたので、これ以上は望むべくもありません。二つ目に

考えたのは、うまい人に直接教わること。でも僕の友だちのスキーのうでまえは、ほとんど僕とどんぐ

りの背比べで、友だちに技術面での指導を仰ぐというのは難しいことでした。解決策は、友だちにう

まくなってもらうか、スキーのうまい人と友だちになるか・・・。そんなことを考えていた９１年１月、当

時協会の会長をしていた福島悟さんからツアーへの誘いを受けたのです。協会のツアーに参加す

るパートナーの皆さんのスキーのうでまえは、いろいろな人からすばらしいと聞いていたので、二つ

返事で参加を決めました。以来毎年のように協会のツアーに参加しています。初めの頃は皆さんと

打ち解けられるか不安で、柄にもなく緊張していたのに、今ではすっかり協会のツアーにいくことが

楽しみになっています。 
 今、スキー技術の向上という願いが叶ったかどうか、はなはだ疑問は残りますが、僕の次なる夢は、

ＳＡＪの検定に合格すること。それも１級に。とても難しいということは、いろいろな人の話から理解し

ていますが、夢は大きい方が挑戦しがいもあるというもの。いつ実現できるか、また本当にそんなこ

とができるのかまったくわかりません。でも、数年後、また今回のように自分とスキーを振り返って考

える時に、この夢が現実のものとなっていることを望みながら、今シーズンのスキーの予定をあれこ

れ考えています。 
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神奈川県視覚障害者スキー協会（クラブ）会則 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
名称 

第１条  本協会は、神奈川県視覚障害者スキー協会（クラブ）と称する。 
        （以下「本協会」と称する） 
 
目的 

第２条  本協会は、スキー等雪上スポーツをとおして視覚障害者の健康および体力増進を図り、

視覚障害者と晴眼者との相互理解を深め、福祉を向上させる。 
 
事務局 

第３条  本協会の事務局は、事務局長宅におくものとする。 
 
事業 

第４条  本協会は、第２条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。  
       （１） 会員名簿の刊行 
      （２） 視覚障害者のスキー等の調査・研究 
      （３） 視覚障害者のスキー等の技術指導 
      （４） その他、本協会の目的達成上必要と認められる事業 
 
会員 

第５条  本協会の会員は、正会員・特別会員・賛助会員からなる。ただし、視覚障害者・晴眼者を

問わない。 
 
第６条  正会員は、本協会の目的に賛同し会費を納入したものとする。 
 
第７条  特別会員は、本協会が委託した顧問等とする。また、賛助会員は、本協会の目的に賛同

し会費等を納入したものとする。 
 
役員 

第８条  本協会には、次の役員をおく。 
      会長１名 
      副会長１名 
       事務局長１名 
      事務局員若干名 
      会計若干名 
 
顧問 

第９条  本協会には、顧問若干名をおく。
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監査 

第１０条 本協会には、監査若干名をおく。 
 
第１１条 役員・顧問および監査は総会において選出し、承認を受けるものとする。 
 
第１２条 役員・顧問および監査の任期は２年とし、再任は妨げない。 
      ただし、業務遂行上支障をきたす事情が生じた場合は、任期途中においても役員・顧問

および監査のメンバー交替を認める。 
 
第１３条 会長は、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行

する。また、顧問は、会長の諮問に応じる。 
 
総会 

第１４条 総会は会長が召集する。総会は原則として年１回とする。 
      なお、臨時総会は必要に応じて開催することが出来る。 
 
第１５条 総会は、会員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。 
      総会における承認および協議事項は次のものとする。 
      （１） 予算および決算 
      （２） 事業計画および事業報告 
      （３） 役員の選出 
      （４） その他本協会の目的を達成するために必要な事項 
 
役員会 

第１６条 役員会は、必要に応じて会長が召集する。 
 
第１７条 役員会は、本協会に必要な事項を審議し、運営する。 
 
資金 

第１８条 本協会の運営に必要な資金は、会費および寄付金等によるものとする。 
 
会費 

第１９条 本協会の会費は、役員会で決定する。 
 
第２０条 本協会の会計年度は、４月１日より翌年３月３１日までとする。 
 
改廃 

第２１条 本会則の改廃は、総会の承認を得なければならない。 
 
付則 

この会則は、昭和６０年８月１８日より施行する。 
この会則は、平成２年４月１５日より施行する。 
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編集後記 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 ９４年８月に実施した１０周年記念事業のアンケート調査の結果、記念誌発行の希望が多く、９５

年６月の総会でプロジェクトチームを設け企画・編集・発行することになりました。 
 １０月から編集会議を重ね、全体の構成や原稿依頼、座談会収録とテープ起こし等の作業と共に、

「声のきずな」とブラインドスキーを表現するのにふさわしいタイトルも決まりました。 
 全部の内容が残されていないのは残念ですが、広報担当の方が残してくれたファイルや古いニ

ュースを探しだし、福島安雄さん始め編集委員の努力で、どうやら形になりました。 
 点字版を同時発行するために文字中心の体裁になりましたが、この「声のきずな」が「文字のきず

な」として会員相互の心の架け橋になればと願っています。 
 最後にご協力いただいた全ての方々に改めて御礼申し上げます。 

1996.3.31 白崎正彦 
 
 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

協会設立１０周年記念誌 
声のきずな 

編集発行    神奈川県ライトセンター内 
神奈川県視覚障害者スキー協会 

会長  岡崎 学 
編集委員長   白崎正彦 
編集委員    岩崎かおる 
編集委員    鹿島恵美子 
編集委員    久保田貞子 
編集委員    福島安雄 
編集委員    藤田功三 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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感謝状 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

協会会員各位殿 
あなたは当協会へ入会以来パートナーとして多くのご協力を賜り『声のきずな』を強める

ことに尽力いただきました 
 当協会設立１０周年を機会に記念誌を発行し感謝の意を表します 

平成８年３月３１日 
神奈川県視覚障害者スキー協会 

会長 岡崎 学 
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