
昭和６０年(1985 年 8 月)  
 
         神奈川県視覚障害者スキー協会（クラブ）発会式のお知らせ 
 
 梅雨もようやく明け、暑さもいよいよ本格的な今日この頃、皆様にはお変わりなくお過 
ごしのことと存じます。 
  さて、この度神奈川県視覚障害者スキー協会（クラブ）が発足することになり、その発 
会式を下記の通り行いますので、ここにお知らせいたします。 
 当協会（クラブ）は、視覚障害者が参加する機会の少ない雪上スポーツ（スキーや雪遊 
び）を晴眼者と共に楽しみ、体力の向上と健康増進をはかり、併せて障害者福祉の充実を 
目指して結成するものです。なお、入会はどなたでも自由にできますので、是非多くの方 
々の参加をお待ちしております。 
 
                                   記 
    
日時   昭和６０年８月１８日（日）14:00-16:00 
会場  神奈川県ライトセンター 
入会申込方法  当日会場にて受付 
年会費は 1000 円 
備考  当日、式に参加できない方は直接事務局までお申込みください。 
 
    事務局 上杉 惇  
       神奈川県視覚障害者スキー協会（クラブ）準備委員会 
 
 
 
 



昭和６０年(1985 年 8 月)  
 
                           スキー協会ニュース 
 
 めっきり涼しくなりましたが、会員のみなさんお元気ですか？ 
 １０月例会のお知らせをします。お忙しいとは思いますが、是非ご出席ください。 
 
                               １０月例会 
 
期日  １０月６日（日）２時から 
場所    ライトセンター 
内容  スキーの準備トレーニング 
服装は運動着 
 
 予告１ ２月１日より２月２日、協会主催でアルペンを予定しています。 
 予告２ ブラインドスキーアルペン１月３日より１月６日 募集１０月下旬クロカンは 
          ３月２８日より３月３０日 募集１月下旬  お忘れなく 
 
        事務局 上杉 惇 
 
 
 



昭和６０年(1985 年 10 月)  
 
                           スキー協会ニュース 
 
 会員のみなさん、お元気ですか？いよいよスキーシーズンがやってきました。さて、協 
会主催のスキーも障害者の参加も決定し、要綱も決まりました。２月１日～２日の岩原ス 
キー実施を今から胸を膨らませて待つことにしましょう。なお、１２月の定例会を次のよ 
うに開催しますので、みなさん奮ってご参加ください。 
 
                               １２月例会 
 
期日  １２月８日（日）午後２時より 
会場  ライトセンター 
内容   スキー用具の取扱い方、及び、スキーウエアについて 
講師    白崎  正彦氏 
 
                     第１回協会スキーツアー実施要綱 
 
１．日程    ２月１日（土）６：４５ 横浜駅西口天理ビル前集合 
             ７：００ バス出発  
            １１：３０ 上越岩原スキー場宿舎着 
            １２：００ 昼食 
            １３：００ スキー実習 
            １８：００ 夕食 
      ２月２日（日）７：３０ 朝食 
             ９：００ スキー実習 
             １２：００ 昼食 
            １４：００ バス出発 
            １９：００ 横浜駅西口天理ビル前帰着、解散 
２．宿舎  新潟県南魚沼郡湯沢町 岩原高原ハウス 
      ℡(02578)7-3159 
３．費用    バス代１００００円  宿泊費６５００円 
      その他（駐車料、昼食代など） 
４．問合せ先  上杉 
 
 ★予約金１００００円を同封の振替用紙で１２月２０日までに納入してください。 



昭和６１年(1986 年 5 月)  
 
                           スキー協会ニュース 
 
１．次回例会のお知らせ 
 次回例会を下記の要領で開きます。日本チェアスキー協会会長のいさゆきひろ氏をお迎 
えしてお話をしていただきます。ブラインドスキーだけでなくより広い視野で障害者スキ 
ーとボランティアの在り方を考えるのに良い機会です。 
 
                                   記 
 
日時  ６月８日（日）14:00-16:00 
場所  神奈川県ライトセンター第２講習室 
演題  「身障者スキーとボランティア」 
 
２．６１年度総会報告 
 去る５月１１日（日）神奈川県視覚障害者スキー協会（クラブ）の６１年度総会が開か 
れました。以下、簡単に報告を。 
 ２時に開会。出席者１２名、委任状１１名をもって総会成立。上杉議長により議事進行。 
６０年度事業報告、６０年度決算報告、そして６１年度事業計画の順に可決。新年度予算 
案については一任してもらうことで議事は全て承認されました。出席されなかった方は、 
関係資料を同封しましたのでご覧になってください。ついで３時から懇談会。岩原スキー 
ツアーの感想、寄付金集めの方法、例会のテーマなどについて、各自意見を交換しました。 
 また、ゲストとして日本身体障害者スキー協会でご活躍の木村さんご夫妻も出席され、 
スウェーデンでの競技大会に参加された体験談や、協会での活動の模様について色々興味 
深いお話を伺いました。 
 その協会で活動する視障者は余りいないこと、スキーツアーが１シーズン最低４回は実 
施すること、視障者への指導については模索中であることなどがわかりました。木村さん 
には、来る８月の例会に、講師としてお迎えすることになっています。どうぞ、ご期待く 
ださい。 
 
３．会費納入のお願い 
 総会も無事終わり、新年度も実質的にスタートします。会費をまだ納めてない方は同封 
の郵便振替用紙を利用して、１年分１０００円を送金してください。なお、納入済みの方 
には領収書を同封します。 



昭和６１年(1986 年 7 月)  
 
１．次回例会のお知らせ 
 今年度第二回の例会は、予定を少し変えて、最近のスキー技術を勉強しようということ 
になりました。 
 内容としては、ビデオテープなどの教材を使いながら、一般スキーヤーのテクニックを 
、技術顧問の白崎氏に解説していただくことになっています。 
どうぞ、障害者の会員だけでなく、晴眼者の会員の方も来年のシーズン向けて準備を始め 
ましょう。 
 
日時   昭和６１年８月１０日（日） 午後２時～４時まで 
場所   神奈川県ライトセンター 
テーマ  「最近のスキーテクニック」 
講師   白崎正彦氏（当協会技術顧問） 
参加費  無料 
その他  夏の真っ盛りなのですが、みんな参加してね！ 
 
２．役員会報告 
 今年度２回目の役員会（理事会）が７月６日（日）２時からライトセンターで開かれま 
した。討議内容は 
  （１）スキー協会の広報誌について 
  （２）今年度のスキーツアーについて 
ということでした。（１）についてはほぼ原案が固まり、近日中にできあがる予定です。 
また（２）についても、そろそろ場所や交通などを決めますので、意見のある方は今の内 
にお寄せ下さい。 



昭和６１年(1986 年 9 月)  
 
１．次回例会のお知らせ 
 
日時   昭和６１年１０月 ５日（日） 午後２時～４時まで 
場所   神奈川県ライトセンター 
テーマ  （１）シーズンに備えてのトレーニング 
     （２）お座敷スキー ライトセンター編 
講師   毎度お馴染みの白崎正彦さん 
注意   運動のできる服装と運動靴を用意して下さい。 
なお、当日参加できる方は、藤田までご連絡下さい。 
 
 
２．役員会報告 
 今年度２回目の役員会（理事会）が９月７日（日）２時からライトセンターで開かれま 
した。７（プラス１）の出席で今年度の今年度のスキーツアーについて話し合われました。 
日程：昭和６２年 １月３０日（金）夜～２月１日（日） 
場所：石打後楽園スキー場 
詳しい内容や費用、申し込み方法については、次号の紙面でお伝えします。 
 
 
３．８月の例会報告 
 ８月１０日（日）午後２時からの例会では、講師にお願いした会の技術顧問の白崎さん 
に探していただいた日本スキー連盟（ＳＡＪ）監修の「スキー教程」を映写しながら、ス 
キー技術の勉強をしました。晴眼者や視力のある障害者は、１６ｍｍの大きな映像とナレ 
ーションを聞きながら、また視力のない人は、画面の説明を細かにしてくれる白崎さんの 
話を聞きながら、頭の中に滑りをイメージして、「基礎編」「応用編」を見ました。 
 初めて聞く技術用語なども講師が詳しく解説してくれるので、とても良く理解できまし 
た。来るシーズンにはきっと役立つことと思います。 



昭和６１年(1986 年 11 月)  
 
１．スキーツアーの参加者募集 
 
 会員の皆様には、お元気でご活躍のことと思います。 
  さて、今シーズンも昨年に引き続き、以下の要領ででスキーツアーを計画いたしました 
どうぞ奮ってご参加下さい。 
 特に晴眼の会員のみなさん、色々とお忙しくご都合も有ることと思いますが、ぜひとも 
ご協力くださいますよう、重ねてお願いいたします。 
 
                                    記 
 
 期間 昭和６２年１月３０日（金）～２月 １日（日） 
 行先  石打後楽園スキー場（上越新幹「越後湯沢」駅からバス） 
 宿  民宿 「銀富士」 
 費用 ２３０００円（新幹線代・宿泊２泊分・旅行保険・雑費） 
    なお、現地での昼食２食分とリフト代は含まれていません。 
  集合 １月３０日（金）１９時 横浜駅東西自由通路「みどりの窓口」前 
 解散 ２月 １日（日）１９時頃、上野駅の予定。 
 申込受付期間 昭和６１年１１月１６日（日）～１１月２９日（土） 
 申込先 藤田 
 募集人数 視覚障害者 １０名 
      晴眼者   ２０名 
 
２．１２月例会のお知らせ 
 １２月の例会は、シーズンを間近にブラインドスキー参加者と合同で服装やスキー用具 
のことなどの話をしてもらいます。多くのみなさんの参加をお待ちしております。 
 
日時   昭和６１年１２月１４日（日） 午後３時～５時まで 
場所   神奈川県ライトセンター 
なお、資料などの都合がありますので、参加される方は 
藤田までご連絡下さい。 



３．１０月例会報告 
 １０月の例会は、昭和６１年１０月５日（日）午後２時よりライトセンターで行いまし 
た。今回はシーズンに備えてのトレーニングをテーマに、白崎さんに指導をしてもらいま 
した。今年のトレーニングは、スキー技術に直結した運動を多く取り入れてくださり、ス 
キー場に行って、すぐに役く立つのではないでしょうか。 
 またそれに先立ち、参加した会員は、寄贈されたスポーツウェア上下をもらいました。 



昭和６２年(1987 年 7 月)  
 
        ～～ 夏のハイキングへのお誘い ～～ 
 
 ５月に交歓ハイキングにスキー協会として参加し、会員間の親睦を深めることになって 
いましたが、小生の不手際で多くの方にご迷惑をおかけしました。 
そのかわりと言っては何ですが、８月のくそ暑いときに、何とモノ好きかと思うのですが、 
津久井・城山ハイキングを計画しました。 
 このコースは、相模川を巻きながら城山にとりつき、戦国時代に勇名をはせた津久井城跡 
を目指して雑木林の間を歩いて行くコースです。 
 スキーとしてはオフシーズンのこの時期から体力づくりをしておかなければ、シーズン

を 
絶好調で迎えることはできません。さあ、クーラーで衰えた体に健康を取り戻そう！ 
 
                                    記 
 
 日程  昭和６２年８月２３日（日） 
 目的地  津久井・城山（津久井城跡）ハイキングコース 
  集合  ＪＲ横浜線橋本駅改札口に午前９時 
     またはＪＲ町田駅改札口に８時３０分 
 持ち物 弁当・雨具・水筒・タオル・その他（お小遣い・身障者手帳・保険証など） 
 服装  軽装（あたりまえだ！） 運動靴ｏｒ登山靴 
 申込先 昭和６２年８月１９日までに、藤田まで申し込んで 
     ください。 
 工程  歩行時間 約２時間５０分 
     橋本駅（バス２０分）久保沢（歩５分）川尻遺跡（歩１５分） 
     小倉橋（歩２０分）城山登山口（歩４０分）諏訪神社（歩１５分） 
     車坂（歩３０分）津久井城跡（歩５分）飯縄神社（歩４０分） 
     展望台（バス２５分）橋本駅 
 
           【主なみどころ】 
  ●川尻遺跡・・・・石器時代のもので、敷石住居跡がみられる。 
  ●津久井城跡・・・小田原北条氏の出城で、１５９０年秀吉軍の中の家康軍に攻め落 
   とされる。これが築づかれた城山は、宝峰とも言われ、北峯と南峰とに分かれる。 
   本丸があった北峯から津久井湖を望む展望はすばらしい。 
  ●諏訪神社・・・・周囲に武家屋敷が建ち並ぶ。 



昭和６２年(1987 年 12 月)  
 
                     石打後楽園スキーツアーのお知らせ 
 
 会員の皆様お元気ですか。お変わりなくお仕事、勉強にとお励みの事と思います。 
  北から南へ、山から平野へと紅葉は移り、やがて我々が待ち望むスキーのシーズンと変 
わって行きます。 
 雪の便りを待ちながら、下記のスキーツアーを計画いたしました。皆様のご参加、特に 
晴眼者の皆様の参加を御期待いたします。 
 
                                    記 
 
 期間 １９８８年１月２９日（金）～１月３１日（日） 
 行先  石打後楽園スキー場 
 費用 ２３０００円 
  集合は１月２９日（金）１８時４５分横浜駅東西自由通路みどりの窓口前 
 解散は１月３０日（日）１９時頃、上野駅の予定。 
 交通は往復ＪＲ利用（上越新幹線） 
 募集人数 視覚障害者 １０名 
      晴眼者   ２０名 
 募集開始 １９８７年１１月２０日（金）午前１０時 
 申込の問合せ先 藤田 
 
追伸 
                           １２月例会のお知らせ 
 
 １２月の例会は１３日（日）１４時～１６時の予定でブラインドスキー参加者と共にス 
キーの話を聞きます。 
  
 場所 神奈川ライトセンター 
                                                                      以上 



昭和６２年(1988 年 1 月)  
 
                     石打後楽園スキーツアーのお知らせ 
 
 期間 １９８８年１月２９日（金）～１月３１日（日） 
 行先  石打後楽園スキー場 
  宿    銀富士 
    新潟殿南魚沼郡塩沢町石打後楽園スキー場 
        電話（０２５７８）３ー２３３５ 
 費用 ２３０００円 
  集合 １月２９日（金）１８時４５分横浜駅東西自由通路みどりの窓口前 
 解散は１月３１日（日）１９時頃、上野駅の予定。 
 交通は往復ＪＲ利用（京浜東北線、上越新幹線） 
 １月２５日（金） 
   １８時４５分 横浜駅東西自由通路みどりの窓口前・乗車券購入 
   １９時１５分  横浜駅出発 上野駅へ 
      ２０時４０分  上野発 上越新幹線とき４６３号１９番ホーム 
      ２２時０５分  越後湯沢着  駅前からバスで宿へ 
      ２３時頃      宿着 
 １月３０日（土） 
    ７時００分 起床 洗面 
    ７時３０分 朝食 
    ８時１５分 オリエンテーショウン（介助法、グループ分け等） 
   １２時００分 昼食（宿） 
   １３時００分 晴岩者 フリースキー、視覚障害者 休憩 
      １５時３０分 スキー開始 
   １７時３０分 スキー終了 
   １８時００分 夕食 
   １９時００分 ナイタースキー開始 
   ２１時００分 ナイタースキー終了 
   ２１時３０分 懇親会（１時間程度） 
 １月３１日（日） 
    ７時００分 起床 洗面 
    ７時３０分 朝食 
        ８時３０分  スキー開始 途中随時休憩 
   １２時００分  昼食（ゲレンデ内で） 



   １３時００分 スキー開始 
   １５時００分 スキー終了 
   １６時００分 宿出発（路線バスで越後湯沢駅へ） 
   １７時０１分 越後湯沢発 上越新幹線あさひ５４２号 
   １８時１８分 上野着 解散 
 
                          ・・・・備 考・・・・ 
 
１．障害者手帳、健康保険証（コピーでも良い）忘れずにお持ちください。 
２．日程は３１日（日）で終了となりますが、更にスキー場に残りたい方は、事前に藤田 
  まで連絡してください。 
３．予約金納入 
  同封の振込用紙で予約金１３０００円を１９８８年１月９日迄に納入してください。 
 （必要事項は記入してあります）残金１００００円は現地でいただきます。 
４．リフト代及び３１日（日）の昼食は各自負担となります。 
 
                       神奈川県視覚障害者スキー協会 
                          連絡先 藤田 
                                                                以上 
ボランティアとの顔合わせ  
 １月１７日（日）１４時～１６時 ライトセンターにて一般ボランティアの方との顔合 
わせです。是非ご参加ください。 
 
 
 
 



昭和６３年(1988 年5 月) 

１．次回例会のお知らせ ～～ ハイキングだぞー！！

 暑くなったり涼しくなったり寒暖の差が激しい季節です。体調を崩しやすいからこそ、

体力作りにこころがけるべきです。普段、運動をしないひとも、足に自信のある人も恒例

のハイキングに参加しましょう。所は丹沢、表尾根の中腹を走る林道を歩きます。ほとん

ど車が通らないコースなので、気持ちのよい汗を流せることでしょう。

記

日時  昭和６３年６月１２日（日） ９時～１５時頃

集合  小田急線渋沢駅改札口に午前 9 時（新宿から急行で 80 分、海老名から 25 分） 
工程  歩行時間 約２時間５０分

渋沢駅～（バス）～菩提～桜沢林道～昼食～戸沢林道～大倉～（バス）～

渋沢駅 全行程約４時間

持ち物 昼食、水筒、その他お菓子など

申込先 昭和６３年６月７日（火）までに、藤田へお申し込みく

ださい。待ってるよ。

なお、当日の天気が雨がザアザアの場合は、ライトセンターでスポーツをしますので、

運動のできる服装・靴をお忘れ無く。

２．会費納入のお願い

 総会に出席された方は新年度分の会費をいただきましたが、欠席された方には別便で振

替用紙をお送りしますので、郵便局で手続きをしてください。

 もちろん、６月の例会ハイキングの時に払ってくださっても結構です。なお、今年９月

末日までに会費を納めない方は、この「ニュース」をお送りできなくなりますので、必ず

納めてください。

３．８月例会の予告

 今年は例会が毎偶数月に開かれます。８月は、事業計画にもありますように、スキー技

術に関する勉強会となっておりまして、講師には例によって当協会の技術顧問白崎さんに

お願いしてあります。８月２１日（日）午後２時から４時まで、場所はこれまた例のごと

くライトセンター、そして内容はと言えば「ベストスキー」と言うビデオを参考にしなが

ら室内講習であります。



４．総会報告 
 詳しい内容は、同封の資料（欠席者のみ）をご覧ください。 
 会議が始まったのは午後２時２０分も過ぎてからでした。その時いた人は、１０人、委 
任状１９人を合わせれば楽々と会員総数４９を越しまして、めでたく総会成立。上杉名議 
長のもと、議事はつつがなく進行しました。 
 総会およびその後の懇親会で話題になりましたのは、ツアーをどうするか、次回例会の 
場所、会費の集まり具合、会報（ニュース）の発行、等についてでありまして、例えばツ 
アーは１月１５日前後に石打後楽園で実施する事になりました。その他のことはこのニュ 
ースで紹介しているとおりです。 
 最終的な出席者は１４人と、なかなかの盛況でした。今回欠席された方も来年は出てみ 
てください。 
 
５．会員あれこれ 
 高橋悦子さんが、消息筋よよれば、６月に結婚されるとの由、おめでとうございます。 
転居先を教えてね。 
 
 付録：総会出席者にはこのニュース以外に、追加訂正した会員名簿と事業報告・計画が 
はいっています。欠席者にはさらに、決算・予算書を同封しています。 
 
            編集責任者 墨字版作成：大里 点字版作成：立花 



昭和６３年(1988 年7 月) 

１．８月例会のお知らせ

日時   昭和６３年８月２１日（日） 午後１時～４時まで

場所   神奈川県ライトセンター

テーマ  「ベストスキー」（ＮＨＫテレビ）のビデオを参考にしながらのスキー技術勉

強会

講師   白崎正彦氏（当協会技術顧問）

＊ 日頃言葉による情報しか入手しにくい視覚障害会員にとって、身体を通してスキー技

  術を学べる絶好のチャンス！！

２．１０月例会 ～～ ハイキング ～～

 残念！６月のハイキングは雨で盲卓球に変更。それはそれで、和気あいあいの仲、貴重

な体験ができ楽しかったのですが、やはり新鮮な空気と緑の中、体力づくりをかねて歩き

たいものです。

 ６月と同じコースに再びチャレンジします。今度こそみんなのパワーで、お日様を連れ

出しましょう

日時   昭和６３年１０月２日（日） ９時～１５時

場所   丹沢表尾根桜沢林道から戸沢林道

集合   小田急線渋沢駅改札口 ９時

＊ 詳細は追ってお知らせします。

３．１月協会ツアーのお知らせ

今年度の協会ツアーは、例年通り行います。

期間 １９８９年１月２０日（金）～１月２２日（日）

行先  石打後楽園スキー場

集合 １月２０日（金）２０時 上野駅

＊ 参加費等、詳細については決定次第お知らせします。お楽しみに！！



４．北海道ツアーもよろしく！！ 
 スキー協会の生みの親である視援奉（神奈川県視覚障害者援助赤十字奉仕団）主催の 
「ブラインドスキー」は、今年度第１０回を迎えます。そこで、これお記念して北海道ツ 
アーを下記の通り計画中です。協会ツアー同様多くの請願者の皆さんの力を必要としてい 
ます。ご協力お願いします。 
 期間 １９８９年２月７日（金）～２月２０日（日） 
 場所  ニセコひらふスキー場 
参加費 ５８，０００円 
 
＊ 視覚障害者は、視援奉主催の「ブラインドスキー」参加経験者に限らせていただきま 
  す。詳細は追って。 
 
 
５．６月例会報告 
        ～ 盲卓球、楽しかったよ ～！！ ～ 
 「残念！」６月１２日は雨ジャージャー！ 
 一部役員の中に日頃行いの悪い者（ブンジ？）がいたらしく？「それにしても残念であ 
ります」予定のハイキングは中止となりました。でもでもでも、雨天プロと用意した盲卓 
球が、雨でショボンとした参加者を「スッキリ」「ハレバレ」とさせてくれたのです。 
 当日の講師：渡辺文治氏（七沢ライトホーム） 
   参加者：１３名 
 当日は１１時から約１時間にわたって、スキー以外の視覚障害者用スポーツ・・・  
陸上・水泳・野球・バレー・卓球 ・・・・についての紹介がありました。そして、昼食 
をはさんで午後から盲卓球の実践です。ルールの説明、ラケットの持ち方、プレイの姿勢 
、移動の仕方・・・・と文治講師は親切丁寧に指導されました。盲卓球は初めてという人 
たちがほとんどにもかかわらず、講義は順調に進み、試合形式の練習に入った頃には珍プ 
レイもチラホラ。文治講師も文句ブンブン。集中力、反射神経、タイミングの取り方など 
を考えさせながらも、和気あいあいの雰囲気の中、アッという間に２時間が過ぎました。 
 最後に、ツアーについてやスキー映画の話などのおしゃべりの時間もつけ加え４時には 
解散となったのであります。 
 
 
        ＃＃＃＃ 広 場 ＃＃＃＃ 
（編集部：毎日お忙しい渡辺文治さん。「あー、疲れた！」という言葉が頻繁に聞かれま 
す。でも、ようやく「時間」を見つけ、春スキーを楽しまれたとのこと。その様子を話し 
ていただきました。） 



              「月山」へ  
                                    渡辺文治 
 山形市の北を抜け、月山新道に入ったのは、もう１０時近くだったろうか。周囲の景色 
がもう初夏なのに加え、前後に板を積んだ車が全く走っていないこともあり、「雪はある 
か？」「リフトは動いているか？」と不安を感じながら月山へと走り続けた。それでも山 
へ登り始めると、雪が少しづつ出てくる。春の雪解けである。ようやく駐車場に着いた。 
驚いたことに、道路わきにまで車があふれている。「なにわ」「横浜」ｅｔｃ．と、月曜 
日だというのに暇人が全国から集まっている。 
 ６月６日 年末年始の雪不足に始まり悪天候にたたられた今シーズンの借りを全部返す 
ような上天気であった。 
 車の中で着替え、歩き始める。上の方には確かに雪がある（決して白銀のような、と言 
うわけにはいかないが）。すぐに仮設のロープトウがある。オモチャのようで、何とも頼 
りない。が、歩くのはいやなので、金を払って乗る。登ったり降りたり歩いたり。それで 
も昼前にリフト乗り場までたどり着いた。リフトは一本、ロープトウが三本、一日券、回 
数券がそれぞれ別なのに腹が立つ。ゲレンデは人がいっぱい。平日でこの混み具合だから、 
「土日はやめた方がいい」というアドバイスは正しかったわけだ。 
 歩く距離が長いことや、春（初夏）の青空の下で雪がボソボソになっていることが、ふ 
つうのスキー場とは大きく違うとこだろう。メインの斜面がやや片流れなのも気になる。 
しかし６月に滑るのだから、多少のことはやむを得ないだろうと諦める。 
 山の上まで歩いてみた。残念ながら日本海は見えなかった。遠くに登山者が見えた。 
早めにあがって、羽黒三山の一つ、湯殿山によって帰る（もう一つは、羽黒山）。 
 土産に、橡モチなどを買う。案内書によれば、名物はウサギ鍋に熊鍋、筍汁だそうだが、 
残念ながら食べそこなった。                        （完） 
 
 
             ［次号予告］ 
 次号では、「白崎正彦の情報ウォッチング」コーナーを設け、８９年スキー情報を紹介 
します。 
 
             ［編集後記］ 
 ジトジトと雨の日が続き、運動不足になりがちなこの頃です。いかがお過ごしですか？ 
８月の例会に集まったら、「関節が・・・・、筋肉が・・・・」ということのないよう、 
自主トレにお励みください。 
 
            編集責任者 墨字版作成：大里 点字版作成：立花 



昭和６３年(1988 年 10 月)  
 
発行：神奈川県視覚障害者スキー協会 
 
１．石打後楽園スキーツアー 
  ～ 募集受付は１１月１０日から ～ 
 皆さん、お元気ですか。 
 秋も深まり、今年もこのお知らせをする頃となりました。みんなで楽しいスキーができ 
ればと思います。 
 今年度のツアーは以下の通り計画しています。どうぞご参加ください。 
 
               記 
 期間 １９８９年１月２０日（金）～１月２２日（日） 
 行先  石打後楽園スキー場 
  宿泊 民宿「銀富士」（新潟殿南魚沼郡塩沢町石打後楽園スキー場） 
        電話（０２５７８）３ー２３３５ 
 費用 ２３０００円 
  集合 １月２０日（金）１８時４５分横浜駅自由通路内「みどりの窓口」前 
         または２０時 上野駅 
 募集人数  視覚障害者 １０名 
       晴眼者   ２０名 
 申込み受付 １９８８年１１月１０日（木） 
 
＊視覚障害者の受付は１２日で締め切ります。なお、先着順ではありません。 
 晴眼者の参加数により選考させていただきます。 
 申込先 藤田功三 
 
２．［新連載］スキー情報ウォッチング その１ 
                            本協会技術顧問 白崎正彦 
編集部注：この原稿をいただいたのは９月中旬ですので季節感のズレはご了 承ください 
 
 夏はまだかまだかと思っている内にいつの間にか９月を迎え、虫の音が聞こえる今日こ 
の頃です。 
 ９月に入れば早くもスキー宿の年末年始の予約が始まります。そしてこの頃から本屋の 
店先にやたらとスキー雑誌が目に付くようになります。 
 私も早速２冊ばかり買い求め、ざっと目を通してみました。いつもはこんな暑い盛りか 



ら読むことはないのですが、協会の広報担当に広報担当に原稿を頼まれた関係で、一足早 
めにゲレンデへの想いをつのらせているのです。 
 さて、本題に入りましょう。スキー雑誌をざっと眺めてみると、先ず目に付くのはスキ 
ー板と服装が今年もカラフルになってきたことでしょう。特にスキー板のデザインは、今 
までメーカーのネームをプリントしていたのが、山や雪や雲などをデザインしたと思われ 
るような模様のものがあったり、直線や曲線を豊富に使っているのが増えたようです。 
また、スキーウェアは人気のワンピース・アンサンブルに加え、今年から各メーカーとも 
ノースリーブのオーバーパンツとショート丈のジャケットを組み合わせたニュースーツな 
るものを出しています。 
 そして、靴ではついに充電式のヒーターを組み込んだホットブーツが登場しました。 
いずれにしても、スキー用具の進歩・改良はめまぐるしいのです。 
 ところで、今年はブラインドスキー１０周年で、いよいよ北海道ですね。 
そこで、そろそろスキーを引っぱり出して、来るシーズンに備えましょう。 
 そこで、今から準備をしなければならないものはどんなことがあるのか紹介します。 
 先ず、スキーの滑走面を調べてください。昨年は雪不足だったので、ブッシュや石の上 
を滑って傷だらけになっていませんか？わずかな傷ならワックスを埋め込んでごまかすこ 
ともできますが、深さ１ミリ以上の傷が何本もあるようなら、思い切ってオーバーホール 
に出しましょう。もちろん、自分で修繕する事も可能ですが、慣れないとなかなかうまく 
行きません。費用は５，０００円から１０，０００円程度です。シーズンが近づくと混み 
合いますので、出すなら早めに。 
 板より気を付けたいのはセーフティです。さびてしまうような品物は今はほとんどあり 
ませんが、スプリングがバカにならないように、開放値を調整するネジを緩めて、オイル 
をたっぷりつけておきましょう。開放値の調整については、次の機会に紹介します。 
 では、今回はこの辺で。 
 
３．伝言板 ～ 次回例会について ～ 
 次回の例会は、第１０回ブラインドスキー、アルペンの部参加者の皆さんと合同で、北 
海道スキーのお話を聞きます。どうぞご参加ください。 
 日時  １９８８年１２月１８日（日） １３時～１６時 
 場所  神奈川県ライトセンター 
 
４．また雨で中止  ～ １０月例会報告から ～ 
 ９月中降り続いた雨も月が変わって１日（土）には晴れました。２日に計画したハイキ 
ングは予定通り実施できそうと一安心していました。 
 ２日の朝６時前、「今日は行けるね」と福島会長と話して・・・・。電話を切ったと思 
ったら再びけたたましくベルが鳴り、「雨が降って来ちゃツタ。これでは中止」となった 



のです。もしかの時のためにライトセンターの室は取ってあったのですが、点字競技会の 
日ということもあったので、すべてをキャンセルしました。またまた「次の機会」となっ 
たのです。 
 参加予定（視覚障害者８名 晴眼者７名）の方々、ありがとうございました。 
 またよろしくおねがいします。                    （藤田） 
 
   第四回 神奈川県視覚障害者スキー協会 １９８８年度スキーツアー 
 
 期間 １９８９年１月２０日（金）～１月２２日（日） 
 費用 ２３０００円 
 行先  石打後楽園スキー場 
  宿泊 民宿「銀富士」（新潟殿南魚沼郡塩沢町石打後楽園スキー場） 
        電話（０２５７８）３ー２３３５ 
  集合 １月２０日（金）１８時４５分 横浜駅自由通路「みどりの窓口」前 
         または２０時００分 上野駅 
 解散 １月２２日（日）１９時００分 上野駅 
 交通 往復ＪＲ（京浜東北線・上越新幹線） 
 
  日 程 表 
 
［１月２０日］ 
１８：４５  集 合     横浜駅みどりの窓口前 乗車券購入 
１９：１５  横浜出発    京浜東北線で上野へ 
２０：００  集 合     上野駅３階新幹線改札口前 
２０：４５  上野駅出発   １９番線から上越新幹線「とき」４６３号 
２２：０５  越後湯沢駅着  駅前からバスで宿へ 
２３：００頃 宿に到着、就寝 
 
［１月２１日］ 
 ７：００  起床・洗顔 
 ８：００  朝食 
 ８：４５  オリエンテーション（介助法、ペア・グループ分け等） 
 ９：３０  スキー 
１２：３０  昼食（宿で） 
１３：３０  フリースキー（晴眼者）、障害者は宿で休憩 
１５：３０  スキー 



１８：３０  夕食 
１９：００  フリースキー（晴眼者）、障害者は入浴・休憩 
２１：３０  懇親会（１時間程度、以後は部屋で） 
 
［１月２２日］ 
 ７：００  起床・洗顔 
 ８：００  朝食 
 ９：００  スキー（適宜休憩） 
１２：００  昼食（ゲレンデ内で） 
１３：００  スキー 
１５：００  スキー終了、帰り仕度 
１６：００  宿を出発（路線バスで越後湯沢駅へ） 
１７：３０  越後湯沢駅発（上越新幹線） 
１８：５０頃 上野駅着 
１９：００  解散 
 
              《 備 考 》 
１．障害者手帳（視覚障害者のみ）、健康保険証（写しでもよい）を忘れずにお持ちく 
  ださい。 
２．リフト代と２２日の昼食代は、各自負担となります。 
３．１月８日（日）午後１時～４時 神奈川県ライトセンターを会場に、参加者の説明 
  会がありますので、必ず御出席ください。 
 
＊＊＊ お問い合わせは ＊＊＊ 
藤田または大里まで。 



昭和６３年(1989 年 1 月)  
 
発行：神奈川県視覚障害者スキー協会 
 
 
１．スキー情報ウォッチング ２ 
                            本協会技術顧問 白崎正彦 
 今シーズンは冬の訪れが早いようで、昨年１１月の初旬から北海道や青森では早くも雪 
の便りが届き、中旬にはスキー場開きをした所もあるとか。こうなると我々スキー大好き 
人間はどうも落ちついていられません。そろそろ本格的にスキーの手入れを始めたいもの 
です。 
 さて、前回このコーナーの忠告に従ってセイフティーバインディングのスプリングを緩 
めた方、そのままでスキー場にいくわけにはいきませんね。バインディングの調整につい 
てお話ししましょう。 
 ツマ先側を固定するトウピースは主に左右方向に開放する機能を持ち、カカト側を固定 
するヒールピースは主に上下方向と、ブーツの着脱を兼ねており、ともに開放を示す値は 
西ドイツ規格（ＤＩＮ）で表示されているようです。開放強度はスキーヤーの体重、足の 
頚骨頭の太さ、スキー技術程度などでことなるのですが、ここでは一応体重を目安に開放 
値を紹介しましょう。 
３０kg から３９kg までの人は２．５、４０kg から４９kg までの人は３．５、５０kg から

５ 
９kg の人は４、６０kg から６９kg の人は４．５、７０kg から７９kg の人は５、８０kg
から 
８９kg の人は５．５を規準にして、初心者や女性は０．５少な目に調整しますと、普通に 
滑っているとき、ちょっとした衝撃でもバインディングが開放されかえって危険な場合も 
ありますから、スキーをセットしたらスキーのトップを雪面にぶつけて横方向の衝撃を与 
え、簡単にはずれないことを確認してください。 
 バインディングの調整が済んだら、次に準備しておきたいのはワックスです。どんな雪 
質にどのワックスを使うかはひとまず置いて、事前準備の段階でやらなければならないの 
はベースワックスです。ベースワックスは現地でかけるワックスをのりやすくするための 
ものです。ワックスがけの手順は 
 （１）ワックスリムーバで古いワックスや滑走面の汚れを落とす。 
 （２）滑走面にベースワックスをたっぷり塗り付ける。 
 （３）アイロンをかけてワックスを滑走面に染み込ませる。 
 （４）プラスティックのスクレーパーでエッジと溝のワックスを削り取る。 
 （５）軟らかい布で滑走面を拭き上げる。 



 以上ですが、アイロンが無い場合は（２）のワックスを薄目にしてコルクでよくなじむ 
ようにワックスをこすりつけ、（５）で仕上げても構いません。ちなみに私は、家で使わ 
なくなった古い家庭用のアイロンを使っています。この作業はワックスの飛び散るので、 
場所や服装を良く考えて仕事をしてください。 
 ＊＊ ワックスの選択 ＊＊ 
 さて、いよいよ雪質に合わせたワックスの選択です。メーカーによって色分けの仕方が 
異なりますので、どんな時に何色のワックスと言うことはできません。ここでは一例とし 
て「コルメンコール」の場合を紹介します。 
 ＹＬ：イエローは気温－３ﾟ C 以上で、湿った雪。 
 ＲＤ：レッドは気温－６～＋３ﾟ C で、湿った新雪、ザラメ雪、踏み固められた雪用。 
 ＢＬ：ブルーは気温－８～＋２ﾟ C で、乾燥した新雪、粉雪など、粒状の雪用。 
 ＳＶ：シルバーは気温０ﾟ C 以上で、踏み固められた雪、汚れた春先のザラメ雪など、 
    粒状の雪用。 
となっています。 
 一般に硬いワックスは低温用、軟らかいワックスは高温用と思ってください。 
もっとも今はどんな雪質にも対応できる万能タイプが多く、スプレー式やリップスティッ 
ク式など、使いやすい物がたくさん出ています。 
 ワックスの塗り方はベースワックスの（２）の要領でワックスを塗り、できればコルク 
で良く伸ばし、軟らかい布で拭き上げます。ワックスを塗る時は暖かな所で行うようにし 
ましょう。 
 
         ＊＊＊  掲 示 板  ＊＊＊ 
 １２月の例会はブラインドスキー北海道ツアーと合同で北海道スキーの様子を聞きまし 
た。あわただしい内に散会となり、会員の皆さんとユックリ話すことができなかったのは 
残念でした。 
 本会の企画による８８年度スキーツアーは着々と準備が進み、１月８日にはガイダンス 
が開かれ、後は本番を待つのみとなりました。今回は視覚障害者１５名 晴眼者２７名の 
計４２名の大所帯です。 
どんなエピソードがうまれるやら？ 
 
        ＊＊＊  編 集 後 記  ＊＊＊ 
 スキーシーズンの到来です。あなたの準備は進んでいますか？スキーの道具や服装ばか 
り気にしているあなた、何か大事なことを忘れていませんか？ そうです。「健康」です。 
身体の準備もどうぞお忘れなく。 



昭和６３年(1989 年 3 月)  
 
発行：神奈川県視覚障害者スキー協会 
 
１．スキー情報ウォッチング ３ 
                            本協会技術顧問 白崎正彦 
 
 あるほど楽しみにしていた北海道ニセコ・スキーツアーも終わってしまうと、何となく 
呆気なかったような気がします。 
 今年はシーズン初めの予想に反して、何とも雪の少ない年になってしまいました。この 
調子で地球規模の暖冬が続き、年々雪の少ない日本列島になってしまうのでしょうか？ 
 １月下旬の協会石打後楽園ツアーは雪不足でメインリフトが動かず、混み合いところど 
ころ土が出ていて、ゲレンデも狭くなっていたので、だいぶ石の上を滑った人があったよ 
うです。きっと滑走面は傷だらけになってしまったでしょう。ニセコも長い間雪が降らな 
かったためにゲレンデの中に握り拳半分位の石がころがっていたり、ブッシュの出ている 
所もありました。 
 しかし、何と言っても皆さんにとって手強かったのはあのアイスバーンでしょう。私に 
とっても２０年を越えるスキー経験であれほどのアイスバーンに出会ったのは初めてです。 
 今回ほど、ここ２年ほど怠っていたチューンアップのサボリを身にしみて後悔したこと 
はありません。丸まってしまったスキーエッジではあのアイスバーンに歯が立たなかった 
のです。 
 第一回のこの「スキー情報ウォッチング」では、滑走面の傷についてしか触れていませ 
んでしたが、スキーのチューンアップでは滑走面の修理と同時にエッジを研ぐことも大変 
重要な手入れなのです。スキーエッジの研磨はスキーを固定する作業台を必要とするので 
多少面倒ですが、機会があればご紹介しましょう。 
 ところで、そろそろシーズンも終わります。シーズン直後のメンテナンスについてお話 
ししましょう。 
 初めはスキーブーツから。 
 ブーツはすべてのバックルを外し、靴の後ろ側（インナーブーツのふくらはぎが当たる 
所）からインナーブーツを引っぱり出します。（サロモンなど、一部のメーカーではイン 
ナーとシェルを固定している金具を外す必要があります）インナー、シェルともに乾いた 
布で良く水分を拭き取り、まる一日位陰干しします。この時シェルの外側が汚れているよ 
うなら中性洗剤をひたした布やプラスティック用の汚れ落としできれいにしましょう。 
 陰干しが済んだら、バックルなどの金具の部分に「ＣＲＣ ５・５６」などの錆止め効 
果のある潤滑剤を塗ってからインナーをシェルに納めてポリフィルムの買い物袋などに入 
れて保管しましょう。 



 ウェアもカビさせないために良く陰干ししてできれば洋服カバーをしてハンガーで吊る 
して保管します。 
 スキー板はケースから出して、ケースとともに良く陽に干してください。 
 このとき板はワックスリムーバで滑走面やエッジに着いたワックスの残りや汚れを良く 
落とし、スキーケースはできれば中表をひっくり返して干します。 
 干し終わったらエッジに錆止めの潤滑剤を塗っておきます。セイフティバインディング 
は第一回の時にも紹介したようにスプリングを調整するネジを緩め、タップリとオイルを 
着けましょう。 
 ストック本体はジュラルミン製ですから錆びませんが、グリップを止めるビスやリング 
を止める金具は錆びやすいのでこれにも潤滑剤を塗ります。グリップに着いている手皮が 
革製なら革手袋に付いている保革油を塗ります。 
 手入れの終わったスキーはストックとともにケースにしまい、できればケースの上に宅 
急便などで使っているビニールの袋をかけてスキーを立てたまま保管するようにします。 
 さあ！これで来シーズンはシーズンイン直前にセフティを調整し、ベースワックスをか 
ければ万全です。道具を愛してこそスキーは上達するもの。春のウララカな陽を浴びなが 
らスキーの手入れ、なかなか絵になりますヨ。 
 
           ◇ ◇ ◇  広場   ◇ ◇ ◇ 
 
              「シーハイル」 
 
                               本会会員 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、私は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。 
（筆者は本会ツアーに３年連続で参加されているパートナーの大ベテラン。 
 ８８年から会員） 
 
          スキーツアー初参加の感想 
                             ボランティア 片山和 
                                    武井恵津 
 私達は今回初めてこちらのスキーに参加させていただきました。何と二人ともスキーの 
腕には全く自信がなかったので、藤田さんに相談したところ、にこやかに「それでも結構 
ですよ。来年や再来年に期待していますから」と言ってくださいました。せめてスキー以 
外の生活面で何かお手伝いしたいと思っていましたが、結局大したことができませんでし 
た。皆さんほとんどすべての事を自分でやっていらっしゃるので、私達は指をくわえて 
「すごい」と思って見ているばかり・・・・。お役に立てなくてご免なさい。 
 とにかく今回のスキーでは感心することばかりでした。今まで視覚障害のある方と接し 
たことが無かったので、正直なところ最初は多少不安を感じていました。 
 でもそれは皆さんとお会いして一緒に話す内にすっかり忘れてしまいました。とっても 
明るくて強くて優しくて、本当に良い方ばかりだったから。うまく誘導できなくてかえっ 
て励まされてしまったり。思い出すと顔から火が出そう。それから皆さんの記憶力の良さ 
に頭が上がらない。（少し分けてほしいです。）とにかく二日間心から楽しませていただ 
きました。 
 あのメンバーは特に強くて明るいんだってお聞きしましたが、本当に素敵な方々だと思 
いました。見習わなければならない事ばかり・・・・。今回はボランティアの方が多く私 
達はほとんどグリコのオマケのようなものでしたが、いろんな意味でイイ勉強させていた 
だきました。来年私達は社会人一年生。少しは成長してぜひ皆さんとお会いしたいと思い 
ます。その時はどなたかパワフルな方、私達とペアを組んでくださいネ。皆さんとお会い 
できたこと、心からうれしく思います。 
 （筆者はツアー初参加の女子大生。今後の活躍をお祈りはます。今回にこりずにまたご 
  参加ください。） 
 



        ◆ ◆ ◆  掲 示 板  ◆ ◆ ◆ 
          ８９年度定期総会について 
 下記要領で８９年度定期総会を行います。８９年度は役員改選の年でもあります。ざひ 
ご参加ください。 
 なお、同封のハガキに出欠の旨を記入し、事情により欠席される方は委任状に氏名・捺 
印の上、４がつ１０にちまでに投函してください。 
 
                 記 
 日時  １９８９年４月１６日（日） １３時３０分～１６時 
 場所  神奈川県ライトセンター 
 問合先 福島悟 
 
       ◇ ◇ ◇  編 集 後 記  ◇ ◇ ◇ 
 
「スキー技術の上達は道具の手入れから」に基づき、「情報」を、そして会員の「声」と 
コマーシャルを織り混ぜた「ニュース」、今年度はこれでおしまいです。一年間お付き合 
いいただき、ありがとうございました。来る総会で承認されるとまた来年度もＯＳＳで編 
集を担当することになります。 
 この件において異議をお持ちのあなた、ぜひ総会にきてください。また来年度もＯＳＳ 
にまかせても良いあなた、ＯＳＳ激励のため総会におこしください。 
 
［予告］４月１日より、事務局がライトセンターから移転します。ただし、総会当日等の 
    連絡はライトセンター（Tel 045-364-0023）でも結構です。 
 
新事務局 大里方 



平成元年(1989 年 5 月)  
 
発行：神奈川県視覚障害者スキー協会 
 
１．６月の例会はバレーボールだぞー 
 総会も終わり、早速６月の例会が待っています。わがスキークラブは、何と言ってもス 
ポーツでがんばるべし！てな訳で、いつもならハイキングと行きたいところ。でも今年は 
、まずバレーボールで行ってみよう。もちろん、盲バレー。経験者は余りいないかもしれ 
ませんけど、まんず参加してみるべえー！頃合も梅雨だ。腹の出ている人も出ていない人 
も、七沢の山奥、屋根のある体育館だから、安心してボールと終日戯れるかなァー！ 
  日時 １９８９年６月４日（日） １３時～１６時 
  場所 七沢リハビリセンターの体育館（どうやって行くかわからんや 
     つは、１２時に小田急線本厚木駅の中央改札口、つまりデカー 
     い改札口だ） 
  内容 盲人バレーボール（本会顧問団が指導をしてくれるのだぞー） 
  申込 希望者は必ず会長の福島へ連絡をお願いします。５月２８日（日）までにネ。 
 
２．新会長からのメッセージ 
                                会長  福島 悟 
 発足以来ほぼ４年間にわたって会長を務めてきた藤田さんに代わり、今年度から会長と 
いう大役を引き受けることになりました。非力な私ですが協会の発展のため、ぜひこ協力 
をいただきたいと思います。 
 
３．会長交代に当たって 
                               副会長  藤田功三 
 こんにちわ、季節は早くも春から初夏へ。早いと言えば、昭和６０年(1985)発会したス 
キー協会も４シーズンを終えました。この間、会員の皆様・ボランティアの皆様と、多く 
の協力で、なんとか会長の責を努めさせていただきました。ありがとうございました。 
 手探りの状態の初年度、そして２年目・３年目と、皆様の協力により、徐々に会の運営 
も軌道に乗り、最大の目的であるスキー場でのスキーはもちろんのこと、例会への参加者 
も増えて、楽しい会になってまいりました。 
 いよいよ５年目に入るスキー協会、福島新会長のもと、皆さんと一緒に協力して、ます 
ます楽しいスキー協会にしていきましょう。 



４．１９８９年度総会の報告 
 ４月１６日（日）、出席者１８名、委任状１２通で、会員数４１に対し総会の定足数を 
十分に満たして今年度の総会が開かれました。 
 昨年度の事業や決算、今年度の事業や予算については資料（欠席者には次号ニュース発 
行時に送付します）をご覧いただくとして、席上、役員の選出及び体制について多少時間 
をかけて検討しました。従来、複雑な体制で、「理事」「技術顧問」を廃し、これらを一 
括して「顧問」としました。また、役員の改選については、これまで発足以来４年近く会 
長を務めてきた藤田に代わり福島が会長として承認され、他の役員も含め役員体制は次の 
とおり決まりました。 
 福島（会長） 藤田（副会長） 大里（事務局長） 立花（事務局） 
 乗松（事務局） 小林（事務局） 鹿島（監査） 
 
 
          ◆ ◆ ◆ 広 場 ◆ ◆ ◆ 
 
［編集部より････シーズン最盛期に雪が少なく、皆さんもずいぶんお困りにな ったこと 
と思います。それでも、雪を求めて、あくことなく国内中のゲレンデをさまよい歩いた渡 
辺さんから原稿をお寄せいただきました。］ 
 
        「今シーズンは実に雪に恵まれなかった」 
                                    渡辺文治 
 ４月１５日朝、あたたかい。予報では午後から雨。「今シーズンは実に雪に恵まれない 
！」と空模様を気にしながら８時過ぎに仙台を出発、山形へと向う。ようやく蔵王。登り 
口に見事なしだれ桜がある。そう言えばこの辺の桜は今が満開。厚木ではもうとっくに散 
ったのに・・・。平地の風景はすっかり春、それでも上の方（あれはユートピアか？）に 
はしっかり雪がある。 
 １０時にはもう中央ロープウェイの駐車場、窓口の隣に車を止める。とにかく車が少な 
い。すぐそこのゲレンデには雪が無く芝土が出ている。少し迷ったが一日券を買ってロー 
プウェイに乗る。客は５人、ゆっくり座れる。雪がとけているのでいつもは気がつかない 
テニスコートや温泉場が目についた。 
 すべる。すべらない。ワックスを塗り直してもやっぱりすべらない。すべれるところは 
中央ゲレンデからパラダイス、ユートピアにかけて。すいているので頂上行きのロープウ 
ェイに乗ってザンゲ坂へ。３シーズンぶりか？もちろん樹氷はない。山頂ではウグイスが 
のんびり鳴いている。思ったよりは雪がある。でもやっぱりすべらない。それでも上にも 
下にも人影はなく、気分は最高！ 
 さて、昼食。”樹氷の家”に入る。ツナクリームスパゲッティはすぐ出てきたが牛肉ラ 



イスは全く出てこない。ビールは２本目になった。あいにく二人とも本を車の中において 
きたので弟は居眠りを始める。ようやく出てきたのは一時間以上たってから。いつもだっ 
たら怒り狂うところだが何せノンビリの春スキー、ちょうどクロカンの雰囲気で、店のマ 
スターが焦りまくってドタバタ走るのを笑って見られる余裕があった。 
 昼食のトラブルもなんのその、何せすいているのでつい調子に乗ってすべまくる。３時 
すぎもう足が疲れてしようがない。二度コケる。早めにあがることにした。 
 車の影でゆっくり着替える。常にないことにミヤゲ屋に寄り、菊の花の漬け物二種類 
（酒のつまみに佳い）買う。なぜか、フンドシをミヤゲに売っている。だれがこんな物を 
買って行くんだろうと思いながら店を出る。途中で名物のソバを食べ仙台へまだ明るいう 
ちに着いた。 
 雨はチットモ降らず、一日中ピーカン。それにしても今シーズンは雪に恵まれなかった。 
わざわざ北海道まで行ったのに・・・・。一度位、新雪で思いっきりすべりたかった。 
来年こそは・・・・。 
 
 
       ◇ ◇ ◇  ホットライン  ◇ ◇ ◇ 
 
       「世界最大！！１年中粉雪舞う屋内スキー場」 
 
 千葉県の船橋市にスキー場がオープンする、と言っても屋内スキー場の話。完全空調さ 
れた人工降雪方式による屋内スキー場で、ゲレンデの長さ４９０ｍゲレンデ巾１００ｍ、 
最大斜度２０度。屋内スキー場としては最大で、ＦＩＳ（国際スキー連盟）公認の本格的 
レースも開催できる。施設内には温水プールレストラン、コーヒーラウンジも整い、スキ 
ー用具のレンタルも万全。手ぶらで行ってもスキーが楽しめる。 
 この”ららぽーと・スキードーム”は平成３年秋に完成の予定。 
      （「旅行読売」１９８９年５月号’旅読みニュース’より抜粋） 
 
 
       ◇ ◇ ◇  編 集 後 記  ◇ ◇ ◇ 
 ６月の例会に間に合うように５月上旬の発行を目指したのですが、原稿がなかなか集ま 
らず、お手元に届く頃には、例会もかなり迫っている頃でしょう。 
また、総会の資料と会員名簿の送付が次号になりました。どうぞ、お楽しみに。 
 
事務局 大里方 



平成元年(1989 年8 月) 

発行：神奈川県視覚障害者スキー協会

残暑お見舞い申し上げます。

 南国の島々にあるような夏の天気が続いています。お変わりありませんか？

今を元気に乗り切り、９月に皆さんとお会いできることを楽しみにしています。

 会長 福島 悟

◆ ◆ ◆ アスレチック ＆ バーベキュー ◆ ◆ ◆

 ～ ８９年度第二回例会のご案内 ～

 いよいよ暑さも本番です。そこで今回は、思いきり汗をかき、そして心から食欲を満喫

させられるような企画を皆様にお届けします。

どうか当日、多数の方々とお会いすることになりますように。

《東丹沢グリーンパーク アスレチック ＆ バーベキュー》

東丹沢山麓に拡がるグリーンパークは、野鳥が飛び交い、 ５万ｍ2 の広大な森の中にフ 
ィールドアスレチックコースを設けています。この「語らいコース」は、延長３．５km、 
４０ポイントの本格的なもので、飛ぶ。走る・登る・渡ると次々に変化を楽しむことが出

来ます。体を動かした後はゆっくりと涼しい室内でバーベキューに舌鼓を・・・・

日時  １９８９年９月３日（日） １０時から１７時

集合  １０時 本厚木駅中央改札口を出た所。

交通  送迎バス

参加費 ２５００円

申込・問合････福島悟（電話 

申込締切 ８月２５日

＊ 視覚障害者の方は必ず障害者手帳を持参してください。

＊ 雨天の場合も決行します。

＊ 服装は動きやすいものでお出かけください。

＊ 本厚木駅は、新宿から小田急小田原線急行で５０分、海老名から同じく

３分です。

  ◆◆◆ わ た く し の ス キ ー 場 ガ イ ド ◆◆◆

［編集部：色々と話を伺っていますと、クラブ主催のスキーツアー以外にも皆さん、あち

こちのスキー場をまわっているようです。本号からシリーズで、訪れたスキー場をガイド

していただくことにしました。］



   ～ 様々な体験がいっぱいの「みつまた・かぐら」 ～ 
                                    増田貞子 
 今回ご紹介するこのスキー場は、いつもスキークラブが利用している石打後楽園よりさ 
らに車で３０分ほど奥へ入ったところにあります。 
 周辺には大小様々なスキー場があり、近くにはあの『苗場』もあるとのことです。初め 
に、なぜこの場所に出掛けることになったのか、その深い理由と浅い訳からお話しするこ 
とにしましょう。 
 実はラッキーなことに、リフトの割引券をいただいたのです。そうなると単純で、もの 
を知らない私は絶対に行かなくちゃと思い詰め、一度嵐でやむなく断念した経過もあって 
、二度目のチャレンジとなった次第です。ここは、「かぐら・みつまた・たしろ」という 
三つのスキー場がゴンドラでつながっているので、かなり滑りでがあるとのいうのが、先 
ず大きな特徴のようです。もちろん私は「みつまた・かぐら」だけで精一杯でしたが。 
 さて、「みつまた高原スキー場」から滑り出したのですが、駐車場からすぐロープウェ 
イが出ていて、大半はこれに乗ってゲレンデに出ます。ここで左右にコースが分かれ、斜 
面は比較的なだらかな上、距離もけっこう長いので、初級の人たちの練習には持ってこい 
のようです。もう一つのリフトを乗り継ぐと、今度は結構急斜面で変化に富み、ギャップ 
が続くコースがあり、これで一気に「かぐら」へと出るわけです。今登ってきた道のりを 
滑り降りるだけでも初中級者には十分スキーの醍醐味を味わうことはできるでしょう。緩 
斜面を延々と滑って「みつまた」へ戻るのです。ただ中級以上の人達は、もう一つリフト 
を乗り継いで頂上へと行ってみてはいかがでしょう。斜度もかなりありますが、コブも多 
く、おまけに今年はアイスバーンという最悪のバーンで、今思い出しても一体どうやって 
降りてきたのか憶えていないくらいです。恐らく、なりふり構わないひどい有り様だった 
ことでしょう。でも冒険心旺盛な人はぜひ一度試してみる価値はあるかもしれません。 
 帰りは、「かぐら」から当然「みつまた」へと戻って降りるのですが、ほとんどの人が 
ロープウェイを使ったにも関わらず、ヘソ曲がりの私達は下山コースというのを降りてみ 
ました。ところが、知らないと言うのは恐ろしいもので、本当にヒザがもうガクガク、ど 
っと疲れてしまいしまた。幅３～４ｍしかない所、おまけにスリ鉢状で急カーブ。曲がり 
くねっていると来ています。からり指示がしっかりしていらければ（しっかりしていても 
難しい）やっかいな所でした。「下手なくせにそのな所へ行くなんて」と、辛辣な声が聞 
こえてきそうです。 
 何はともあれ、斜面の変化は大いに味わえたスキー場ではありました。最後に、雪がど 
っさりあるシーズンなら、ここは穴場だそうです。不便だということもあって、みんな他 
の所へ行ってしまうと民宿のおばさんが話してくれました。何と言っても、ロープウェイ 
を使わなければゲレンデに出られないというのは、かなりの混雑も加わるので集団の利用 
は向いていないような気もしました。なお、私個人としては、懲りずにまた行ってみたい 
なあと思うスキー場の一つになりました。 



     ◇ ◇ ◇  ク ラ ブ の 動 き ◇ ◇ ◇ 
●８９年度第一回例会報告････今年度第一回の例会は、６月４日（虫歯予防デー）に県総 
 合リハビリテーションセンターの体育館を借りて開催された。 
 スキーとは全く異なる盲人バレーにチャレンジ。当日は視覚障害者１０名晴眼者７名に 
 加え、渡辺文治さん（出たぞ～）が監督を務める盲人バレー社会人チームの「ドランガ 
 ーズ」から数名の応援があり、２チームに別れての試合。１０年ぶりにボールに触れる 
 人、初めての人、珍プレーに笑いやヤジや歓声が飛んでいた。 
●頻繁に開催される役員会････定例総会以後、福島会長の召集による役員会が本号発行日 
 段階で４回開催されている。総会で懸案になったこと、例会の企画、８９年度ツアーに 
 ついて話し合われている。 
 
        § § §  予 告  § § § 
８９年度第三回の例会は以下のように決定しました。詳細は次号のニュースで報告します。 
  日時  １９８９年１０月１日（日） １３時から１７時 
  場所  横浜市健康福祉総合センター 
  テーマ スキーあれこれについての学習 
 
      ▲ ▲ ▲  事 務 局 か ら  ▲ ▲ ▲ 
 総会に欠席された方、今年度分の会費を納めて下さい。郵便局の振替用紙を使って、な 
るべく早くご送金ください。昨年度と同様、未納入の方には、年度後半のニュースをお送 
りできなくなりますので、ご注意ください。 
 会費 １年分１０００円 
 振込先 郵便振替 口座番号：横浜 8-55749  加入者名：Ｂスキークラブ 
 
       ◇ ◇ ◇  編 集 後 記  ◇ ◇ ◇ 
 墨字版ニュースに、８９年度会員名簿を同封しました。また、総会欠席者には、総会資 
料を入れてあります。郵便振替用紙を準備できなくて、ごめんなちゃい。 
 本号の点字版は、初めてパソコン点訳によるものでお届けする事になりました。（編集 
の段階では、昨年から使っていましたが。） 
 新シリーズとして、「わたしのスキー場ガイド」を掲載しました。また次号以降、「ス 
キー情報ウォッチング」も始める予定です。お楽しみに。 
 では９月、東丹沢クリーンパークでお会いしましょう。 



平成元年(1989 年 10 月)  
 
発行：神奈川県視覚障害者スキー協会 
 
          アスピリンスノーが呼んでいる！ 
          ～ 今年のツアーは丸沼高原 ～ 
 
 いよいよお待ちかねのスキーシーズンがやってきました。今年のスキー場は初めての場 
所にチャレンジ。危険な「賭け」なんて言うと、チョッピリオーバーかな？でも、スタッ 
フ一同増々皆さんに楽しんでいただけるよう、何となく気分を引き締め、準備を進めてい 
ます。 
 
               記 
 
 期間 １９９０年１月１９日（金）～１月２１日（日） 
 行先  丸沼高原スキー場 
  宿泊 民宿「大倉荘」 電話（０２５７）５８ー２４４４ 
 交通 貸し切りバス 
 費用 ２５０００円 
  集合 １月１９日（金）１９時３０分 横浜駅西口天理ビル前 
 募集期間 １９８９年１１月１５日（水）～２５日（土） 
 申込先 会長 福島悟 宅 
 
＊詳細については、申込の際にご説明いたします。また、バス利用のため、解散（夕方の 
 予定）は交通事情に左右されることがあります。御了承ください。 
 
          ◆◆◆ 丸沼高原スキー場 ◆◆◆ 
   雪が多いということは、いつも雪が降っていて天気が悪いということでもある。 
   ところが、ものには例外というものがあって、積雪量標準、雪質は北海道並の 
   アスピリンスノー。そして、シーズン中の晴天率７０％というのが、ここ丸沼 
   高原である。同じスキーをたのしむのなら、やはり燦々と輝く太陽の下で滑り 
   たいもの。その点ここ丸沼は、うってつけのスキー場なのだ。 
     所在地：群馬県利根郡片品村 
     距離 ：東京から２００km 



  ◆◆◆ わ た く し の ス キ ー 場 ガ イ ド ◆◆◆ 
              ウイスラースキー場 
                                   手賀由美子 
 カナダのブリティッシュ・コロンビア州にあるガリヴァルディ州立公園の州立ウイスラ 
ースキー場は、バンクーバーから北へバスで２時間です。シーズンは、１１月中旬から５ 
月中旬です。 
 ウイスラーマウンテンは２８８２ｍの高さで、ベースゲレンデとの標高差は１５３０ｍ 
あり、最長滑走コースは１１km で、全９６コースからなります。クラス別滑走パーセント 
は、初級者が２５％、中級者５５％、上級者２０％となっています。ゲレンデ内の移動手 
段はゴンドラ１０人乗り１基、４人乗りリフト１基、ペアリフト７基、トリプルリフト７ 
基、Ｔバー２基、ロープウェー２基、からなります。各リフトの長さは、ほとんど約１km 
から２km のものとなっています。山頂付近は氷河になっています。ウイスラービレッジの 
現在のベット数は２０００人。雲の上にあるゲレンデ上部の気候や雪の状況は、山の下に 
あるサインボートで知ることが出来ます。 
 私がウイスラーを訪れたのは、桜の咲いている３月中旬でした。雪は宿舎であるコンド 
メニアツの回りには無く、ゲレンデに積もっているだけでした。翌朝起きると、雨が降っ 
ていました。板を着けてリフト乗り場へと向かいます。首から下げている３日間通しのリ 
フト券にパンチを入れ、リフトに乗ります。でも、リフト、日本のものより少し速めに動 
いているので、少し緊張しました。私が最初に乗ったリフトは長さ１５３０ｍ、２本目が 
１２７７ｍです。降りる時はイスに浅く座りなおしてやっと足が着く状態です。ここでも 
たついているのは日本人スキーヤーが多いとか？ゲレンデを見回すと、５，６才の子ども 
達がヘルメットをかぶり、ストックを持たないでスキースクールでレッスンを受けていま 
す。また、地元のブラインドスキーヤーらしき人が滑っています。遠くの山からは大砲の 
音が聞こえてきます。何かと聞くと、人工的に雪崩を起こして災害を防いでいるそうです。 
 それから、３本目のリフト１７１７ｍを乗り継ぐうちに、雨はミゾレ、そして粉雪へと 
変わってきました。 
 さぁ！ ここから下まで、ひと滑り。ゲレンデ一面のパウダースノーを滑ります。なん 
だか上手になった気分。斜面は少し急でしたが、コブが少ないのと、ゲレンデの巾が広い 
こと、スキーヤーが少ないのとで、滑りやすいのです。さらに滑ると、なだらかで広大な 
風景のゲレンデが現れてきます。さぁ、今がチャンス！見渡す限りだれもいない専用ゲレ 
ンデができています。パートナーの指示を受けないで右の左へと滑りました。そして雪は 
次第に重くなり、さらに進むと下の方は雨が降っていたせいか、転ぶと水しぶきがあがっ 
ていました。 
 私がもう一度滑ってみたいスキー場です。 



        ◆◆◆ ク ラ ブ の 動 き ◆◆◆ 
 
◎大盛況に終わったアスレチック＆バーベキュー････今年度２回目の例会は、９月３日 
 （日）厚木にある丹沢グリーンパークでのアスレチック＆バーベキュー大会でした。 
 当日は生憎の雨が降ったり止んだりで、思うようにアスレチックは出来なかったものの、 
 バーベキューパーティーは盛会裡に終わりました。参加者の視覚障害者１１名、晴眼者 
 １３名は和気あいあいとビールを酌み交わしていました。 
◎秋晴れをヨソにスキー技術講習････１０月１日（日）、横浜博でごった返す桜木町の一 
 角にある横浜市健康福祉総合センターでクラブ員はスキー技術の学習をしました。講師 
 でＳＡＪのブロック指導員の柴田茂氏の話は、終始参加者をひきつけていました。参加 
 者は、視覚障害者９名、晴眼者７名で和泉さんが初参加、また、田中幸春さんと川口敏 
 矢さんが入会手続きを済まされました。 
◎今年度の会費未納入の方には、郵便振替用紙を同封しました。早めにご送金ください。 
 
        ◆ ◆ ◆  掲 示 板  ◆ ◆ ◆ 
  視援奉主催の第１１回ブラインドスキーの受付は １１月２８日（火） １０時から 
  昨シーズン、１０周年で北海道ツアーを組んだブラインドスキー、今年は石打後楽園 
  スキー場で新たなツアーを始めます。 
  参加希望の方、申込みをお忘れなく。 
    ”次回の予告” 
  次回本クラブの例会は、９０年１月７日（日）１３時３０分からライトセンターで開 
  きます。ツアーに向けてのオリエンテーションを実施します。 



平成２年(1990 年 5 月)  
 
発行：神奈川県視覚障害者スキー協会 
 
              新年を迎えて 
 
                                 会長 福島 悟 
 
 とにもかくにも、私のようなものが会長という名の雑用係りを１年半なんとか勤めてこ 
れたのは、ひとえに会員の皆様の暖かいご支援と、私をのぞく優秀な役員の方々の強力な 
バックアップのおかげと深く感謝しております。 
 本年度もよろしくお願いいたします。これで、会長挨拶を終わるとあまりに短いと編集 
担当の立花君にぼろくそ言われますので。もう少し悪文を続けさせていただきます。 
 ３月のツアー参加者の親睦会ではお忙しいなか、終了時間が過ぎても次から次へと熱心 
な発言が続くほどでした。内容の一部をご紹介しますと、「スキー介助法・パートナ講習 
をより充実したものに」という意見が多く出されました。 
初めて視覚障害者と接する不安と言うことで、「パートナーを組んだ視覚障害者に視力の 
ことを聞いたら失礼にあたるのでは」とか「視覚障害者と同室の時にテレビを見てはいけ 
ないのでは」等々。とにかく、パートナーのみなさんが視覚障害者の想像する以上にいろ 
いろな不安をかかえながらも眼のかわりとして頑張ってくださっていることを再認識させ 
ていただいた貴重な時間でした。 
 今年度は、これらの問題にもできるだけ対応できるようプログラム作りを進めます。 
 
      ･･････ ９０年度定期総会開かれる ･･････ 
          あっという間の２時間半！！ 
 
 ４月１５日は、日曜日、菜種梅雨にふさわしい天気である。本会の９０年度の定期総会 
は、出席者１０名、委任状１７名をもって開催されました。１０名のうち、７名までが役 
員である。一般に主催者側からすれば「怖いものなし」といった構成メンバーである。一 
方、一般会員はなんとも発言のしにくさを感じたことであろう。これではさぞ、早く終了 
するのではとだれでも思うところであるが、さにあらず。議案全てにおいて、役員会での 
充分な詰めがなされていないことと、運営に対する熱心な意見が出され、予定時間ぎりぎ 
りの終了となり、お茶と柏餅での懇談会はあわただしく終わった。 
 以下、当日の記録の中からいくつかを報告する。 
１．８９年度事業報告 ------ 特に問題なく承認 
２．８９年度決算報告 ------ 役員会における役員交通費は支出しない。 



               次年度においては検討の余地がある。 
３．９０年度事業計画 ------ 提案どおり承認 
４．９０年度予算案  ------ 収入については承認。支出については項目を検討となお 
               す必要がある。その作業については役員会に一任。 
５．役員一部変更   ------ 会計を担当している乗松は都合により任務の遂行が困難 
               となった。変わって鈴木が残る任期１年を努める 
６．会則一部変更   ------ 別紙資料のとおり承認。事務局詳細、理事という役員を 
               整理し改めたところが主な改正点である 
７．全体の意見から  ------ 「パートナーの指導技術に関する研修会を設けてみては」 
               「パートナーに視覚障害について正しく理解しててもら 
               い、パートナーの不安を軽減するため、視覚障害勉強会 
               を持っては」 
 
      ･･････ ９０年度修正予算決まる ･･････ 
 
 先の定期総会に提案した９０年度予算案は、支出において予備費や新事業（パンフレッ 
ト作成）等についての予算が計上されていない不備なものであった。 
役員会での検討の結果以下のように決定した。総会の決定によりこれを持って９０年度予 
算として執行する。 
 
１９９０年度予算 
 
  支出 
  通信費                    ２５，０００円 
  事務費                    ２０，０００円 
  パンフレット作成費              １５，０００円 
  会議費                     １，０００円 
  役員会交通費                 １０，０００円 
  予備費                     ８，４６９円 
 
  ・・・・・・ 支出合計            ７９，４６９円 
 
 会議費は、例会の会場使用料や当日の茶菓子代などを支出しているものである。収入の 
増大があまり期待できない現状を考えると、会議費を切り詰める必要があると考え。 
また、その他の支出金額は昨年度の実績をもとに判断し、パンフレット作成費と役員交通 
費および予備費を捻出することにした。 



          ･･････ クラブの動き ･･････ 
 
１．第一回役員開催：今年度の第一回役員会は、４月２４日大和にて開催された。定期総 
  会の決定を受けて、修正予算、今後の例会の運営と内容、パンフレット作成にむけて、 
  ９０年度ツアーなどについて検討した。 
２．７月例会：今年度の第一回例会は、視覚障害についての勉強会を内容として７月に開 
  催することになった。詳細については、後日郵便にて案内する。 
 
          ･･････ 今後の予定 ･･････ 
 
７月････第一回例会 福祉一日教室（視覚障害について） 
          会場 神奈川県ライトセンター 
９月････再びアスレチック＆バーベキューに挑戦 
    会場 県内でもナンバーワンの設備を持つ丹沢グリーンパーク 
 
･･････ ７月例会のお知らせ ･･････ 
      ◎ ◎ ◎  そこが知りたい！ 視覚障害  ◎ ◎ ◎ 
                     神奈川県視覚障害者スキー協会（クラブ） 
 
 新緑も鮮やかとなり、ますます初夏の装いが深まってきた今日この頃です。 
いかがお過ごしでしょうか？ 
 毎年、例会の内容については、役員一同の頭を悩ませてしまうのですが、今回は、いつ 
もと少し趣を変えて視覚障害に関する勉強会を試みることになりました。これは、総会な 
どで晴眼者会員の中から「もっと視覚障害について知りたい」という意見が出されたこと 
を受けて企画したものです。スキーの場面だけにとどまらない日常的な理解を深めるため 
のきっかけとなれば幸いです。 
 
   日 時  １９９０年７月１５日（日） １０：００～１６：００ 
   会 場  神奈川県ライトセンター 
   内 容  １．視覚障害とは 
        ２．視覚障害者の現状 
        ３．視覚障害者のスポーツ・レクリエーション・誘導他 
   パネラー   渡辺・増田・末田 
 
   ＊ まだ、今年度の会費を納めていただいてないようです。 
     お手数ですが同封の振替用紙にて納入ください。 



平成２年(1990 年 9 月)  
 
発行：神奈川県視覚障害者スキー協会 
 
◎◎◎ 再度挑戦アスレチック ◎◎◎ 
第２回例会は今度こそ秋晴れだぞー 
 
 長かった猛暑もようやくやわらぎ、やっと朝夕だけは涼しさがもどってきました。 
 そこで、このなときこそ少しからだを動かしてさわやかな汗をかき、秋を感じませんか。 
昨年は残念ながら雨に降られてしまい、心残りなアスレチックとなりましたので今年こそ 
思いっきり楽しみたいと再び東丹沢グリーンパーク行きを計画しました。ぜひ大勢の方々 
の参加をお待ちしております。もとろん、ご家族連れも大歓迎。 
 
 日 時  １９９０年９月３０日（日） 
 場 所  東丹沢グリーンパーク  厚木市飯山 5560 Tel 0462-41-1427 
 集合場所・時間 小田急線本厚木中央改札口 午前１０時 
 参加費  バーベキュー（昼食を兼ねる）・入園料共 ２５００円 
      ただし、飲み物代は含まれておりません。 
 申込み  増田貞子  
 受付締切 ９月２５日（火） 
 当日、視覚障害者手帳を必ず持参してください。タオルや着替えがあると便利かも、 
 動きやすい服装でお出かけください。 
 
◎◎◎ 図書室 ◎◎◎ 
 
 『スキーファッション１９９１』スキージャーナル社編 １０月１０日発売着る・食べ 
る・滑る・旅する、４大お楽しみを完全モーラ。どうしたら、ゲレンデですてきに見える 
か？どうしたらもっと楽しいスキー行ができるかという’おしゃれスキー’のノウハウを 
お教えする一冊。年４回スキーに出かける人にピッタリの雑誌です。 
 
            『まずは、ストレッチング』 
                                    鈴木秀子 
 夏休みを利用して過ごした海や山。 
暑い暑いといっている内に、美しかったお花畑も姿を消し、その山はもう秋の気配となり 
ます。秋は夏から冬への移り変わる季節。あまりの暑さに、ついつい涼しいところで冷た 
い物をとりがちだったからだも、そろそろ切替の時が来ているようです。 



 しかし、暑さに疲れている身体にいきなりトレーニングは無理。まずゆっくりと、少し 
づつ身体のあちこちを伸ばしてみましょう。 
 最初は、仰向けに寝ながら両手両脚を伸ばします。呼吸を止めないで、足先から指先ま 
で徐々に伸ばしながら、２０秒続けます。伸ばした後はリラックス。身体の前面と背面が 
気持ちよく伸びましたか。 
 次は、そのまま右脚を曲げて両手でその膝を胸に着けるようにして抱き締めます。左脚 
の膝は伸ばしておきます。大腿部の前後が伸びていますか。いくら膝が胸に着いても、片 
方の膝が曲がったり、腰が床から離れるようであれば、強すぎるので、控えめに行いまし 
ょう。２０秒たったら左右交替。 
 次は仰向けのまま両脚を伸ばし、両手を左右に広げます。次に右脚を上に上げ、膝を曲 
げて足の裏を左脚の外側の床に着けます。そのまま左膝を床に着けるように腰を左側へ捻 
転します。右手、できれば右肩も床から離さないようにします。左手で右膝を押さえても 
良いでしょう。左脚は曲げないようにします。腰と臀部がのびていますか。自分の出来る 
範囲で止め、呼吸は止めずに徐々に伸ばします。２０秒たったら、左右交替。 
 次は、脚を伸ばして腰を下ろしましょう。ゆっくりと後方に転がりながら膝を伸ばし、 
両脚を頭の上方の床に着けるようにします。腰と脚の裏側が伸びていますか。できる人は、 
そのままの姿勢で、両手で足先に触れてみましょう。呼吸は止めないで２０秒間続けます。 
身体を元に戻す時も、ゆっくりと徐々に行います。 
 さ、如何ですか。まだまだ続けたいところですが、今回はここまでにします。自分の身 
体の固さ、重さに改めて気付くかりた方もいられると思います。 
 ちょっとした時間を利用し、気分転換を兼ねてみ試みるだけでも疲労回復に結びつきま 
す。無理せず、ゆっくりとした気分で、身体のあちこちをじわじわっと伸ばしてみてくだ 
さい。（参考 ストレッチ体操 安田他著 大修館） 
 
◎◎◎ ひろば ◎◎◎ 
                                   藤田美津枝 
 
 結婚して数年 １６年前に障害者手帳を受けて、前途真っ暗の中訓盲院入学三療の勉強 
を始めました。その時主人はいくらか視力もあった。 
 必死での生活で視覚障害者にたいする誘導や介助の勉強など何もする余裕もなく生活に 
追われその中で知らず知らず必要に迫られ誘導や介助をやってきた。 
 今回「視覚障害者について」増田さん、末田さん、渡辺さんの３講師の専門のお話で新 
ためて「視覚障害者」というものを知り考えさせられました。というのは日頃、私は全盲 
の主人の事を視覚障害者として深く考えたことがなかったから。 
 まず、増田さんの視覚障害者とはというお話では、級別がどういうものか、１級といつ 
てもかなりの範囲があること、介助法など、また末田さんには誘導の仕方を・・・・・。 



誘導する立場とアイマスクをかけて誘導される方も体験しました。主人だけを誘導してい 
た私のやり方では他の障害者の場合には少し速すぎるということを知りました。自分でア 
イマスクをかけて歩いてみて不安を感じなかなか歩けないことを感じ誘導の仕方の大切さ 
を知った。 
 渡辺さんの目についてのお話、目の構造・視覚障害の原因についてなど、専門的な話、 
私には少し難しかったかな？主人と同じ色変の障害を持った人が非常に多いということを 
知りました。 
 ３講師のまじめな講義を聴いて「視覚障害者」をより知ったように思います。 
 もっとたくさんの皆さんが参加していたらもっとよかつたのに・・・・ 
 
◎◎◎ クラブのうごき ◎◎◎ 
 
１．第一回例会終わる 
 今年度、第一回目の例会は去る７月１５日（日）、ライトセンターにて開かれた。青眼 
者ならびにツアー・ボランティアに「視覚障害者」を幅広く知っていただこうという勉強 
会であった。郵便の手違いで一部の方には最終案内が届いていないようであった。残念で 
ある。当日の感想については藤田美津枝さんが広場で書いておられるとおり。 
 
２．本スキー協会が朝日新聞で紹介される 
 朝日新聞１１９０年８月３１日朝刊で本協会のことが紹介された。相模版・横浜版・川 
崎版それぞれによって内容は若干異なる。以下、川崎版から抜粋して紹介しよう。 
 
「朝日新聞 ９０年８月３１日朝刊 記事」より抜粋 
 
 ・・・・ 『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、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。 
 そのな会の悩みの種は、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 
ミングで出せはいいかさえつかめばだれにでもできるはず」という。 
問い合わせ藤田さんへ。 



平成２年(1991 年 3 月)  
 
発行：神奈川県視覚障害者スキー協会 
 
 桜の開花予想が発表され、春の訪れが待ち遠しいこの頃となりました。新しい年度も間 
近になりましたので、本年度最後のニュースを久しぶりにお届けします。なお、今回は、 
丸沼へのツアーを特集しました。 
 クラブのうごき、丸沼イン９１レポート、ツアーの参加者からお寄せいただいた感想文 
 
        ・・・・ クラブのうごき ・・・・ 
  １月２５日（金）～２７日（日） 丸沼へツアー 
  ２月１４日（木） 役員会・ツアー反省、総会日程決定 
  ３月１０日（日） ツアー参加者交流会ライトセンターにて開催 
 
        ・・・・ 丸沼イン９１レポート ・・・・ 
 
 今回のツアーは、初めての新聞社がボランティア募集の記事を取り上げてくれたという 
思いも寄らない展開からスタートした。おかげで、４０余名もの応募がありそして、実際 
に当日参加して下さった方でさえ２０名ちかい人数となりました。当然のことながら、視 
覚障害者と青眼者のバランスはゆとりあるものとなり、様々なハプニングやエピソードを 
抱えながら思いでもまた沢山生まれたのではないでしょうか。 
 とくに、自己紹介を兼ねた懇親会の時など双方同様に感動したり、胸が熱くなったりし 
た場面もあって、なかなかの盛り上がりだったようです。ちなみに、全参加人数は４２、 
うち視覚障害者１３・晴眼者２９という内訳でした。昨シーズンと同様、スケジュールも 
ほぼ同様という状況の中行われた丸沼ツアー。 
大勢のご協力に支えられつつとにかく一応成功のうちに終了出来たのではと、スタッフ一 
同細やかに自負しています。 
 大勢の方々にお力添えいただいたことを改めて感謝するとともに、来シーズンも僅かな 
前進を目指してみなさんと一緒に新たなツアー作りを進めて行きたいものだと考えており 
ます。新年度もどうぞよろしくお願いいたします。 
 
         スキー協会ツアーに参加して 
                                    岡村幸二 
 小雪の舞い散るゲレンデは少し寒いが、気持ちがよかった。群馬県丸沼高原スキー場は 
雪質が良く、ゲレンデコンディションは最高であった。雪の上を歩くとそのたびにキュッ 
キュッという音がして実に爽快であった。 



 １０日ほど前にも別のスキーツアーでここに来ている。多少の懐かしさがあった。 
 パートナーについてくのたのは石井さんという年輩の男性であった。はじめての経験と 
いうことで、最初はかなり緊張しておられたようであったが、２・３度滑るとだんだんリ 
ラックスしてこられたようであった。 
 背後から「右、右、右！」という緊急を告げる大きな声がとんできた。指示どおり急い 
で右に曲がって止まった。 
 ゲレンデの真ん中で転んだまま、なかなか立とうとしなかったのだ。もう少しで激突す 
るところだった。石井さんはそのギャルに向かって、「だめじゃないか。転んだらすぐ起 
きないと危ないよ。」と、強い口調で言った。 
 素敵な男性が助けに来てくれるのを待っていたに違いない。そのギャルはべそをかいて 
いたそうだ。まさか視覚障害者が自分に向かって来るとは思ってもなかっただろう。 
 たしかにゲレンデの衝突は危険だ。ストックやスキーの板が顔に当たれば出血し、激突 
すれば骨折もするだろう。ゲレンデでのマナーの大切さを改めて感じた。 
 それと同様に我々視覚障害者が安全にスキーが出来るようにパートナーはいかに神経を 
張りつめて滑っているかが、今更のように感じられた。 
 その後、パートナーが大友さんという若い男性に変わった。彼もパートナーは初めての 
経験だったが、それほど危険な目にあうこともなく、快調な滑べりを楽しむことが出来た。 
 技術的なこともかなり教わったが、止まっているときは頭に入っているが、滑り出すと 
もう無我夢中で頭の中は空っぽになる。それでもスキーは楽しい。 
 夕食後の懇談会で「視覚障害者の人が晴眼者と同じように滑ることに感動した」とパー 
トナーの皆さんが口々に言われていたが、私はスキーが好きだからやっているたただけで 
ある。私はむしろ我々視覚障害者のパートナーになってくれる方々にこそ感動し、また感 
謝したい。 
 
           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にいものでした。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。 
 
           スキーツアーに参加して 
                                    恩田正明 
 １月２５日。期待と不安を胸に集合場所である天理ビルへ向かう。天理ビルへは前に一 
度だけ行ったことがあるのだが・・・。用心のため交番で道を聞いた。迷いながら何とか 
たどり着く。ところが、東京やら海老名やらから視覚障害者の方は杖１本でやって来る。 
なんとも自分が情けない。 出発前、無理にでも絞りだそうとトイレの場所を聞いている 
と、松本さんが「是非、私も！」ということで一緒に行くことになった。初の介添え役で 
ある。緊張して歩いていると「気にしないでもっと速く歩いて下さい。」と松本さん。 
ふだん自分が歩く速さだったのにである。その結果、ほとんど駆け足に近い状態でトイレ 
に飛び込んだ。～もしかしてガマンの限界だったのかもしれないと、横目で見つつつれシ 
ョン。便器から手を洗う場所までの間、どっちの手でナニを処理したのかなーなどと不謹 
慎な考えを反省しつつバスへ乗車。 
 くじ引きの結果、私の席は６番。隣は矢部さんという方だそうだ。どんな人かなと、ワ 
クワクしていると、いいかげんワクワクするのにも疲れるほど・・・・遅刻した。 
 こうしてバスは１時間ほど遅れて出発。現役法政大学４年生の矢部さんは教師になるこ 
とを目標にしている。全国でもあまり例のないことだそうである。ハンディなどものとも 
しない矢部さんの強さに感服しっぱなしだった。 
 いよいよゲレンデへ。パートナーは岡崎さん。焦る気持ちを必死におさえ平静を装う。 
ところがこっちの気持ちを見透かすようなスタートダッシュ。もう距離は遠くなるは、声 
は大きくなるは、おまけに叫んだら声が裏返っちゃうは、真っ赤になって追いかける形相 
は我ながら爆笑。 



 今回参加した視覚障害の方全員にいえることは、スキーのうまさはすでに皆が認めてい 
るが、それ以上に驚いたのは、底抜けの明るさと、輝いた笑顔。そして一点の曇りもない 
澄んだ心である。生きることの意味を勉強させられた、そして何よりも充実した３日間過 
ごさせていただき、感謝の気持ちで一杯である。スキーだけでなく、これからもいろいろ 
と参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。そして私達に見えないもの 
を見させてください。 
 けがなどしませんよう、病気にかかりませんよう、いつまでも健康で、そして元気に、 
充実した毎日が送れますよう陰ながら祈っております。 
 
           ブラインドスキーに参加して 
                                    北村孝児 
 「えー 聞こえますか？」 「聞こえます。はい、よくきこえます」 
 文章に書くとなんだか妙な感じですが、福島さんとのスキー場での最初の無線機での会 
話です。マイクに向かって話すというのは、初対面に近い状態にもかかわらず、並んでい 
る様子、リフトまでの距離、リフトの乗降、ゲレンデの状況など、抵抗なく話が進み、と 
ても良かったと思います。 
 雪になれるにつれて、斜度の強いゲレンデに移動して行きました。初・中級者に適度な 
場所は、人数が多く、ぶつからないことだけに意識が集中し、「右・左」とただ怒鳴るだ 
け。サブリーダーの鈴木さんに「もう少し、リズムをもたせて滑れるようにさせてあげて 
下さい。シュテムターンはできるんですから」と言われて、あー そうだった。そうだっ 
た。ただ怒鳴るだけならテープレコーダーと同じです。 
 それにしても、これまで滑れるようになるまで、しっこく練習を続けた努力、好きだっ 
たから、と言えばそれまでかも知れませんが、もし私だったらと考えれば分かるように、 
なかなかできるものではありません。私は、今回たまたま参加して、方向を指示し、様子 
が想像できるようにと、話しかけ、説明しただけのことです。 
 靴をはき、板をつけ、リフトに乗り、指示された方向に曲がれるようになるまでに、ど 
れだけの努力と工夫が、指導者との間にあったのかと、感じ入っています。そしてそれは 
、ハンディを接点として、信頼する人と信頼される人が結びつき、今までできなかったこ 
とができるようになっていくという喜びの共有を、積み重ねた結果ではないかと考えさせ 
られました。 
 「なんで、あんな素ピーとが出せるんですか？」 
 「パートナーをしんらいしているからです」 
 この言葉そのものですね。 
 最後に、今回のスキーで飲んだり、食べたり、滑ったりなど、色々ありましたが、ハン 
ディがあってもなくても、だれもみな同じ、なにもかわらない、そういうことがよく分か 
りました。来年も楽しみにしています。 



           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、なんて考えたら切りが無くて、 
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。    
 
        ・・・・ お わ り に ・・・・ 
 
 このニュースを作成するに当たり、原稿依頼に快く応じて下さったみなさんに本当に有 
り難うございました。新年総会は５月１２日（日）を予定しております。今から日程を調 
整しておいてください。詳細については、追って案内文を郵送いたします。 
 さて、３月は新旧交代の季節でなにかと気ぜわしくなりがちです。どうか、体調などを 
崩さないようお互い気を付けましょう。



平成３年(1991 年 6 月)  
 
発行：福島悟方 
 
【いよいよ今年度から１シーズン２回のスキーツアーを実施】 
  梅雨真只中というのに、もう事務局では、来年１・２月に実施するスキーツアーの検討 
に入っています。今年度は協会発足当時からの私達の念願だった１シーズン２回のスキー 
ツアーを下記のように計画します。内容・募集方法等の詳細については・決まり次第お知 
らせします。ご期待ください。 
 なお、現在各ツアーの企画・実施に携わっていただける方を募集しています。 
ご協力いただける方は、会長まで是非ご連絡ください。 
 また、スキーツアーに関するご意見ご希望も会長までお寄せください。 
 
 ○第７回スキーツアー(予定) 
   日  程  1992 年１月下旬(金曜日の夜から日曜日にかけて) 
   場  所  丸沼高原スキー場 
     実施方法   オリジナル企画によるバスツアー(例年と同じ方法) 
 
 ○第８回スキーツアー(予定) 
      日  程  1992 年２月中旬～下旬(平日を含む日程) 
      場  所  未定 
      実施方法  一般のスキーツアーを利用 
 
【会長あいさつ】 
 これまでの２年間に引き続き、1991 年度と 1992 年度の会長を務めさせていただくこと

に 
なりました福島です。 
 この会を充実、発展させて行くことが、少しでも視覚障害者への正しい理解につながれ 
ばと考えて、微力ながら私なりに全力投球していきますので、皆様方のご指導、ご協力の 
ほど、よろしくお願いいたします。 
 
【1991 年度総会報告】 
 1991 年度の総会は、５月１２日（日）にライトセンターで開催されました。 
 会員数 58 名のうち、出席者 15 名、委任状 24 名、合計 39 名により成立、議長に渡辺さ

んを 
書記に東條さんを選出して、議事が進められました。 



 まず、1990 年度の事業報告(藤田)及び決算報告(鈴木)が行われ、承認されました。 
 つぎに役員改選が行われ、推薦により、会長に福島が選出され、他の役員については、 
副会長に藤田、事務局長に小林、事務局員に大友夫妻、岡崎、小野、金沢、会計には、鈴 
木、会計監査に鹿島、顧問に上杉、白崎、末田、増田、三井、渡辺が指名・承認されまし 
た。 
 次に、1991 年度の事業計画案(福島)及び予算案(鈴木)が審議され、原案どおり承認され 
ました。 
 総会ではこのほか、次の事項について審議されました。 
 
 ａ、スキーツアーのもちかたについて  
   一般ツアー等を利用して、年２回実施する。 
   詳細については、役員会で検討する。 
 ｂ、会費値上げについて 
   公的援助を考える。 
   上げの方向で検討する。 
 ｃ、保険について 
   ボランティア保険の採用（個人で加入、問い合わせは会長まで） 
 
 総会終了後、大望の６回ツアー記録ビデオを、楽しい解説付きでみることが出来ました。 
 なお、長年事務局として、活躍されてきた、大里、立花、増田各氏は私事により役員を 
退かれることになりました。長い間ありがとうございました。 
 
【ハイキング報告】 
 ６月２日（日） 渋沢 17 名（Ｂ６名） 
 伝統的に、雨と仲良しの「アウトドアレク」は、今回も中止。しかし、集まった人達で 
天気の顔色を伺いながらも、川原でお昼を食べ一応ハイキング気分を味わうことができま 
した。 
 会員のほか、若松さんご家族７名の方々が参加してくださいました。 
                                                             （文責 福島） 
【お知らせ】 
  今回、1991 年４月１日現在の会員名簿を同封しました。誤りがありましたら、会長まで 
ご連絡ください。 



平成３年(1991 年 10 月)  
 
発行：福島悟方 
 
【スキーツアー参加者募集】 
 天高く馬肥える秋。間もなくスキーシーズンです。皆さん準備を始めていますか。いよ 
いよ 91 シーズンのスキーツアーが決定しました。今シーズンは、これまで実施してきた１ 
月の丸沼高原に、新たに２月のエコーバレーを加え２回のツアーを企画しました。 
奮ってご参加ください。詳しくは、募集案内をご覧ください。 
 それでは、今回新たに実施することになったエコーバレースキー場について少しご紹介 
しましょう。 
 エコーバレースキー場は、車山、ブランシュ高山と同じ山に開かれたスキー場で、上部 
の日本離れした景観、晴天率の高い安定した天候、美しい落葉樹林内にある豊富なペンシ 
ョン群等といった良さを持つスキー場です。ゲレンデは標高差のない割りに滑走距離が長 
いのが特徴です。メインゲレンデのやまびこ谷は、放射状に広がったバーンの上が中級斜 
面、ほかは緩斜面という構成です。 
 宿泊する、ペンション・森の音楽家は、姫木平の高台に太陽の光をいっぱいに浴びて佇 
むパステルホワイトの屋形です。エコーバレースキー場までは、歩いて３分という近さ。 
十分な楽器のそろったスタジオや 15 人は入れる露天ぶろ等があり、アフタースキーも十分 
楽しんでいただけます。 
 
 ○コース  10 本（最長滑走距離 2,500ｍ、最大斜度 40 度) 
              標高差 400ｍ(1,450ｍ～1,850ｍ) 
       リフト９本(トリプル２本、ペア５本、シングル２本) 
 ○所在地  長野県小県郡長門町姫木平 
       交通 鉄道 中央線茅野駅下車、バス 40 分。 
          車  中央自動車動諏訪 IC より大門街道白樺湖方面 16 ㎞ 
 
【協会の動き】 
 今年５月の総会で１シーズン２回のツアー実施が決まったのを受け、その直後から、会 
員有志の方の参加を得て２つの実行委員会を作り、実施に向け検討を進めています。 
 新しいツアーを担当することになった実行委員会では、スキー場の選定作業から取り組 
み、８月にようやくスキー場が決まり、その後、宿の予約、バスの手配等に当たってきま 
した。 
 現在、ツアーのプログラムの検討に入っています。また、これまでの丸沼ツアーを担当 
することになった実行委員会でも、より一層充実したツアーになるよう準備を進めています。 



会員の皆さんのご協力をお願いします。 
 
【お知らせ】 
(１)91 年度の会費未納の方は、会費(1,000 円)の振込みをお願いします。 
      ※ 郵便振り替え 横浜 1 ｰ 16546 
(２)本協会主催のスキーツアーのほか、１月３日(金)～６日(月)に神奈川県視 
  覚障害援助赤十字奉仕団主催のブラインドスキーツアーが実施されます。 
  同奉仕団では、このツアーのボランティアを募集しています。 
  ○申込み開始   11 月 12 日(火)から 
  ○お問い合わせ先 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団事務局 
                      電話 045(364)0023(神奈川県ライトセンター内) 
 
【お詫び】 
 前号のスキー協会ニュースの送料が不足となり、ご迷惑をおかけした皆さんにはお詫び 
 申し上げます。 
 
 
              第７回スキー協会(クラブ)ツアー参加者募集のご案内 
 
１ 主 催 
  神奈川県視覚障害者スキー協会(クラブ) 
２ 日程、会場等 
 
 (１) Ａコース(丸沼高原コース) 
    ○日 程  １月 24 日(金)～１月 26 日(日) (1.5 泊２日) 
                 集合 24 日(金) 20 時 00 分(厳守) 横浜駅西口天理ビル前 
                 解散 26 日(日) 18 時 00 分(予定) 横浜駅西口天理ビル前 
  ○会 場  丸沼高原スキー場 
    ○宿 泊    おおくら荘 
                  所在地 群馬県利根郡片品村東小川 
                  電 話  0288(58)2444 
  ○交 通  貸切りバス 
    ○定 員    視覚障害者 15 名、晴眼者 30 名 
  ○参加費  25,000 円(交通費、宿泊費、１夕・２朝食費、保険料) 



 (２) Ｂコース(エコーバレーコース) 
    ○日 程  ２月 23 日(日)～２月 25 日(火) (２泊３日) 
                 集合 23 日(日)  8 時 30 分(厳守) 相鉄海老名駅 
                 解散 25 日(火) 19 時 00 分(予定) 相鉄海老名駅 
  ○会 場  エコーバレースキー場 
    ○宿 泊    ペンション・森の音楽家 
           所在地 長野県小県郡長門町姫木平 
                電 話  0268(69)2971 
  ○交 通  貸切りバス 
    ○定 員    視覚障害者 13 名、晴眼者 26 名 
  ○参加費  28,000 円(交通費、宿泊費、２夕・２朝食費、保険料) 
 
３ 申込み 
 (１) 申込み期間 
   11 月 20 日(水)～11 月 30 日(土) 19 時 00 分～21 時 00 分 
 (２) 申込み先 
  ア 視覚障害者の方   福島 
    イ 晴眼者の方 
    ○参加経験のある方 福島 
    ○初参加される方  大友 
４ その他 
 (１) ツアーに参加される方は、後日、日程表と一緒に同封する郵便振り替え用紙で、 
   次の予約金を 12 月 20 日(金)までにお振り込みください。 
    ○Ａコース参加の方  5,000 円 
      ○Ｂコース参加の方  8,000 円 
    ○両コース参加の方 13,000 円 
      なお、出発日の 10 日前以後に参加を取り止められた方には、予約金をお返しでき 
   ない場合がありますので、ご了承ください。 
      また、残金は、出発日に集めさせていただきます。 
 (２) ブラインドスキー技術についての事前説明会を予定しておりますので、ご参加く 
   ださい。 
  ○日 時  １月 12 日(日) (時間は未定) 
    ○会 場  未定 
５ お問い合せ先 
  福島 
    藤田 
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発行：福島悟方 
 
【92 年度総会開催のお知らせ】 
 会員の皆さんには既にご案内しておりますように、1992 年度総会を下記のとおり開催い 
たします。是非ご出席ください。 
なお、出欠席の確認葉書をまだお持ちの方は、４月 25 日までにご投函ください。 
  日時  1992 年５月 10 日(日) 14 時 00 分～16 時 30 分 
  会場  神奈川県ライトセンター 
            所在地 横浜市旭区二俣川 1 ｰ 87 ｰ 1 
            電 話 045(364)0023 
            ※ 相鉄線二俣川駅からの誘導を希望される方は、13 時 45 分までに二俣川駅 
        改札口においでください。 
  議題  ① 1991 年度事業実施報告及び同決算報告について 
          ② 1992 年度事業実施計画及び同予算案について 
          ③ そ の 他 
 
【第７回スキーツアー終る】 
 今年度は初めて１シーズン２回のツアーを企画しました。当初、ボランティアの方が集 
まるかどうか心配しておりましたが、お蔭様で会員を初め多くの方々にご参加いただき、 
好評のうちに無事終了することができました。皆さんありがとうございました。 
 Ａコース(丸沼高原スキー場)は、１月 24 日(金)から 26 日(日)に実施し、43 名(視覚障害 
者 13 名、晴眼者 30 名)の参加をいただきました。また、Ｂコース(エコーバレースキー場) 
は、２月 23 日(日)から 25 日(火)に実施し、32 名(視覚障害者 10 名、晴眼者 20 名)の参加を

い 
ただきました。 
 今回の｢協会ニュース｣には、ツアーに参加された方々の感想文を掲載しました。 
 ツアーの雰囲気を感じ取っていただければ幸いです。現行をお寄せいただきました皆さ 
んには、この場を借りてお礼申し上げます。 
なお、スキーツアー中に撮影したビデオ(丸沼は少ししかありません。)をご覧になりたい 
方、お友達・お知り合いに見せてあげたい方がいらっしゃいましたら、会長の福島方まで 
ご連絡ください。 



                     第７回丸沼高原スキーツアーを終えて 
                                                  第７回実行委員 大友邦宏 
 
 今回で７回目を迎えた視覚障害者スキー協会のツアーは、回数を重ねるごとにブライン 
ドの方の技術レベルも向上し、また、パートナーの経験者も増え、ツアー全体の流れはほ 
んとうにスムーズであった。しかし、その一方で、これまでツアーの運営のみに追われ、 
見過ごされがちであった問題がクローズアップされてきた。 
 ブラインドスキーヤーの技術向上等によるスキーのスピード化、それに対する協会とし 
ての安全対策の見直し、スキー誘導法の手直し、また協会ツアーに参加するという意味で 
の障害者と晴眼者との意識ギャップの問題、これからもより楽しく安全にスキーツアーを 
続けるための協会としての取り組み方の見直し等、全体の流れが掴めてきたいま、新ため 
て考え直す必要が生じてきている。 
 そこで、ここでは、スキーのスピード化という問題について考えてみたい。協会のツア 
ーに参加される常連、ベテランといわれるブラインドスキーヤーの技術レベルは年々向上 
してきている。また、スキー場自体ゲレンデのコブを潰し整地・圧雪しておりスピードの 
出易い状況になっている。そのため、スピード化は確実に進んでいる。現状では、ある程 
度の速度で安全に滑れるはずのブラインドスキーヤーの方にも制動系のターンで滑っても 
らっている。一方、スピードコントロール、細かい指示、その場の判断はパートナーに頼 
るところ大というのが現状である。そのような状況の下で、スピードがある程度でたとき 
に協会の指示する２から３ｍのブラインドとパートナーとの距離ではパートナーが後続一 
般スキーヤーとの安全確認をしながら滑るのに距離が短過ぎるという一般ボランティアか 
らの意見もあった。スピード化は協会スキーヤーだけの問題ではない。一般スキーヤーの 
中には自分がコントロールできない高速で暴走して来る者も多い。たしかに、スキーの楽 
しさの中でスピード感の占める割合は大きい。しかし、あくまでも各々の技術レベルに比 
例したスピードで滑るべきであり、そのスピードを自分の意思でコントロールしてこそス 
ポーツといえるのではないだろうか。 
 現実の欲求として、例えばゲレンデがすいていてある程度の技術もあるとすれば、安全 
な範囲でスピードを出して気持ち良く滑りたいと考えるブラインドの方も多いのではない 
だろうか。協会は、パートナーやリーダーにどう指示すれば良いのだろうか。 
 前記した課題のうち、スキーのスピード化だけを取ってもほとんど協会としては手付か 
ず、現場のパートナー任せと言っては言い過ぎかも知れないが、それが現状である。新し 
く発生した課題だけに前向きに考えたいと思う。 
 また、反省会の席では、｢技術的アドバイスをもっとしたい｣、｢受けたい｣という意見や 
｢ブラインドスキーヤー本人のリズムでターンさせてはまずいか(もちろん補正アドバイス 
はする)｣、｢協会の趣旨を具体的に知りたい｣という意見も出た。 
 視覚障害者スキー協会として８回目のツアーを向かえようとするいま、一般ボランティ 



アの方の受け入れ体制の充実と技術向上に伴い発生した新たな課題への積極的な対応。協 
会としての目標、目的、趣旨の再定義とその告知等、かりに、協会の流れや考え方を１つ 
のシステムソフトとすればそろそろ、バージョンアップの時期が来ているのではないだろ 
うか。 
 
                 Ｂコース エコーバレー スキー・ツアーから 
                                                  本協会技術顧問 白崎正彦 
 
 協会員みんなでスキーを楽しもうと、本来講習は行わない協会のツアーだが、今年は生 
徒に恵まれ、Ａ・Ｂ共に初級クラスの講習を受けもった。 
 特にＢコースのＴさんは生まれて始めてスキーを付けたのだそうで、スキー気違いを一 
人でも増やしたい私にとって、とてもやりがいのある３日間だった。 
 その過程を逐一ご紹介したいのだが、紙面と時間の関係で概要と特に気がついたことを 
書く。 
 
 ○指導の進め方 
  ①ゲレンデの上をスキーを付けずにスキーブーツだけで歩く 
  ②左右順番に片足だけスキーを付けて歩く 
  ③片足スキーで転び方立ち方を練習する 
  ④両足にスキーを付けて歩く 
  ⑤両足スキーで転び方、立ち方の練習 
  ⑥極緩斜面を直滑降で滑る 
  ⑦直滑降の途中でテールを開いてスキーを止める 
  ⑧全制動で真っ直ぐ滑る 
  ⑨全制動で回転する 
  ⑩リフトに乗る 
  ⑪トライ・スキーを使って様々な緩斜面に挑戦する 
  ⑫トライ・スキーをはずして緩斜面を滑る 
 
 以上が３日間の概要であるが、トライ・スキーを使わずに５度前後の緩斜面をある程度 
コントロールして滑れれば、普通、初級コースとされているところは滑れるので、当面の 
目標を⑫にした。 
 １月の説明会でスキー各部の名称やセフティーの着脱について説明を受けていたため、 
すぐに実技指導に入れた。 
 初日はちびっこゲレンデを占拠して歩くことに専念。ここでストックの使い方とスキー 
エッジの使い分けを経験しておくと後で生きてくる。 



 ２日目、朝一番でリフトに挑戦。最近はペアリフトが多いのでリフトの練習には都合が 
よい。 
 プルークの練習はトップを押さえて滑ることから始め、続いてトライスキーを使う。 
 トップを押さえて滑るときに、始めは指導者が意識的にスキーを回転させるが、慣れる 
にしたがって、スキーの交差を防ぐために軽く手をそえるだけにしていく。スキーは恐怖 
心への挑戦という一面がある。晴眼者でも恐怖心で腰が引けてしまうのだから視覚に障害 
があればなおのことで、その恐怖心をいかに和らげるかが指導のポイントとも言えよう。 
 今回、当初の目標を充分クリアできるまでＴさんが技術を獲得したのは、本人の運動セ 
ンスや努力はもちろんだが、天候、ゲレンデ、混み具合、アシストスタッフ、雪質、すべ 
てに恵まれていたからだろう。 
 ブラインド・スキーヤーの技術向上には晴眼者以上に様々な要素が絡むことを実感した。 
 特に一般との衝突の心配が極めて少ない空いたゲレンデは実にありがたいと思った。け 
れども貸し切りのゲレンデだけで滑りたいとは思わない。できるだけ特別な配慮を少なく 
して、一般の人と共に楽しめることが大切だと思うから。 
 思いつくままに書きなぐってしまったが、ブラインドスキーに対する熱い思いはまだく 
すぶっているようだ、今の内にみんなと協力してノウハウをまとめたい。  
 
                               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 
使い、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が、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。 



                       丸沼高原スキーツアーに参加して 
                                                                  吉田麻衣 
 
 今回、初めてこのブラインドスキーのツアーに参加させていただきました。林さんから 
最初紹介されたとき、すぐに｢行きたい！｣と言ったものの土曜日のお休みが取れるか取れ 
ないかでだいぶ迷いまして、申し込みをしたのはほんとにぎりぎりになってからでした。 
20 うん歳になってもやはり全く知らない人ばかりの中に入って行くときにはちょっと緊張 
してしまいますが、今回はそんな心配はバスに乗ってからすぐに吹っ飛んでしまいました。 
 皆さんほんとうにアットホームで初めての人も温かく受け入れてくれる、そんな感じで 
した。 
 スキーは約１日半しかありませんでしたが、とても楽しかったように思われました。 
けれど、パートナーをさせていただいて、なんだか的確な指示を出す難しさを感じました。 
これには私自身のスキーの技術不足ということもありますが、｢言葉｣というものは難しい 
ものです。指示が遠慮がちになってしまいましたが、スキーには危険が付きもの、もっと 
うるさくなった方が良かったな等と反省もしています。(鈴木敦子さん、ごめんなさい)リ 
フトの上やバスの中、宿の部屋等でいろいろお話ししたことも楽しかったです。 
 だけど忘れてならないのは夜の｢飲み会｣。いろいろ方といろいろな話しができて良かっ 
たと思います。大袈裟な話しになってしまいますが、やっぱり大勢の人が何か一つのこと 
をするのってすごいなあと感じています。学生時代、吹奏楽をやっていていつも感じてい 
ましたが、ブラインドスキーについても同じだと思います。 
 普段は全く別々の仕事や生活をしている人達が集まって一つのことに向かって行くって 
いうのはいいですね。 
 最後に、私いま、点字を勉強しようと思っています。この感想文も本当は点字だったら 
良かったんですけれども。来年も是非参加させていただきたいと思っています。スキー以 
外にも私にできることがありましたら声をかけてください。 
是非一緒に楽しませていただきたいと思っています。 
 
                               ｢スキーは楽し｣ 
                                                                   平塚秀人 
 
 私は３年ほど前に失明し、それまで何てことなく行なってきた日常の生活動作やいろい 
ろな趣味など、すべてにおいて他人の目を借りなければ何もできないのではないかと思っ 
た時期が一時期ありました。しかし、リハビリテーションや日ごろの生活、あるいは外に 
出て、自分自身の肌で人や物に接するごとに、「このままではできなくとも、これに何か 
工夫を加えれば・・・・」という気持が何事にもうまれてきました。 
 最初はごく身の周りの物から始め、そして、いつしか物を工夫するということと同時に、 



自分自身の体も工夫していくということに気がつきました。そのきっかけとなったのは、 
知りあいに連れて行ってもらった山登りからでした。 
  見えているころのイメージからでは、そんな凸凹の所に行かなければ何とかなるだろう 
というふうに単純に想像していたのですが、実際に登り始めてみれば、１歩登ぼるごとに 
根っこにつまづき、１歩登ぼれば石につまづき、｢今日中に山頂に着くかな｣ と冗談半分 
に言っていた知りあいの言葉も、だんだん私の中で大きな不安となって、あせって崖から 
滑り落ちる始末。大きく肩で息をしている私に向かって、「足をもう少し高く上げればい 
いんじゃない」と知りあいがアドバイスをしてくれ、言われた通りにやってみると、なる 
ほど多少の根っこや石の出っ張りなどにはつまづきにくくなりました。 
 本当に何でもないことですが、とかく私のような中途失明の場合、見えていたときと同 
じようにしようという気持が強く、ときとしてそれは自分にとって非常にマイナスになる 
ことがあります。そうした足をほんの少し高く上げることによって、見た目は悪いかもし 
れませんが、自分の身の安全を確保できるという工夫をそのとき学びました。 
 そうした自分自身の体を工夫するということで、昨年の冬、スキーにチャレンジしてみ 
ました。スキーは高校のときに数える程度やったことはあったのですが、山登ぼりならま 
だしも、およそ使いなれないスキーをはいて斜面を滑走することなど、目が見えなければ 
無理だと頭の中では思っていました。そんな不安もあってか、初めのころ、緩斜面で練習 
していたのですが、私を横目に５、６歳の子供がソリで追い越していき、まるで亀のよう 
でした(亀にスキーをはかせたら、亀のほうが速いかもしれませんね、、、)。しかし、回 
を重ねるごとにエッジをかけるコツもわかってきて、スピードもいくらか出せるようにな 
ってきました。 
 そして今回、初めて神奈川スキークラブに仲間入りさせていただき、長野県のエコーバ 
レーにいどんだわけですが､天候もよく､パートナーもよく(鈴木さん元気ですか)､ 私も何 
とかパラレルまでに上達することができました。驚いたのは、ボランティアの方々が福祉 
関係にたずさわっている方ではなく、スキーのライセンスを持ったエキスパートが多かっ 
たことです。どこの国のことわざだったか忘れましたが、「食べたければ台所に行け、死 
にたければ墓場に行け」という言葉があります。 
 視覚に障害を持っているからといって、何も特別な措置を講じなくとも、その手のエキ 
スパートに指導してもらえば、より適確なアドバイスも得られますし、教える側が十分わ 
かっているので、滑り方だけではなく、スキーのマナーなどもいろいろ勉強できました。 
 来年も是非行きたいと思いますので、役員の方々よろしくお願いします。 
最後に、私どもの目の代わりにサポートしてくださったボランティアの方たちに心から感 
謝したいと思います。 



                           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 
係者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さんの通っていたほんとうに剣道部は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。 
 
                    エコーバレー・スキーツアーに参加して 
                                                                藤原陽一郎 
 
 現在ラジオ日本で朝のニュウスワイドという番組を担当していますが、その中で以前に 
視覚障害者スキーツアーのボランティア募集の紹介をさせていただきました。 
 紹介したからには体験してみようという訳で今回のエコーバレーツアーに初参加した次 
第ですが、視覚障害者のパートナーとなって滑るなど全くの初体験。 
実際、一緒に滑ってみるまで不安と緊張の連続でした。しかしリーダー初め実行委員の方 
達の適切かつ厳しいご嗜導、アドバイスの下でなんとか大厄をこなせたことでほっと胸を 



なでおろしているところです。パートナーに付いた最初のころは、ちょっと恥ずかしげに 
｢右です。左です。あっ、ストップです｣などと声を出していたのが、終りのころは他のパ 
ートナーさん達には負けないくらいに声が出るようになったので、一応は進歩があったの 
ではないかと思います。 
 天気は晴天、ゲレンデコンディションも良好、おまけに滑っているのは我々だけと最高 
のスキーでした。また、グループで滑るスキーはこんなにも楽しいものかと改めて実感さ 
せられました。でも私のような初心者に付いたブラインドの方は耳だけが頼りだけにさぞ 
心細かったことと思います。不満一つ言わずにもくもくと指示に従っていただけましてほ 
んとうに感謝しております。また、今回使用しましたエコーバレースキー場のスタッフ 
(特にリフト乗り場の係員の方々)にもリフト乗車のときにやさしくサポートしていただい 
てほんとうに助かりました。 
 最後に視覚障害者、晴眼者を含め一人でも多くのスキーを楽しみたい方々にその願が適 
いますように、シーハイル。 
 
【協会の動き】 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・  期    日  ・ 内     容 ・  備      考  ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・１月 12 日(日)       ・ツアー事前説明会  ・約 20 人参加｡初心者中心｡ ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・１月 24 日(金)～   ・丸沼ツアー        ・                        ・ 
・１月 26 日(日)    ・             ・                        ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・２月 23 日(日)～   ・エコーバレーツアー・                        ・ 
・２月 25 日(火)    ・         ・                        ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・３月 15 日(日)        ・ツアー参加者交流会・約 30 人出席｡打上げを行う｡・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・５月 10 日(日)        ・92 年度総会        ・是非ご出席ください。  ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



平成４年(1992 年 5 月)  
 
発行：福島悟方 
 
【あなたのフレッシュな感性を】 
 今年度も実行委員会を設け、２回のスキーツアーを実施することになりました。６月末 
ごろから、行き先を含めたツアー内容の検討に入ります。そこで現在、実行委員としてツ 
アーの企画・運営にたずさわっていただける方を募集しております。実行委員として企画 
・運営に参加していただける方は、会長の福島までご連絡ください。 
 なお、昨年度は、衣笠 健一さんと山内 勝弥さんに実行委員として加わっていただき、 
お蔭様で２回のツアーを無事成功させることができました。 
 
【緑の中でバーベキュー】 
 緑が目に鮮やかな季節です。五月晴れの１日、新緑に溶けてみませんか。バーベキュー 
ハイキングを企画しました。是非ご参加ください。詳しくは、ちらしをご覧ください。 
  集 合  ５月 31 日(日) ８時 30 分 小田原急線渋沢駅改札口 
  目 的  表丹沢｢戸沢出合｣にてバーベキュー 
 申込み  ５月 22 日(金)までに、鈴木、金沢 
 
【1992 年度神奈川県視覚障害者スキー協会カレンダー】 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・ 時 期 ・  内   容  ・   備          考   ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・５月 10 日・92 年度総会        ・出席くださった皆さんご苦労様でした。・ 
・５月 31 日・バーベキューﾊｲｷﾝｸﾞ・申し込みは５月 22 日まで、忘れずに。  ・ 
・６月下旬・実行委員会スタート・実行委員募集中。会長の福島まで   ・ 
・８月上旬・ツアー先等決定  ・協会ニュース等でお知らせします。  ・ 
・11 月中旬・技術研修会開催  ・協会ニュース等でお知らせします。    ・ 
・11 月中旬・ツアー参加者簿集  ・協会ニュースでお知らせします。   ・ 
・１月中旬・ツアー参加者   ・参加される方には別途お知らせします。・ 
・    ・オリエンテーション・参加される方には別途お知らせします。・ 
・１月下旬・スキーツアーＡｺｰｽ ・昨年度は丸沼、金曜の夜から日曜の予定・ 
・２月下旬・スキーツアーＢｺｰｽ ・昨年度はエコバ、日曜から火曜の予定。・ 
・３月下旬・ツアー参加者交流会・ツアー参加者に別途お知らせします。 ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



【92 年度総会終る】 
 1992年度総会は、５月10日(日)午後２時から神奈川県ライトセンターで開催されました。 
当日は雨にもかかわらず 23 名(視覚障害者 13 名、晴眼者 10 名)の方々にご出席いただきま

し 
た。ご出席くださいました皆さん、ご苦労様でした。 
 現在会員数は 75 名、出席者に委任状 29 名を加え、総会の議事は成立しました。会長あ

い 
さつ、出席者自己紹介の後、議長に金子 孝吉 氏、書記に成田 好一 氏を選出し、議事が 
進められました。総会では、91 年度事業報告及び決算報告、92 年度事業計画案及び予算案 
が原案どおり承認されました。また、会運営充実のための年間会費引き上げ案(1,000 円か 
ら 2,000 円)についても満場一致で承認されました。 
 会員の皆さんには、さらなるご負担をお願いすることとなりますが、何卒ご理解いただ 
き、なお一層のご協力をよろしくお願いいたします。 
 今年度は、昨年度と同様、実行委員会を設け２回のツアーを企画するほか、新たにプロ 
ジェクトチームを組み視覚障害者と晴眼者が一緒にスキーをする際のノウハウをわかり易 
く解説した初心者向け｢ブラインドスキーマニュアル｣(仮称)の作成に着手することになり 
ました。 
 総会終了後、引き続き懇談会が行われ、席上、｢１シーズン２回のツアーを実施するよ 
うになった現在、もっと積極的に実行委員を募り役員の負担を軽減すべきではないか。」 
と言うご意見をいただきました。また、｢91 シーズンのスキーツアーのまとめを作成・発 
行し、ブラインドスキーの問題や課題を会員共通のものとするべきではないか｣というご 
意見もいただきました。91 シーズンのまとめにつきましては、次号｢協会ニュース｣に掲載 
すべく準備を進めたいと考えております。 
 さらに、懇談会の後、近くの居酒屋で懇親会を持ち、15 名の方々にご参加いただきまし 
た。 
 なお、総会に欠席された会員の皆さんには、総会の議案書を同封いたしましたので、是 
非ご一読ください。 
 
【会費納入並びに新期入会のお願い】 
 92 年度の会費(2,000 円)をまだお納めいただいていない会員の皆さんには、郵便振替用 
紙を同封させていただきましたので、会費の納入をお願いいたします。なお、視覚障害者 
の会員の振替用紙には必要事項を全て記入してあります。 
 また、本協会の趣旨にご賛同いただける方で、まだご入会いただいていない方も、振替 
用紙を同封させていただきましたので、この機会に是非ご入会ください。なお、本協会は、 
会費納入をもって入会とさせていただいております。 



【お知らせとお願い】 
１．総会の報告でも触れましたが、今年度から初心者向け｢ブラインドスキーマニュアル｣ 
  (仮称)の作成に着手することになりました。掲載内容その他についてのご意見、ご要 
  望を是非お寄せください。 
  ※ 連絡先 大友邦宏  
２．今回、会員の皆さんには、92 年度の会員名簿を同封いたしました。 
  住所、電話番号等に誤り、変更がありましたら、会長の福島までご連絡ください。 
３．「協会ニュース」に掲載する原稿を募集しております。スキー場に関する情報、協会 
  ツアーに関するご意見・ご感想、その他スキーに関する内容であれば何でも結構です。 
  会長の福島までお寄せください。 



平成４年(1992 年 10 月)  
 
発行：福島悟方 
 
【ブラインドスキーヤーとパートナーのためのステップアップ講座のご案内】 
 皆さんお元気ですか。間もなくスキーシーズンです。そこでこれを前に、昨シーズンよ 
り１ランクアップした滑りが楽しめるようブラインドスキーヤーとパートナーのためのス 
テップアップ講座を次のとおり企画しました。 
ふるってご参加ください。 
 
  ○日 時  1992 年 11 月 15 日(日) 13 時 30 分～16 時 30 分 
    ○会 場  神奈川県ライトセンター 
                  所在地 横浜市旭区二俣川 1 ｰ 87 ｰ 1(県衛生研究所裏) 
                  電 話 045(364)0023㈹ 
                ※ 誘導の必要な方は、当日 13 時 15 分までに相鉄線二俣川駅 
          改札口においでください。 
  ○内 容  ① ブラインドスキーヤーの技術向上のためのワンポイント 
                ② パートナー技術向上のためのワンポイント 
                ③ その他 
    ○講 師  本会技術顧問 白崎 正彦氏、ほか 
    ○申込み  11 月 8 日(日)までに大友方までご連絡ください。 
 
【第８回スキーツアー参加者募集のご案内】 
 今シーズンのスキーツアーが決まりました。昨シーズンのご好評にお答えして、同じ次 
の２コースを設定しました。現在、内容を一層充実すべく、プログラムの検討を進めてい 
ます。ご期待ください。 
 なお、参加者募集の詳細については、｢第８回スキーツアー参加者募集のご案内｣をご覧 
ください。 
 また、ツアー実施にあたって、事前設明会を予定しています。今回初めて参加しようと 
思っている方、ブラインドスキーについてもっと詳しくお知りになりたい方は、是非ご出 
席ください。 
  ○Ａコース(丸沼高原コース)   1993 年 1 月 29 日(金)～ 1 月 31 日(日) 
  ○Ｂコース(エコーバレーコース) 1993 年 2 月 28 日(日)～ 3 月 2 日(火) 
  ○事前説明会(県ライトセンター)  1992 年 12 月 20 日(日) 



【お知らせとお願い】 
１．今年度の会費(2,000 円)をまだ納入されていない会員の方は、下記口座にお振込みく 
  ださい。また、会員でない方もこの期会に是非ご入会ください。 
  ○郵便振替口座 横浜 1 ｰ 16546(神奈川県視覚障害者スキー協会) 
２．本協会主催のスキーツアーのほか、１月８日(金)～11 日(月)に神奈川県視覚障害援助 
  赤十字奉仕団主催のブラインドスキーツアーが実施されます。 
  同奉仕団では、このツアーのボランティアを募集しています。 
  ○お問合せ先 神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団事務局 
         電話 045(364)0023(神奈川県ライトセンター内) 
３．去る５月 31 日(日)に予定していましたバーベキュー・ハイキングは、天候不良のため 
  中止となりました。 
４．｢協会ニュース｣に掲載する原稿を募集しております。スキー場に関する情報、協会ツ 
  アーに関するご意見・ご感想、その他スキーに関する内容であれば何でも結構です。 
  会長の福島までお寄せください。 
 
                    第８回スキーツアー参加者募集のご案内 
 
１ 主 催 
  神奈川県視覚障害者スキー協会(クラブ) 
２ 日程、会場等 
 (１) Ａコース(丸沼高原コース) 
    ○日 程  1993 年 1 月 29 日(金)～ 1 月 31 日(日) (1.5 泊 2 日) 
                  集合 29 日(金) 20 時 00 分(厳守) 横浜駅西口天理ビル前 
                  解散 31 日(日) 18 時 00 分(予定) 横浜駅西口天理ビル前 
  ○会 場  丸沼高原スキー場 
    ○宿 泊    おおくら荘 
                  所在地 群馬県利根郡片品村東小川 
                  電 話 0278(58)2444 
  ○交 通  貸切りバス 
    ○定 員    視覚障害者 15 名、晴眼者 30 名 
  ○参加費  28,000 円(交通費、宿泊費、１夕・２朝・１昼食費、保険料) 
 (２) Ｂコース(エコーバレーコース) 
    ○日 程  1993 年 2 月 28 日(日)～ 3 月 2 日(火) (2 泊 3 日) 
                  集合 28 日(日)  8 時 30 分(厳守) 相鉄線海老名駅前 
                  解散  2 日(火) 19 時 00 分(予定) 相鉄線海老名駅前 
  ○会 場  エコーバレースキー場 



    ○宿 泊    ペンション・森の音楽家 
           所在地 長野県小県郡長門町姫木平 
                電 話  0268(69)2971 
  ○交 通  宿の送迎バス 
    ○定 員    視覚障害者 12 名、晴眼者 27 名 
  ○参加費  32,000 円(交通費、宿泊費、２夕・２朝・２昼食費、保険料) 
 
３ 参加申込み 
 (１) 申込み期間 
   1992 年 11 月 20 日(金)～11 月 30 日(月) 
      ※ 毎年、晴眼者の方の参加申込みが遅れがちで、晴眼者確保に苦労しています。 
     お早目にお申込みください。 
 (２) 申込み先 
  ○ 視覚障害者の方  藤田 
    ○ 晴眼者の方    大友 
４ その他 
 (１) ツアーに参加される方は、後日、日程表と一緒に同封する郵便振り替え用紙で、 
   次の予約金を 12 月 18 日(金)までにお振り込みください。 
    ○Ａコース参加の方  8,000 円 
      ○Ｂコース参加の方 12,000 円 
    ○両コース参加の方 20,000 円 
      なお、出発日の 10 日前以後に参加を取り止められた方には、予約金をお返しできな 
   い場合がありますので、ご了承ください。 
      また、残金は、出発日に集めさせていただきます。 
 (２) ブラインドスキー技術についての事前説明会を次のとおり予定しております。 
   初めて参加される方は勿論、これまでに参加したことのある方も是非お出かけくだ 
   さい。 
  ○日 時  12 月 20 日(日) (午後、時間は未定) 
    ○会 場  神奈川県ライトセンター 
                  所在地 横浜市旭区二俣川 1 ｰ 87 ｰ 1 
                  電 話  045(364)0023㈹ 
    ※ 詳細については、現在調整中です。11 月 20 日(金)以降にお問い合せください。 
５ お問い合せ先 
  藤田 



       ☆☆☆☆ 本スキー協会が朝日新聞で紹介される ☆☆☆☆ 
 
「朝日新聞 ９３年１月１３日（水）朝刊 記事」より抜粋 
 
 【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か、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１５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。問い合わせは藤田さんへ。 



平成５年(1993 年 5 月)  
 
発行：藤田功三 
 
【第９回スキーツアー実行委員募集】 
 夏もこれからというのに、もう早、93 年のスキーツアーの取り組みが始まります。今年 
も、実行委員会方式による２回のツアーを計画しています。ここ２年間、丸沼高原ツアー 
とエコーバレーツアーを実施してきましたが、それぞれ問題点が出てきています。 
 そのため、今年度は、スキー場、宿泊施設、実施方法等の大幅な見直しを迫られていま 
す。そこで、実行委員として、企画・運営にたずさわっていただける方を一人でも多く募 
集しています。実行委員になっていただける方は、会長の藤田までご連絡ください。 
 なお、実行委員の顔合わせを６月 13日(日)13時から神奈川県ライトセンターで行います。 
｢自分にできる仕事はあるかな？｣などと迷っている方も是非ご出席ください。 
今年度は、10 周年記念事業を考えるという楽しいおまけも付いています。 
 
【93 年度総会終わる】 
 今年度の総会は、５月９日(日)、14 時から神奈川県ライトセンターで開催されました。 
 会員総数 81(視覚障害者 32、晴眼者 49)名中、21(視覚障害者９、晴眼者 12)名の出席と、 
38 名からの委任状により総会は成立しました。 
 福島悟前会長のあいさつの後、議長に幸村麻里さんを、書記に衣笠健一さんを選出し、 
議事が進められました。 
 まず、1992 年度事業報告及び決算報告が行われ、原案どおり承認されました。 
次に、２年に１度の役員改選が行われ、会長に藤田功三さんを選出し、他の役員について 
は新会長一任とされ、次の役員が決まりました。(敬称略) 
  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 伸三、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 



 引き続き、1993 年度事業計画案及び予算案が提案され、原案どおり承認されました。 
 その他、総会の席上、 
  (１)10 周年記念事業を実施する方向で役員会を中心に検討を進めること。 
  (２)役員の交代が進まないことへの対応、等について話し合われました。 
 なお、議事終了後、第８回の丸沼ツアーに初めて参加された福山 邦子さんからツアー 
用のトランシーバーをご寄贈いただきました。福山さんありがとうございました。 
 総会終了後近くの居酒屋で懇親会を持ち、12 名の参加をいただきました。 
 ※ 総会に欠席された会員の皆さんには、総会資料を同封いたしますので、是非ご一読 
   ください。 
 
【会費納入のお願い】 
 本会の運営は、皆さんからの会費によって支えられています。今回 93 年度会費(２千円) 
の郵便振り替え用紙を同封させていただきましたので、会費の納入をお願いいたします。 
 なお、視覚障害者の振り替え用紙には必要事項を全て記入してあります。 
 
【お願い】 
１．｢協会ニュース｣に掲載する原稿を募集しています。スキーに関すること、その他内容 
  は問いませんので、会長までご連絡ください。 
２．本会の会員名簿はパソコンで管理しています。住所、電話番号等に変更がありました 
  ら、会長までご連絡ください。 
 
【1993 年度スキー協会カレンダー】 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・ 時 期 ・ 業     事   等 ・ 備                  考 ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・５月９日・93 年度総会                ・              ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・10 月    ・スキー協会ＰＲ行事        ・次回のﾆｭｰｽでお知らせします。・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・11 月    ・会員交流行事              ・次回のﾆｭｰｽでお知らせします。・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・11 月下旬・スキーツアー参加者募集    ・11 月上旬ﾆｭｰｽでお知らせします・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・１月上旬・スキーツアー参加者    ・                            ・ 
・    ・事前説明会        ・                            ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



・１月下旬・第９回Ａコーススキーツアー・                            ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・２月    ・第９回Ｂコーススキーツアー・                            ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・３月中旬・スキーツアー参加者交流会  ・                            ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
                  第８回Ａコース(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、御聞かせ下さい。 



                第８回Ｂコース(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。 
 
           初めてのブラインド・スキーツアー、初めてのボランティア 
                                                                  大口恵理 
 
①視覚障害者もスキーを楽しむという朝日新聞の記事を見付けた瞬間、｢これだ！｣と膝を 
 打ちたい気持ちになった。最も好きで得意とするスキーでボランティアができるのなら、 
 こんないいことはないではないか。初めてのボランティアに対する不安より、スキーツ 
 アーに参加できる期待感の方がずっと勝っていたように思う。ボランティアなんだから 



 視覚障害の人のお役に立たなきゃ、というのが、集合場所に着いたときの気持ちだった。 
 ずいぶん肩にチカラが入っていて、きっとイカリ肩になっていたに違いない。一口に視 
 覚障害と言っても全盲の人から視野狭削等様々な視覚障害があること、また先天的な障 
 害より中途失明の人が多いことも初めて知った。スキーツアーに参加するくらいだから、 
 皆さんそれぞれとても積極的で自分のことは何でも自分でする。ボランティアど素人の 
 私がヘタに手を貸そうとしても邪魔になることが多い。お役に立つどころではないんで 
 ある。 
 グループに分かれて初めてゲレンデに立ち、彼らの後から併走したが、そのスピードと 
 思い切りの良さにまず驚く。パートナーになってからもスピード狂の友人の後を追いか 
 けていくような錯覚に捕らわれてしまった。 
②確かに視覚障害の人がスキーを楽しむためには、晴眼者の手助けがなくてはならない。 
 でも、そのことを除けば、ゲレンデに立つスキーヤーとしては晴眼者も障害者も変わり 
 はないと思う。晴眼のスキーヤーだって、ビギナーを見よ。前も後も左右も全く見えて 
 いない。マナーの悪い晴眼スキーヤーはいきなりスタートするし、ゲレンデの真ん中で 
 立往生もする。スピードを楽しむ人もいれば、怖がる人もいる。ね、全然変わらないで 
 しょう。 
 初めてのツアーに参加してみて思いついたことがいくつかある。まず、視覚障害の方の 
 技術向上についてだが、現在、ビデオを見ることができる人や中途失明でスキーを客観 
 的にイメージできる人はイメージトレーニングを重視してください。ああいう風に上手 
 に滑りたい、は上達の早道です。上級レベルの人は、自分のリズムで滑れるようにパー 
 トナーと練習するといいと思います。今後は、ぜひ準指導員や正指導員などの人もボラ 
 ンティアに参加してほしいと思う。 
 数少ないチャンスで効率良く技術向上するには、やはり彼らの協力が欲しい。 
 また、視覚障害の人との併走や練習方法は、一般のスキーヤーにも十分通じるところが 
 あり、新しいレッスンメソッドのアイデアが誕生するかもしれない、とも思うのだ。 
 月並みな表現だが、初めてのボランティア、初めてのブラインド・スキーツアーは、私 
 に実に多くのことを教えてくれた。何よりうれしかったのは、自分が楽しんだことであ 
 り、次回もまた参加したい、と思っている。 
 
                        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 
隊」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…？ 
 
                           スキーツアーに参加して 
                                                                  吉田英也 
 
 ２月 28日から３月２日までのエコーバレーでのスキーツアーに今回初めて参加させてい 
ただきました。しかし、私はこういった活動をすることが今回全く初めてであり、いった 
いどのようなことをするのか、何をすればよいのかわからない状態のままで参加してしま 
いました。 
 大変不安な気持ちで座った現地へ向かうバスの中で、参加者ひとりひとりの自己紹介の 
後、白崎さんからブラインドスキーについてくわしい解説がありました。また、具体的な 
イメージをつかむため前回のツアーのビデオを見ながら説明を受けました。これは後で考 
えると本当に役立つ話しであったと思います。 
 宿に到着すると早速スキーの開始です。私は今回が初めてということで最初は他の方が 
誘導するのを後からついて見学しました。びっくりするほど上手な方が多く、滑ることを 
十分楽しんでいるように見受けられました。パートナーとブラインドのどちらもがベテラ 
ンの領域に達しているな、というのが最初の印象でした。 
 ２日目には私もパートナーの役をさせていただいたのですが、頭では理解していたつも 



りなのに最初は失敗の連続でした。勤務先の学校のスキー教室では、加重する脚を口にだ 
して指導することが多いものですからターンする方向と逆の脚をつい言ってしまい、ブラ 
インドの方に迷惑をかけてしまいました。しかし、最後のころにはなんとなくその呼吸が 
わかってきて、広々したゲレンデをいっぱいに使って滑ることを楽しむ余裕が生れました。 
 このスキーツアーで問題となる点があったら指摘して書いてほしいと原稿を依頼される 
ときに言われたのですが、問題と感じるようなことは何もありませんでした。 
 スムーズによく運営されていたと思います。それは、このスキーツアーがスキー技術を 
指導するとか、福祉を考えるとかいった肩肘の張った活動ではなく、一緒に楽しく滑ろう 
という目的で行われている活動であるからだと思います。 
 この楽しい経験の機会を与えて下さったスタッフの方に心から感謝したいと思います。 
 ありがとうございました。 



平成５年(1993 年 11 月)  
 
発行：藤田功三 
 
【早く滑りに行きたいぞパーティ'93 のご案内】 
 いよいよスキーシーズンです。そこで、スキーシーズンの開幕を祝う会を次により開催 
することといたしました。土曜の夜、時間を忘れてわいわい語り合いたいと思いますので、 
何かと慌ただしい時期ですが、是非ご出席ください。 
 なお、出席の有無については、同封の出欠確認葉書により 11 月 27 日(土)までにご連絡く 
ださい。 
 ○日 時  12 月 4 日(土) 18 時 00 分～20 時 00 分 
 ○会 場  ビアレストラン・カサドール藤沢南口店 
             所在地 藤沢市南藤沢 3 ｰ 6 三丸ビル６階 
             電 話 0466(50)2000 
          交 通 ＪＲ・小田急藤沢駅南口より徒歩２分 
             ※ 誘導ご希望の方は、17 時 50 分までに小田急線藤沢駅改札口 
         (藤沢駅南口)までおいでください。 
 ○会 費  ６千円 
  ○申込先  藤田功三 
 
【第９回スキーツアーのお知らせ】 
 ようやく'93 シーズンのツアーの概要がまとまりました。会場は、昨シーズンと同じで 
すが、丸沼高原コースとエコーバレーコースの日程を入れ替えてみましたので、申込みの 
際はご注意ください。また、宿泊施設も、 
  (１)エコーバレーコースについては、玄関前に凍結し滑りやすい階段のあった「ペン 
    ション・森の音楽家」から、外階段を使わずに外に出られる「ペンション・エス 
    ポアール」に、また、 
  (２)丸沼高原コースについては、スキー場から遠く不便だった「おおくら荘」から、 
    ゲレンデ内の「シャレー丸沼」に変更しました。 
 なお、日程、参加申込み等の詳細は、別紙「第９回スキーツアー参加者募集のご案内」 
をご覧ください。 
 
【協会の動き】 
 今年度のスキーツアーの企画は、７月に２つの実行委員会を作ることからスタートしま 
した。実行委員には、役員のほか、Ａコースに八重樫幸男氏、北村孝児氏、新宅誠三郎氏 
に、Ｂコースには、伊藤 信三氏、志村 好枝氏に加わっていただきました。これまでに宿 



泊施設の選定や下見等を行ってきました。 
現在は、ツアーの詳細なプログラムの作成等に取りかかっています。 
 
【お知らせとお願い】 
１．今回、1993 年 10 月 1 日現在の会員名簿を作成しましたので、お送りします。 
  内容の誤り、住所・電話番号の変更等がありましたら、事務局までご連絡ください。 
  現在、会員数は 135 名、内、視覚障害者 34 名、晴眼者 101 名です。 
２．会費は会運営のオイルです。会員の方でまだ 93 年度の会費を納められていない方は、 
  お早めにお願いします。 
  年 会 費 ２千円 
  郵便振替 横浜 3 ｰ 74000(神奈川県視覚障害者スキー協会) 
３．｢ニュース｣に掲載する記事をいつも募集しています。スキーに関わるものであれば何 
  でも結構です。会長までお寄せください。 
 
                    第９回スキーツアー参加者募集のご案内 
 
 １ 主 催 
   神奈川県視覚障害者スキー協会(クラブ) 
 ２ 日程、会場等 
   (１) Ａコース(エコーバレーコース) 
     ○日 程  1994 年 1 月 28 日(金)～ 1 月 30 日(日) (1.5 泊 3 日) 
                 集合 28 日(金) 20 時 30 分(厳守) 相鉄線海老名駅改札口前 
               解散 30 日(日) 19 時 00 分(予定) 相鉄線海老名駅改札口前 
   ○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 
            所在地 長野県小県郡長門町姫木平 
                 電 話  0268(69)2738 
   ○交 通  貸切りバス 
    ○定 員    視覚障害者 14 名、晴眼者 29 名 
   ○参加費  30,000 円(交通費、宿泊費、１夕・２朝・２昼食費、保険料) 
 
   (２) Ｂコース(丸沼高原コース) 
     ○日 程  1994 年 2 月 20 日(日)～ 2 月 22 日(火) (2 泊 3 日) 
                 集合 20 日(日)  8 時 15 分(厳守) 新宿駅南口(予定) 
                 解散 22 日(火) 19 時 00 分(予定) 新宿駅及び東京駅(未定) 
   ○会 場  丸沼高原スキー場 



    ○宿 泊    シャレー丸沼 
                所在地 群馬県利根郡片品村東小川 4658 ｰ 58 
                電 話 0278(58)4300 
   ○交 通  貸切りバス 
    ○定 員    視覚障害者 12 名、晴眼者 27 名 
   ○参加費  39,000 円(交通費、宿泊費、２夕・２朝食費、月・火曜日 
         のリフト券代、保険料) 
 
 ３ 参加申込み 
   同封の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒により 11 月 30 日(火)まで 
   に下記宛お申込みください。 
   なお、申込みの状況により、コース等を調整させていただく場合がありますので、 
   ご了承ください。 
    ○申込先  藤田功三 
 
 ４ その他 
   (１) ツアーに参加される方は、後日、日程表と一緒に同封する郵便振り替え用紙で、 
     次の予約金を 12 月 31 日(金)までにお振り込みください。 
      ○Ａコース参加の方 10,000 円 
        ○Ｂコース参加の方 10,000 円 
      ○両コース参加の方 20,000 円 
        なお、出発日の 10 日前以後に参加を取り止められた方には、予約金をお返しで 
     きない場合がありますので、ご了承ください。 
        また、残金は、出発当日に集めさせていただきます。 
   (２) ブラインドスキー技術についての事前説明会を次のとおり予定しております。 
     初めて参加される方は勿論、これまでに参加したことのある方も是非お出かけ 
     ください。 
    ○日 時  1994 年 1 月 16 日(日) (午後、時間は未定) 
      ○会 場  神奈川県ライトセンター 
                    所在地 横浜市旭区二俣川 1 ｰ 80 ｰ 2 
                    電 話  045(364)0023㈹ 
       ※ ツアーに参加される方には後日、時間等の詳細をご案内いたします。 
 ５ お問い合せ先 
   藤田 



平成５年(1994 年 4 月)  
 
発行：藤田功三 
 
【94 年度総会開催のお知らせ】 
 皆さんスキーシーズンが終わりちょっと一服しているところではないでしょうか。 
でも、スキー協会(クラブ)は早速、94 シーズンに向かって動き始めます。 
 まず、その最初のイベントとして次により 94 年度総会を開催いたします。今シーズンは 
本会に取って記念すべき 10 年目です。皆さんと一緒に何か記念になるものを企画して行き 
たいと考えておりますので、是非この総会にご出席いただき、ご意見をお寄せください。 
 また、総会終了後、オプションで打ち上げをしたいと思っておりますので、併せてご参 
加ください。 
 なお、会員の皆さんには、出欠確認用の葉書を同封しております。必要事項をご記入の 
うえ、５月 20 日(金)までに必ずご投函ください。 
  日 時  ５月 29 日(日) 14 時 00 分～16 時 30 分 
  会 場  神奈川県ライトセンター２階第１講習室 
              所在地 横浜市旭区二俣川 1 ｰ 80 ｰ 2(運転免許試験場前) 
              電 話 045 ｰ 364 ｰ 0023 
            ※ 誘導をご希望の方は、13 時 30 分までに相鉄線二俣川駅改札口 
        前までおいでください。 
  内 容 ① 93 年度事業報告及び決算報告について 
            ② 94 年度事業計画及び予算案について 
         ③ そ の 他 
 
【第９回スキーツアー終わる】 
 今年度は、Ａコースとして１月２８日(金)から３０日(日)にエコーバレーツアーを、Ｂ 
コースとして２月 20 日(日)から 22 日(火)に丸沼高原ツアーを実施しました。 
 Ａコースには、41(内、視覚障害者 10)名、Ｂコースには 37(内視覚障害者７、ＮＨＫ取 
材スタッフ（２名）が参加しました。ツアーの様子は、参加者の皆さんからお寄せいただ 
いた原稿をお読みください(原稿をお寄せくださった皆さんありがとうございました)。 
なお、Ｂコースの様子は、３月６日(日)のＮＨＫ第２放送の「視覚障害者のみなさんへ」 
で 30 分間の番組として全国に流れました。 
 スキーツアーの実施に当たっては、７月に２つの実行委員会をスタートさせました。 
実行委員として、役員のほか、Ａコースには、八重樫さん、新宅さんが、Ｂコースには、 
志村さん、福島さんが加わってくださいました(ありがとうございました)。 
 ツアーの企画から最後のまとめまで、それぞれ 10 回の会議を持ちました。 



 ツアー実施前の１月 16 日には、ライトセンターで事前説明会を開催し、約 30 名の方に

ご 
出席いただきました。事前説明会では、これまでのツアーで撮影したビデオを見たり、誘 
導の模擬体験をしていただきました。 
 また、ツアー終了後の３月 13 日にはライトセンターでツアー参加者交流会を開催し、40 
名の方にご参加いただきました。席上、ツアーについていろいろなご意見をいただきまし 
た。今後のツアーに生かして行きたいと考えております。 
なお、交流会終了後、打上げを行いましたが、28 名もの方にご参加いただきました。 
 
                      Ｂコース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。 



                            ツアーを終えて思う 
                                                                   藤田功三 
今年もまた多くの晴眼の皆様の優しい暖かな気持ちに触れることができました。 
 ９年前のツアーに思いを巡らす時、３つのグループにリーダー１人が付いただけのぎり 
ぎりの晴眼者数であったこと、そしてその総勢が 24 名であったことを思い出します。 
 ９回目のシーズンを迎えた今年は、新しい晴眼会員の皆さんがＡコース・Ｂコースそれ 
ぞれに大勢参加していただき毎年大変だったパートナー捜しをあまりせずにすみました。 
 Ａコース参加者 41 名（内、視覚障害者 10 名）、Ｂコース参加者 37 名（内、視覚障害者

７ 
名）と障害者の参加の少なさが気になります。 
 ところで、Ｂコースにおいては、晴眼者 30 名中 15 名が初参加者であり、視覚障害者１

人 
に２人の新人さんと１人の経験者の計３名のパートナーが付くという状況でした。 
 Ａコースの時と同様、新人さんにまずベテランの晴眼者の声がけや誘導の方法を一緒に 
行動しながら見てもらったり、新人さん同士で視覚障害者の役割、パートナーの役割りを 
交代で行い声がけの練習をしてもらいました。その後順次パートナーをしていただきまし 
た。 しかし、Ｂコースは雨と吹雪と言うことで滑る時間が少なく、初参加のパートナー

さん 
と共に十分に滑り込めなかった物足りなさが残っています。 
 滑る時間が少なかった所は、話し合う時間となり、いろいろの方との触れ合いができ、 
この点は良かったのではと思います。 
そして、今年もまた、幾つかの検討課題が出て来たように思います。 
 １．視覚障害者の参加が少なくなっているが？ 
 ２．今年のように視覚障害者の参加が少ない場合、その人数に合わせて定員を減らしツ 
   アー規模の縮小を考えた方が良いのか？ 
 ３．視覚障害者に比して晴眼者が多い場合、フリーとなった晴眼者にどのようなことを 
   してもらえば良いのか？ 
 ４．視覚障害者が無線機を使用する場合、少し離れるとその声がけの様子がわかりにく 
   いが、新人の人達にその内容をわかってもらうためにどのようにすれば良いのか？ 
 まだまだこんなこともあるよと言う声も聞こえる気がします。皆様のご意見等を参考に、 
より充実したツアーになればと思います。 
 
 また今年会員になられた十々木さんがスキー場の立体模型を作ってくださいました。 
そのお陰で初めてスキー場全体を指で触り認識することができました。 
Ａコース出発時の雪から始まり、Ｂコースの雨と猛吹雪、変化に富んだ第９回シーズンで 
した。たくさんの暖かな心にありがとうございましたと感謝の気持ちとともに点筆を置か 
せていただきます。



                             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。 



                         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。 
 
        初めて経験したブラインドスキー（Ａコース エコーバレー） 
                                                             佐々木おり絵 
 私はスキーが好きです。このスキーをもっと違った角度から楽しんでみたい、スキーを 
通して人の為に役立ちたい、最初はそんな気持ちがきっかけでした。私は今回のエコーバ 
レーがブラインドスキーへの初参加でした。と言うことで、最初は本当に多くの不安があ 
りました。普段、私の身の回りには視覚障害者はいません。ブラインドの人達が普段どん 
な生活を送り、どんな事を考え、更にはどのようにスキーを楽しむのかということは、私 
にとって全くの未知の世界でした。そしてエコーバレーで、その未知の世界に足を踏み入 
れることができたのは、本当に私にとって幸せなことだったと思います。 
 スキーに関しては、まずブラインドの人と晴眼者との信頼関係に感銘を受けました。 
この信頼関係が無ければ、ブラインドスキーは存在しえないようにも思います。そして初 
心者パートナーの私にとって一番怖かったのは、ブラインドの人が他人と衝突したり転ん 
だりすることでした。何度もひやひやして、寒さと怖さで声が震えてしまうこともありま 



した。（しのぶちゃんは気付いていたでしょうか・・・。）今度行った時には、私ももう 
少しパートナーとして成長していると思います。（成長していたいです。） 
 ブラインドスキーに行く前までは、いつも自分の世界だけで手一杯だったので、こんな 
自分が他人の補助なんてできるのかと思っていました。ところが不思議なことに、ブライ 
ンドの人達といると、疲れを忘れてしまうんです。自分の中の甘えのようなものが、消え 
て行き、何か底力がわいて来るのを感じました。それは、自分を必要とされることの、喜 
びから来ていたのかもしれません。 
また、私がひそかに疑問を抱いていたブラインドの人達の生活とは、いたって普通の生活 
で、ほとんど何でも自分一人でできるので、身支度などは私の方が遅いくらいでした。 
そして何よりもブラインドの人達の明るさが好きです。私の方がはげまされる思いでした。 
帰って来てから自分の生き方を見直すことができました。本当に今、感謝の気持ちでいっ 
ぱいです。ブラインドの人達だけでなく、晴眼者の人達も皆親切で楽しい人達ばかりで、 
この協会に入れたことは私にとって大きな喜びです。この出会いをこれからもずっと大切 
にして行きたいです。そして今、来年も必ずブラインドスキーに参加しようと、心に決め 
ました。 
 
                   「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。 
 
                第９回スキーツアーＡ・Ｂコースに参加して 
                                                                  藤本和子 
 私とブラインドスキーとの出会いは、子供達にも手がかからなくなり、私に何かできる 
ことはと考えていたころに目にした新聞の一片の記事でした。 
 学生時代から続けていた大好きなスキーのことでしたし、お手伝いができることがある 
のではと昨年から協会に参加させていただきました。残念ながら昨年は娘の大学受験と重 
なり、ツアーに出掛けることは適いませんでした。そして今年の１月のエコーバレーと２ 
月の丸沼高原へ参加することができました。 
 エコーバレーの方は初めての経験のパートナーでしたので、どきどきしながらの２日間 
でしたが、お天気にも恵まれ、スキー技術も上達したかと思うほどでした。 
 丸沼高原の方では、地吹雪体験もするほどの悪天候、でも暇ができた分、おしゃべりが 
たくさんでき、カラオケまで楽しむことができるなど、とても有意義な３日間だったと思 
います。 
 生まれた時から雪もスキーも板も見たことのない人達が、自分の手と耳でスキーを探り、 
履き、滑ると言うこのことが、どんなに大変かは想像もつきませんでした。 
 我々パートナーになる晴眼者の声だけを頼りに、聞き漏らすまいと一生懸命な姿には思 
わず頭が下がり、声にも力が入りました。リフトに並ぶのも、乗るのも上手に誘導できた 
時には、本当にほっとしました。右左を間違えて新雪に突進させてしまったことも数回。 
リフトに乗っている間に、周囲の景色や注意することなどを話しましたが、滑りながら雪 
の被った山々やゲレンデにいる他のスキーヤーの人達などを見せてあげられたらと何度も 



何度も思いました。  
 視覚障害者も、晴眼者も、スキーを楽しく大好きになって欲しいとお互いを思いやりな 
がらの数日は、あっと言う間に過ぎてしまい、私にとって今まで知らなかった世界、人と 
して本当に手をさしのべると言うことが、どう言うことなのかを考えさせられる日々でし 
た。 
 スキーと同じくらい大好きで長くやっている「お茶」の道で教えられて来た「思いやり」 
と言う言葉の持つ意味が、どんなにすばらしく奥深いものかとこの体験を通して身に沁み 
て感じました。障害者の方の一人でも多くの人に、スキーの楽しみを知ってもらいたいと、 
自分の体力の続く限り頑張って行きたいと思いました。とてもすばらしい体験をありがと 
うございました。 
 
【協会の動き】 
 93 年度は、スキーツアーのほか、次の２つの行事を実施しました。 
まず、11 月７日には、神奈川県ライトセンターで本会の活動についての説明会を開催しま 
した。これは、93 年１月に朝日新聞に掲載された本会の記事をご覧になって問い合わせて 
来られた方々を対象に開催したものです。110 名の方々にご案内を差し上げたところ、32 
名の方にご出席いただきました。今年のツアーには、この中から多くの方が参加してくだ 
さいました。 
 また、12 月４日には、会員交流行事として藤沢のビア・レストランで「早く滑りに行き 
たいぞパーティー」を開催しました。30 名の方々にご参加いただき、スキーシーズン到来 
を祝いました。 
 なお、協会のツアーとは別に、会員同志で個人的にスキーに行かれたグループが何組か 
あったようです。今後もっと広がるといいですね。 
 
【お知らせとお願い】 
 １．94 年５月から本会の郵便振替口座の番号が変わりました。会費等の振込の際はご 
   注意ください。なお、新年度会費振込用の振替用紙は、次号の「スキー協会ニュ 
   ース」に同封させていただきます。 
    ※ 新口座番号 00230 ｰ 8 ｰ 74000(神奈川県視覚障害者スキー協会)  
 ２．新年度となり、転勤等で住所や電話番号が変わられた方もおられると思います。 
   お早目に会長の藤田さんまでお知らせください。 
 ３．これは、最後までお読みくださった方へのおまけです。 
   現在、７月９日(土)の夜６時ごろから暑気ばらいをしようと計画中です。 
   詳しくは次号の「ニュース」でお知らせします。今からスケジュール表をチェッ 
   クしておいてください。 



平成６年(1994 年 6 月)  
 
発行：藤田功三 
 
【第 10 回スキーツアー実行委員募集】 
 本会では今年も、２回のスキーツアーを予定しております。このツアーの企画・運営に 
当たってくださる実行委員を募集しております。６月末からツアー終了後の打ち上げまで、 
皆で役割を分担しながら準備を進めていただきます。 
打合せの日程や場所はその都度実行委員の間で調整します。 
 是非やって見たいという積極的な方も、やる人がなければ仕方がないからやってやるか 
と言う方も６月 20 日(月)までに是非会長へご連絡ください。 
 
【会員継続・新入会のお願い】 
 本会の会員継続・新入会手続きはいたって簡単。年会費(２千円)を納めていただくだけ 
です。皆さんからの会費は会運営の原動力です。是非、会員継続・新入会をお願いいたし 
ます。 
 会費納入の際は、同封の郵便振り替え用紙（視覚障害者については全て記入ずみ）をご 
利用ください。なお、この場合は本人控えをもって領収書とさせていただきますのでご了 
承ください。 
 
 ※ 今回は事務の都合から、古い振り替え用紙(古い口座番号を記入)を同封しておりま 
   すが、95 年４月までは使用できますのでご安心ください。 
 
【早く滑りに行きたいぞパーティ'94 夏】 
 いよいよ、いやな梅雨がやってきました。スキーシーズンまでは後半年。まず暑い夏を 
乗り切らなければなりません。そこで次のとおり暑気ばらいを企画しました。土曜の宵、 
夜がふけるのも忘れて大いに盛り上がりましょう。皆さん是非ご参加ください。 
 なお、会員の皆さんには、出欠確認用の葉書を同封しておりますので､６月３０日(木) 
までにご投函ください。また、会員以外の方でご参加いただける方がおりましたら、同日 
までに会長の藤田 功三までご連絡ください。 
 日 時  1994 年７月９日(土) 18 時～ 
 会 場  ビアレストラン・カサドール大船店 
        所在地 鎌倉市大船 1 ｰ 25 ｰ 36 第２榎本ビル地下１階  電話 0467 ｰ 44 ｰ 1988 
        交 通  JR 大船駅東口、徒歩２分(横浜銀行大船支店向) 
      ※ 誘導ご希望の方は、当日５時45分までにJR大船駅改札口までおいでください。 
 会 費  5,150 円 



【94 年度総会終わる】 
 1994 年度総会は、５月 29 日(日)14 時から神奈川県ライトセンターで開催されました。 
会員総数 143(内、視覚障害者 35)名中、出席者 33(内、視覚障害者７)名及び委任状 64 名に 
より議事は成立しました。 
 会長あいさつ、出席者自己紹介の後、議長に衣笠 健一さん、書記に志村 好枝さんを選 
出し、議事が進められました。まず、 
 ①1993 年度事業報告及び決算報告について 
 ②1994 年度事業計画案及び同予算案について審議し、原案どおり承認されました。 
  その結果、今年度からスキーツアーの際に使用するゼッケン等を計画的に整備するた 
  めの用具等整備積立金会計が新たに設けられることになりました。 
 ③副会長の中田 順一さんから出されていた辞表の取り扱いについて審議し辞表を承認 
  するとともに、副会長職は当面空席とすることになりました。 
  なお、予算案の質疑の中で、会員外の人への広報についてもっと積極的に行うべきで 
  はないかとのご意見をいただきました。 
 議事終了後まず、エコーバレーツアーの際に撮影したビデオを見るとともに、丸沼高原 
ツアーの際に収録し NHK 第２放送で放送されたテープを聞きました。 
その後、10 周年記念事業について話し合いが行われ、 
 ①カナダツアーを企画してはどうか、 
 ②多くの会員が参加できる北海道ツアーを企画した方が良いのではないか、 
 ③10 年史をまとめてみては、 
と言った意見が出されました。10 周年記念行事につきましては、皆さんのご意見をお聞き 
しながら事務局を中心にさらに検討を進めて行く予定です。皆さんのご意見をどしどしお 
寄せください。 
 最後に、総会終了後、二俣川駅近くの居酒屋で懇親会を開催し、24(内、視覚障害者６) 
名の参加をいただき親睦を深めることができました。 
 なお、会員で総会に欠席された方には、総会の議案書を同封しておりますので、是非ご 
覧ください。 
 
【お知らせとお願い】 
 １．エコーバレーツアーに参加された方で、まだ記念写真をお送りしていない方には、 
   今回同封させていただきました。 
 ２．｢協会ニュース｣に掲載する記事を募集しております。会員への呼び掛け等、何でも 
   結構です。会長までお寄せください。 
 ３．住所、電話番号等の変更、誤りがありましたら、お早目にご連絡ください。 



【ブラインドセーリングを体験してみませんか】 
 スキーのオフシーズンにセーリングクルーザー(12 人乗り)で夏の海へブラインドセーリ 
ングに出てみませんか。スキー協会の皆様をヨットのセーリングにご招待いたします。 
  ご希望の方は、下記へご連絡ください。 
    日 程  毎回日曜日（希望日を調整します。） 
                集合 午前 10 時京浜東北線根岸駅改札口前 
                出帆 市民ハーバー 
      定 員  毎回、視覚障害者・晴眼者合わせて６人まで。 
    連絡先  中村 民夫 
 
【94 スキー協会カレンダー】 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・ 時   期 ・  内         容  ・  備   考  ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・ 5 月 29 日(日)  ・1994 年度総会開催             ・34 名に出席    ・ 
・ 6 月 下旬    ・ツアー実行委員会スタート   ・応募は６月 20 日まで・ 
・ 7 月 9 日(土)  ・早く滑りに行きたいぞ     ・出欠確認は    ・ 
・        ・パーティ夏          ・６月 30 日まで。  ・ 
・ 9 月 11 日(予定)・ハイキング＆バーベキュー    ・詳細は８月に   ・ 
・11 月 下旬    ・第 10 回スキーツアー参加者募集 ・詳細は 10 月に   ・ 
・12 月 上旬    ・ツアー参加者オリエンテーション・別途通知します  ・ 
・           ・早く滑りに行きたいぞ     ・詳細は 10 月に   ・ 
・           ・パーティ冬          ・         ・ 
・ 1 月 27 日～29 日・Ａコース           ・会場は未定。      ・ 
・       ・スキーツアー(金～日)     ・          ・ 
・ 2 月 19 日～21 日・Ｂコース           ・丸沼高原スキー場 ・ 
・       ・スキーツアー(日～火)     ・予定       ・ 
・ 3 月 12 日(予定)・スキーツアー参加者交流会    ・                  ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



平成６年(1994 年 11 月)  
 
発行：藤田功三 
 
【スキー技術研修会＆早く滑りに行きたいぞパーティ'94 冬のご案内】 
 間もなく楽しい冬がやって来ます。今年は｢暖冬｣と言う気掛かりな噂もありますが、ス 
キーシーズンを前に視覚障害者とパートナーのためのスキー技術研修会を開催します。 
 今年初めてツアーに参加しようと思っている方は勿論、スキー技術、パートナー技術の 
ステップアップを目指している方は是非ご出席ください。 
また、この日の夜には、お待ちかねの｢早く滑りに行きたいぞパーティ'94 冬｣を開きます。 
スキーシーズンの開幕を皆で盛大に祝いましょう。 
 なお、出席の有無について、同封の出欠確認葉書により 11 月 30 日(水)(必着)までにご連 
絡ください。 
  (１) 期 日 
      1994 年 12 月 4 日(日) 14 時 30 分～20 時 30 分 
  (２) スキー技術研修会 
       日 程  14 時 30 分～16 時 30 分 
      会 場  神奈川県ライトセンター 
                所在地 横浜市旭区二俣川 1 ｰ 80 ｰ 2(運転免許試験場前) 
                電 話 045(364)0023 
                ※ 誘導ご希望の方は 14 時 00 分までに相鉄線二俣川駅改札 
                      口においでください。 
       講 師  本会技術研修担当専門委員 大友邦宏 氏 
      内 容  ① スキー技術アップのためのワンポイント 
                ② パートナー技術アップのためのワンポイント 
                ③ シーズン前のスキーの手入れ 
       一 言  会場のライトセンターには、温水プールやトレーニング・ジム等のス 
         ポーツ施設があります。クラブの会員であれば誰でも無料で利用でき 
         ます。早目に来て研修会の前に一泳ぎして見ませんか。 
  (３) 早く滑りに行きたいぞパーティ'94 冬 
    日 程  18 時 00 分～20 時 30 分 
    会 場  ビアレストラン・カサドール藤沢南口店 
            所在地 藤沢市南藤沢 3 ｰ 6 三丸ビル６階  電話 0466(50)2000 
          交 通 ＪＲ・小田急藤沢駅南口より徒歩２分 
※誘導ご希望の方は、17時50分までに小田急線藤沢駅改札口(藤沢駅南口)においでください。 
    会 費  5,500 円 



      一 言  クラブのスキーツアーだけでなく、仲間同志でスキーに出掛ける輪が 
         広がることが理想です。パーティの場等でプライベートスキーがどん 
         どんまとまるようになるといいですね。 
  (４) お問い合せ先 
      藤田功三 
 
【第 10 回スキーツアーのお知らせ】 
 いよいよスキーツアー参加者募集の時期がやって来ました。今シーズンは日程、会場、 
参加費等、ほぼ昨シーズンと同じ内容です。昨シーズンのエコーバレーは天候に恵まれま 
したが、丸沼高原は、少しでも多く滑れるようにと宿をゲレンデ内に変更したにもかかわ 
らず悪天候に祟られほとんど滑れませんでした。今シーズンはどうなるでしょうか。 
 参加申込は、11 月 30 日(水)(必着)までです。お早目にお申込ください。 
詳しくは、｢第 10 回スキーツアー参加者募集のご案内｣をご覧ください。 
【協会の動き】 
 １．今年度のスキーツアーの企画は、６月 29 日(水)の第１回実行委員会からスタートし 
   ました。実行委員には、役員のほか、Ａコースに八重樫幸夫氏、神部尊徳氏、岩崎 
   かおる氏、高橋しのぶ氏、Ｂコースには、志村好枝氏、有賀美由紀氏、藤田滋氏、 
   串田直樹氏に加わっていただきました。 
   宿等の手配が終わり、現在、ツア ー・プログラムの詰めに入っています。 
 ２．７月９日(土)ニビアレストラン・カサドール大船店で｢早く滑りに行きたいぞパー 
   ティ'94 夏｣を開催し、25 名の方に参加していただきました。なお、ネパールからの 
   流学生であるレカさんが飛入りで参加してくださいました。 
 ３．９月 15 日(祝)に｢まあだだよ、早く滑りに行きたいね・バーベキュー｣と銘打って鎌 
   倉ハイキング＆バーベキューを計画しました。しかし、前日から雨が降りハイキン 
   グは中止、バーベキューのみとなりましたが、33 名の方に参加していただきました。 
   蛇足ですが、これまでにハイキングを企画して天気に恵まれたことがありません。 
 
【アンケートへのご協力ありがとうございました】 
 ８月から９月にかけて実施しました｢10 週年記念事業に関するアンケート｣にご協力いた 
だきありがとうございました。会員 142 名全員に調査表をお送りしましたところ、９月末 
までに 79 名(回収率 55.6％)の方にご回答いただきました(アンケートを出し忘れている方 
は今すぐなら間に合います)。今後、この結果を参考にしながら 10 周年記念事業を検討し 
て行きたいと考えています。 
  アンケート結果の報告が今回のニュースに間に合いませんでした。概要がまとまり次第 
ニュースでご報告いたします。 
 なお、このアンケートをデータベース等を使ってクロス集計したいと考えています。 



 この作業の得意な方がいらっしゃいましたら、事務局の岡崎までご連絡くだされば幸い

です。 
 
【お知らせとお願い】 
 １．神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団・ブラインドスキー実行委員会主催のブライン 
   ド・スキーツアーが次の通り実施されます。現在晴眼の参加者を募集しています。 
    期 間  1994 年 1 月 7 日(土)～ 1 月 9 日(月) 
      場 所  群馬県嬬恋高原スキー場 
     参加費  ３万円 
      問合先  同奉仕団事務局(神奈川県ライトセンター内) 
               電話 045(364)0023 
 ２．1994 年 10 月 1 日現在の会員名簿を作成しましたので、お送りします。内容の誤り、 
   住所・電話番号の変更等がありましたら、事務局(岡崎)までご連絡ください。 
     なお、点字使用者の方には点字の名簿のほかに墨字のものも同封してあります。 
   現在、会員数は 139 名、内、視覚障害者 25 名、晴眼者 114 名です。 
 ３．会費は協会ニュースの発行等の会運営に使われています。会員の方でまだ 94 年度の 
   会費を納められていない方は、お早めにお振込みください。 
    年会費 ２千円 
 ４．｢ニュース｣に掲載する記事を常時募集しています。スキーに関わるものであれば何 
   でも結構です。会長の藤田 功三までお寄せください。 



平成６年(1995 年 2 月)  
 
発行：藤田功三 
 
【エコーバレースキーツアー・テレビ放映のお知らせ】 
 第 10回スキーツアーＡコース(エコーバレーコース)は１月 27日(金)から 29日(日)に実施 
され、視覚障害者 11 名、晴眼者 28 名、ＮＨＫ取材スタッフ５名の参加をいただきました。 
 天気と雪に恵まれ、また大きな事故もなく、無事終了することができました。 
今年は、初めての試みとしてツアーの最終日にこれまでのようにグループ単位で行動する 
のではなく、各視覚障害者に２名の晴眼者が付く方法で自由に滑っていただきました。 
これまでになく多く滑ることができ、参加された皆さんには十分お楽しみいただけたこと 
と思います。 
 さて、昨年度の丸沼高原スキーツアーはＮＨＫ第２放送の｢視覚障害者の皆さんへ｣で 
その模様が放送されましたが、今回のエコーバレーツアーの様子はＮＨＫ教育テレビの 
｢週刊ボランティア｣で放映されることになりました。参加された方は勿論、参加されな 
かった方も是非ご覧ください。 
 ○放送日時  2 月 10 日(金) 22 時 10 分～22 時 40 分 
              2 月 11 日(土)  7 時 30 分～ 8 時 00 分(再放送) 
 
【第 10 回スキーツアー参加者交流会のご案内】 
 今年度も、２回のツアーを企画しましたが、次の日程で両ツアー合同の参加者交流会を 
予定しております。ツアーで撮影したビデオや写真を見ながら、スキーやツアーについて 
語り合いたいと考えておりますので、是非ご出席ください。 
 また、交流会終了後、打上げ(会費 5,500 円程度)も予定しておりますので、合わせてご 
出席ください。 
 なお、ツアーに参加されなかった方のご参加も歓迎しています。 
  日 時  1995 年 3 月 12 日(日) 15 時 00 分～17 時 00 分 
  会 場  神奈川県ライトセンター 
             所在地  横浜市旭区二俣川 1 ｰ 80 ｰ 2(運転免許試験場前) 
             電 話  045(364)0023㈹ 
        ※ 誘導ご希望の方は 14時 40分までに相鉄線二俣川駅改札口へおいでください。 
  内 容  (１)ビデオ上映 
        (２)ツアー決算報告 
             (３)意見交換 
             (４)その他 
  申 込   3 月 3 日(金)までに会長の藤田 功三方までご連絡ください。 
       なお、その際に打上げへの出欠席についても合わせてご連絡ください。



【協会の動き】 
 １．Ａコースの実行委員会は、ツアーが終り、一段落したところです。後は、３月の交 
   流会に向け、決算報告の作成やツアーで撮影した写真の整理等、残務処理に入って 
   います。 
   Ｂコースの実行委員会は２月 19 日からのスキーツアーに向けて、細かな日程の詰め 
   や宿との連絡・調整、保険の手配等最後の準備に追われているところです。 
   ところで、実行委員にとって最も怖いのが参加者のどたんばのキャンセルです。 
   今年は強力なインフルエンザが流行しています。参加者の皆さん健康管理に心掛け 
   必ず参加しましょう。なお、キャンセルが出た場合、参加しても良いと言う方は、 
   会長の藤田まで是非ご一報ください。 
 ２．12 月 4 日、｢スキー技術研修会＆早く滑りに行きたいぞパーティ'94 冬｣を開催しま 
   した。研修会には、33(内視覚障害者 9)名の方が、パーティには 35(内視覚障害者 7) 
   名の方にご参加いただきました。 
 
【事務局からのお知らせとお願い】 
 １．｢協会ニュース｣に掲載する記事を随時募集しています。スキーに関すること、会員 
   への呼び掛け等、何でも結構です。事務局の岡崎までお寄せください。なお、次号 
   の発行は、1995 年 3 月下旬の予定です。 
 ２．会費は｢協会ニュース｣の発行等、会運営に使われています。会員の方で 1994 年度会 
   費(2,000 円)をまだ納められていない方は、お早目に郵便振り替えでお振込みくだ 
   さい。 
 ３．引っ越し等で住所、電話番号が変更になった方は会長までご連絡ください。 
 
【ＢＳＫ早春特別企画｢タッチ・ザ・飛行機｣のご案内】 
 本物の飛行機にゆっくり触れてみたことがありますか。コックピットの中がどんな風に 
なっているか知りたくありませんか。 
 今回、日本航空に勤務する会員の神部 尊徳さんのお骨折りにより、なんと模型ではな 
い本物の飛行機がじっくり見学できることになりました。視覚障害者には勿論、晴眼者に 
も又とない機会です。興味のある方は、是非ご参加ください。ご家族、お友達をお誘いい 
ただいても結構です。 
なお、整備工場での見学となりますので、動き易い服装でおいでください。 
  日 時  1995 年 3 月 5 日(日) 13 時 00 分～15 時 00 分(予定) 
              ※日程は２月９日頃確定する予定ですので、申込みの際ご確認ください。 
  会 場  日本航空羽田整備工場 
    集 合  時間 12 時 00 分(厳守) 
              場所  ＪＲ浜松町駅改札口 



  申込み  2 月 10 日(金)までに、会長の藤田 功三までご連絡ください。 
 
【帰って来た'CATS'を見に行きませんか】 
 今年、劇団四季のキャッツが品川駅前に特設されたキャッツシアターで再演されます。 
 この公演をクラブの仲間と一緒に良い席で見ませんか。こんな提案が近畿日本ツーリス 
トに勤務する会員の五所さんから寄せられました。観劇日は 10 月以降の土曜または日曜、 
料金はＳ席 11,000 円です。日程等の詳細は次号の｢ニュース｣でお知らせします。 



平成６年(1995 年 5 月)  
 
発行：藤田功三 
 
【1995 年度総会のお知らせ】 
 既に会員の皆さんにはお知らせしておりますが、1995 年度の総会を次のとおり開催いた 
します。本会は、この８月で発足満 10 年という記念すべき年を迎えます。そこで今年の総 
会では、記年事業について話し合うとともに、今後の活動の方向についても意見を交換し 
たいと考えております。また、今年は２年に１度の役員交代の年にも当たっており役員の 
選出を行います。皆さん、是非ご出席ください。 
 また、総会終了後、近くの居酒屋で懇親会を持ちたいと考えておりますので、併せてご 
参加ください。 
なお、会員でまだ出欠席の回答を出していない方は、お早目にご投函ください。 
 
  日 時  1995 年 6 月 4 日(日) 14 時 00 分～16 時 30 分 
  会 場  神奈川県ライトセンター２回第１講習室 
              所在地 横浜市旭区二俣川 1 ｰ 80 ｰ 2(運転免許試験場前) 
              電 話 045(364)0023 
              ※ 当日誘導をご希望の方は、13 時 30 分までに相鉄線二俣川駅改札口にお 
         いでください。 
  議 題  ① 1994 年度事業報告及び同決算報告案について 
              ② 役員改選について 
              ③ 1995 年度事業計画及び同予算案について 
              ④ そ の 他 
 
※ 会場のライトセンターには温水プールやトレーニングジム等のスポーツ施設が整って 
  います。本会の会員は誰でも利用することができます。少し早めに来て一汗を流して 
  みてはいかがですか。 
  なお、12 時から 13 時は、昼休みのため利用できませんのでご注意ください。 
 
【丸沼高原ツアー終わる】 
 第 10 回スキーツアーＢコース(丸沼高原ツアー)は、２月 19 日(日)～21 日(火)の日程で実 
施され、36(内視覚障害者 10)名が参加しました。昨年度とは打って変わって、今年は、雪 
と天候に恵まれ、事故もなく、３日間目一杯楽しむことができました。このツアーには、 
20 代前半の若い方の参加が多く、今後が楽しみです。 
 今年も、Ａ・Ｂ２つのツアーを実施しましたが、参加された方々にその感想をお寄せい 
ただきました。お寄せくださった皆さん、ありがとうございました。



【10 周年記念事業に関するアンケート調査結果について】 
 昨年８月に実施した 10 周年記念事業についてのアンケート調査は、全会員 142(内視覚障 
害者 35、以下括弧内は視覚障害者)人にアンケート用紙を郵送する方法で実施しました。 
79(16)人から回答があり、回答率 55.6(45.7)％と言う状況でした。 
 10 周年記念事業に対する考え方については、盛大な記念事業を行った方が良いという人 
が 14(5)人、17.7(31.3)％、何か記念事業を行った方が良いという人が 58(10)人、73.4 
(62.5)％、記念事業は特に何も行う必要はないという人が 6(1)人、7.6(6.3)％、無回答 1 
(0)人、1.3(0)％となっています。この結果を踏まえ、総会の場等で皆さんのご意見を伺 
いながら事業を実施して行く予定です。 
 なお、事業の内容についてのアンケート結果は最終ページに掲載しています。 
 
【協会の動き】 
１．見られた方も多いと思いますが、第 10 回スキーツアーＡコース(エコーバレースキー 
  ツアー)の模様が２月 10 日(金)のＮＨＫ教育テレビ「週間ボランティア」で放映され 
  ました。ツアーの様子が生き生きととらえられているだけでなく、ブラインドスキー 
  の滑り方がわかり易く説明されています。 
  ご覧になりたい方は、会長までご連絡ください。 
２．日本航空羽田整備工場に勤務する会員の神戸さんのお骨折りにより、3 月 5 日(日)に 
  「BSAK 早春特別企画ータッチ・ザ・飛行機」を実施しました。 
  当日は、23(内視覚 障害者８)名の参加がありました。整備工場の方に説明していた 
  だきながら、ボーイング７６７の機体やエンジンに触れてその大きさを実感した後、 
  機内を見学しました。最後はコックピットで操縦桿を握り機長になった気分を味わい 
  ました。 
３．３月 12 日(日)、神奈川県ライトセンターでＡ・Ｂ両コース合同のスキーツアー参加者 
  交流会を開催しました。39(内視覚障害者９)名に出席していただき、ツアーで撮影し 
  たビデオを見た後、ツアーの決算報告、意見交換等を行いました。交流会終了後、打 
  ち上げを行い、31(内視覚障害者８)名の参加をいただきました。 
 
【事務局からのお知らせとお願い】 
１．年度が代わり、転勤や引っ越しが多い時期です。住所等の変更がありましたら、会長 
  までご連絡ください。 
２．1995 年度の会費(２千円)は、総会に出席される方については当日直接、欠席される方 
  については、後日協会ニュースに同封する振り替え用紙でお納めください。 



       ○ ○ ○ 10 周年記念アンケート結果 ○ ○ ○ 
 
① 10 周年記念事業としてどのような事業を行ったら良いと思いますか。 
                            (複数回答) 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・ 内         容 ・回答者数(人)・ 構成比(％) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・記念スキーツアーを行う    ・   51(12)   ・ 64.6(75.0) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・その他の記念イベントを行う・   32 (4)   ・ 40.5(25.0) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・10 周年記念誌を発行する    ・   24 (5)   ・ 30.4(31.3) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・その他の事業を行う        ・    5 (2)   ・  6.3(12.5) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・合        計   ・   79(16)   ・100.0(100.0)・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
  ※ ( )内は障害者 その他の内容は海外の視覚障害者との交流や記念グッズの作成 
    ・販売等です。 
 
② どのような記念ツアーを実施したら良いと思いますか。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・   内          容   ・回答者数(人)・ 構成比(％) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・行く機会の少ない海外ツアー          ・    9 (5)   ・ 17.6(41.7) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・多くの人が参加できる北海道     ・            ・            ・ 
・蔵王等国内ツアー          ・   37 (5)   ・ 72.6(41.7) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・そ    の    他              ・    5 (2)   ・  9.8(16.6) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・合         計              ・   51(12)   ・100.0(100.0)・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



③ スキーツアー以外のどのような記念イベントを行ったら良いと思いますか。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・   内          容   ・回答者数(人)・ 構成比(％) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・視覚障害者スキーについてのＰＲ行事  ・   17 (0)   ・ 60.7 (0.0) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・会員対象の 10 周年記念パーティー    ・   13 (2)   ・ 40.6(50.0) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・他の視覚障害者スキー団体との    ・            ・            ・ 
・合同スキーツアー          ・   12 (0)   ・ 37.5 (0.0) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・オフシーズンに他の視覚障害者    ・            ・            ・ 
・スキー団体と交流          ・   10 (1)   ・ 31.3(25.0) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・オフシーズンに会員対象の      ・            ・            ・ 
・10 周年記念親睦旅行         ・    9 (3)   ・ 28.1(75.0) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・そ    の    他              ・    1 (0)   ・  3.1 (0.0) ・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・合         計              ・   32 (4)   ・100.0(100.0)・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
            第 10 回スキー・ツアーＡコース・エコーバレーに参加して 
                                                    川崎市多摩区 矢部健三 
 
 ツアー最終日の朝、スキーの準備をして宿の玄関をでると、「今日は１０本は滑りまし 
ょうね！」と、パートナーの福田さんが声をかけてくれました。 
 今回のツアーでは、これまでと違った新しい試みとして、パートナー二人と視覚障害者 
一人がペアになってのフリースキーの時間が、最終日に設けられました。グループ単位で 
行動する時と違い、集合や移動、滑走順などの待ち時間がなく、限られた時間を自分のペ 
ースで有効に使えたのは、とてもよい経験でした。福田さんの言った最初の目標、１０本 
もあっという間に達成し、滑りを思う存分満喫できました。このフリースキーの企画を実 
施するには、ゲレンデの込み具合や、スタッフ、パートナーの人数など多くの問題がある 
と思いますが、できれば今後のツアーでも継続的に実施してほしいです。 
 ただ、小人数で滑っていると、他の人がどんな様子なのかがわからず、少し寂しかった 
気がします。１本滑った後でする皆さんとのたわいない会話も楽しいものですから、全部 



フリー・スキーというのではなく、今回のツアーのように、グループ単位でスキーを楽し 
む時間と、フリー・スキーの時間とをうまく組み合わせれば、すばらしいツアーになると 
思います。 
 最後に欲ばりな要望を書かせてください。来年以降のツアーで、実現してほしいことが 
一つあるんです。それは、技術指導の時間を一コマ設けてほしいのです。視覚障害者だと、 
うまい人の滑りを見てその見よう見まねをするわけにもいかず、本やビデオを見て勉強す 
るわけにもいかないので、どんな滑りをしたらいいのかうまくイメージできないんです 
（そんなのは僕だけなのかな？）。ですから、２時間か３時間でもみっちり技術的な指導 
を受けてみたいと思っています。協会のメンバーが講師になるというのは大変だと思いま 
すので、例えば、エコーバレーのスキー学校に入校するとか、指導を受けたい視覚障害者 
を何人か募って、スキー学校のプライベート・レッスンを申し込むといった方法をとるの 
も手だと思います。 
 一つのツアーの中で、自分のペースで滑れるフリー・スキーの時間や、協会の仲間と一 
緒にグループで滑る時間、技術指導をみっちり受けられる時間などいろいろな企画を用意 
すると、ツアー参加者の多様なニーズに応えられる、より一層楽しいツアーになるのでは 
ないでしょうか？これからもどんどん新しい企画を取り入れていってほしいと思います。 
 欲ばりな要望を永々と書いてしまいました。どうもすみません。 
 最後に、今回のすばらしいツアーを企画・運営してくださったスタッフの皆さん、そし 
てパートナーの皆さんに心からお礼申し上げ、私の感想を終わりたいと思います。 
 本当に皆さんありがとうございました。   
 
                     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（取り敢 
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。 
 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。 
 
                           ブラインドスキー初参加 
                                                                   山崎雅保 
 正味二日間の間に、あれほどたくさんの人の名前と顔を覚えたのは、間違いなく初めて 
のことだった。加えてずいぶんと多量のアルコールも摂取した。肝心のスキーも存分に楽 
しんだ。だから、帰宅して妻と息子と義姉と姪二人を相手にひとしきりしゃべりまくった 
あげく興奮が冷めると、体というよりも神経の芯が疲れ切っているのに気づいた。いやあ、 
本当に疲れた、けど、まことにもって衝撃的で楽しいツアーだった。 
 エコーバレーは両日とも大晴天。ゲレンデのコンディションもまずまず。透きとおった 
風の冷たさは一級。リフトに乗れば、眼前に広がるのはくっきり稜線を描く山の真っ白と 
空を塗る特上の藍との鮮烈なコントラスト。生涯忘れるはずのない美しさ。耳は痛いほど 
冷たかったけど、まことにもって心ゆったり幸せだった。 
 同室だったのは、山田さんと松尾さん。私を含めて三人ともが肺を汚すことにずいぶん 
熱心な“タバコじじい三人組”。しかしあれだけ美しい光景と大気を満喫すれば、喫煙の 
害などきれいさっぱり拭い去られてしまう（はずだ)。まことにもって健康的なゲレンデ 
だった。 
 二日間の大半を一緒に滑ったのは岡崎君と川口さん。安定感でいえば文句なしの岡崎君 
は、コブ斜面にまで果敢に飛び込む滑りたがり。コブ斜面では転んだり女の子に“衝突抱 
っこ”しそこなったりしたけど、ンなんでメゲるわけがない。その岡崎君を、川口さんは 
とても細やかにサポートする。対して自制心に欠けて大ざっぱな私は、パートナー初心者 
でありながら「エイヤー！いけいけ！」の滑りとサポート。私は、年齢でいえば三人の中 
でいちばん上なのに、まことにもって当てにならない男だと痛感、反省した。 
 けれど岡崎君には文句がある。リフト乗り場の行列の中、パートナーの私の腕をつかん 
でいながら、私よりも先へ先へと板を進めるのだけはよしてほしい。そりゃ一刻も早くリ 
フトに乗りたいのは分かるよ。でもさ、せめて同じペースで板を進めてくれなくちゃ、パ 
ートナーとして格好つかないじゃない。後になって“まことにもってせっかちな岡崎君” 
との評判を聞き、納得はしたけどさ。 
 それにしてもありがとう。岡崎君、川口さん、山田さん、松尾さん、それから顔と名前 
を思い出しながら書いたらとても長くなってしまうみんな、おかげで本当に素晴らしい経 
験ができました。感謝します。 
幹事役のみなさん、お疲れさまでした。 



                              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。 
 
                          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 
人の会わせて 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班に別れ、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マダ 
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、びんごげーむ、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。スピードが以外 
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際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。 
 
                             丸沼コースに初参加 
                                                                 寺沢昌子 
 はじめまして。この会に入れていただき本当によかったとスキーから帰りまして思いま 
した。３日間があっという間に終わってしまいしばらくぶりで楽しい日々を過ごしました。 
これも皆、会長様はじめ晴眼者、障害を持っていましても、それを感じさせない暖かさが 
ありますのを感じました。本当にすばらしい会に入れていただきありがとうございます。 
 丸沼コースではリーダーの若松さんの細かく丁寧なご指導のおかげで目標以上の仕上げ 
をしていただき、自分でもびっくりし、またうれしくて来年は是非２コースに参加したい 
と思っております。私は、他にもスポーツをしておりますが、若松さんのようにまず基礎 
をしっかり、丁寧に教えてくださいますコーチには私は初めてお目にかからせていただき 
ました。教えることは、健常者なら目で確認させ少しの言葉で補えば相手はそれを受け留 
められますが、視力の場合は、一つ一つの動作をわからせるのは難しいことですのに、い 
らいらもせず、いくつもの言葉を捜し手を取り足を取りご自分の体を触らせてくださり、 
私が納得するまで根気よく教えてくださいました。 
 このスキークラブに、若松さんのようなすばらしい方がいらっしゃいますので、他の方 
々がすばらしい人々でまとまっていらっしゃいますと思います。そして、藤田会長の細か 
く気を配られ、初めて参加します私をクラブに溶け込ませるお心使いは、とてもうれしか 
ったです。クラブの集合の仕方の中でバスの中での席順が決まっておりましたのは、とて 
も良いやり方ではないかと思いました。 
 健常者と障害者を組んでいただきますと、トイレやその他の用がありますときは、気遅 
れしませんでお願いができますことです。こんなことまで、かってなことばかり言わせて 
いただき申し訳ありません。 
 これからも、よろしくお願いいたします。この場をお借りしまして、藤田会長、若松さ 
ん、クラブの皆様、楽しい３日間ありがとうございました。 
 
                            ＢＳＡＫに初参加して 
                                                                        中山貴樹 
 何故スキーに魅かれるのであろうか。普段味わうことのできない世界、刻々と変化する 
斜度、雪質、天候、滑り‥‥、自分の内に外に新しい世界を発見するところにスキーの醍 
醐味があるのだろう。 
 今シーズンの私にとって、また新しい世界が広がった。それはＢＳＡＫのスキーツアー 



に参加する機会を得たことである。私は丸沼高原スキーの方に参加したのであるが、最初 
はやはり緊張した。スキーに対してである。 
 しかしスキー場に着くやいなや、その緊張は無用であるということがわかった。通常の 
スキーヤーと変わらない。ただ目からの情報がないということであり、そこを晴眼者が補 
う。（実は、そこが私にとって新たな緊張となった。）Ｂ班に入り、有賀さん、一夫君の 
サポートのもとに、鹿島さん、殿下こと岡崎さんのパートナーをさせていただいた。「右 
‥、左‥、左、違った！右‥‥」慣れない私のかけ声にスキーを託さなければならないお 
二人が、気の毒に感じた時もある。しかしその辛抱に助けられ、最終日には私自身だいぶ 
慣れてきた。その間、一夫君と無線でのブラインド・スキーを体験してみた。目隠しをし 
て滑るのであるが、いかに目だけの情報に頼りきりで私が滑ってきたのかよくわかった。 
まず、上下前後の方向感覚が無くなり、「右！」と言われてもわからない。いざターンし 
はじめても体の向き、足の状態がわからず転ぶしかない。足の裏、心で滑るというのか、 
ブラインドの方々の滑りを通して、あらためて人間に備わった無限の能力に感心した。 
 晴眼者も視覚障害者もなく、一緒にスキーを心から楽しんでいるＢＳＡＫスキーツアー 
の在り方から「新しいスキー」という印象をうける。日本という空間的、時間的、精神的 
に貧しかった国で、十年間続いているのは、会員の皆様の「一緒にスキーを楽しむんだ」 
という熱意がいかに強かったのかが伺える。 
二十一世紀を前に世の中が変わりつつあ時期、ＢＳＡＫスキーは「一緒に楽しむ」これか 
らのボランティア像をも反映しているようにさえ思えた。これを機会に、私もスキーの熱 
意をこの会にも注いでみたいと感じた。 
 最後になってしまったが、今回このきっかけをくださった若松父子、初参加の私を快く 
迎えてくださった会員の皆様に感謝を申し上げたい。 
 
                           「たのしかったーい!!」 
                                                                    真弓敦 
 Ａ，Ｂ両コースに参加させて頂きました。僕は昨年までは、初参加でいきなりパートナ 
ーになるなんて思ってもみなかったし、ただ、何でもいいから少しでもお役に立てればい 
いな、などと思っていました。ところがこのクラブのブラインドの方は、何でも御自分で 
なさるので、自分の考えのおこがましさを知らされました。今はもう、ボランティアとい 
うより、一緒にスキーを滑りに行く仲間という感覚です。 
 Ａコースでパートナーをさせて頂いたのが乗松さん、鹿島さんという、お二人とも弱視 
の方で、少し見えるため、慣れない僕の滅茶苦茶な指示をフォローして下さいました。 
 Ｂコースでは、主に山岸さんと、金沢さんと一緒に滑りました。山岸さんには、崖から 
落としてしまったり（ああ最悪！)、ぶつかったり、方向指示を間違ったり、散々な目に 
あわせてしまいました（本当にごめんなさい)。まずは指示を早く、広い視野で見るよう 
にしないといけないと思いました。 



 何よりも感動したのは、今までの人生でおそらく一番皆さんがすばらしい人達だったと 
いう事です。全日程を通じ、ちょっとイヤだなという気すら、一回も起きませんでした。 
赤ん坊の頃ならともかく、人に嫌な気を少しも起こさせない人（しかも団体で）というの 
は、これは本当にすごいことです。幸せなんて言葉をなかなか使う機会はないでしょうが、 
まさにこのツアーに参加している間中、幸せだったなあと思います。 
 今、両ツアーの参加者名簿を見て、楽しい会話があらためて次々と頭の中によみがえっ 
てきます。実は、岡崎さんに、感謝の言葉だけで終わってしまうような感想は書くなとい 
われていますが、すいません 今の僕にはそれしかないんです。ずっと、ずっと皆さんお 
変わりなく、このクラブが今のまま続くといいですね。今はただ、今度の交流会でまたお 
会いできることを心待ちにしています。 
(皆さん、あるお菓子の事件だけは蒸し返すのはやめにしましょう。ホントに) 



 

スキークラブニュース 

            2000年９月号 

  神奈川県視覚障害者スキー協会 

   

 

 

 

丹沢ハイキングのお誘いのお知らせ！ 

 

さて、残暑の厳しい暑い日が続きますがいかがお過

ごしでしょうか？ 

ちょっと“気”が早いけれども、「山の紅葉をたっぷり味わいに行きましょうツ

アー」のお知らせです。今回は、丹沢の秋の日差しをたっぷり浴びて十分味わった

あとには温泉につかりながら「ふ～」と溜息でもつきに行きましょう。もちろん！

歩くことはよいことだと言うことでスキーのためのトレーニングも兼ねていま

す！？ 

みなさんの参加をお待ちしています。 

記 

◆日  程：２０００年１０月１５日（土） 

 

◆集合時間：午前８時、小田急線本厚木駅改札口前 

 

◆解散時間：午後５時半、小田急線本厚木駅（予定） 

 



◆交通方法：本厚木駅からこうたく寺行きのバスで約４０分移動します。登山

口から昼食時間を入れて、４時間位（約１０ｋｍ）の行程です。

帰りはもちろん温泉で汗を流しましょう。（交通費、往復１００

０円位、入湯料金６００円位） 

 

◆持 ち 物：昼食、雨具(山の天気は変わりやすいので)、温泉の用意、水筒など 

◆そ の 他：今回の丹沢のハイキングコースは、初瀬川会長が何回も行かれて

いるそうです。（庭のようなものだとのこと？）アップダウンがそ

れほどなく、きついコースでないので、靴はスポーツシューズで十

分に歩けるコースです。服装は動きやすいものでお願いします。 

 

◆返信用の葉書に出欠を記入して１０月５日（木）までに返送をお願いします。 

  (点字使用の方はハガキの右上の角を落としてありますので参加の方は左

下の角を１㎝程度切り落としてください。不参加の方はそのままでご返送

下さい。) 

 

◆連 絡 先：不明な点等がありましたら 

有賀 

志村 

にお願いします。 

 



 

    

 

 

 こんなに熱い日々が続くと、あのゲレンデノ

白い雪が恋しくなっているのではありません

か? 

 そんな気持ちに十分ご満足いただけるお知らせです。 

 さあ！皆さん、どうぞ手帳を開き、以下の事項をご記入下さいますようよろしく

お願いいたします. 

 

 第16回丸沼高原スキーツアーの日程は、 

 ２００１年２月１７日（土）～２月１９日（月）の２泊３日 

 

 参加費は、35,000円程度を予定 

 ただし、この金額は、福祉バスが往復利用できれば安くなり、 

 往復とも利用できない場合は値上げされますことをご了承くだ 

 さい。 

 

 募集人数は40名です。 

 

 詳しい内容および参加者募集につきましては、次回のｸﾗﾌﾞﾆｭｰｽでお知らせいたし

 ２００１年丸沼高原スキーﾂｱｰのお知らせ！ 



ます。楽しみに待っててください.それと、そろそろ皆さん、体力作りも始めておい

てくださいね！ 

 

 現在、実行委員９名みんなで力を合わせ、愉しいスキーツアーにしたいと頑張っ

ています。たくさんの方々のご参加を心よりお待ちしています。 

 

            

  

 事務局から  

 

 現在名簿の訂正版を作成中です。 

  もう一度手元の名簿を確認してください。 

 住所やお名前の変わられた方は、早めにご連絡下さい。 

 

事務局  白崎 正彦 

 

 



 

 

  第第１１６６回回丸丸沼沼高高原原ススキキーーツツアアーーへへののおお誘誘いい   

 

２１世紀初の協会主催スキーツアーは２月中旬に丸沼高原スキー場で実施しま

す。 

本年と同様に福祉バス等を利用し参加費は出来るだけ廉価にいたします。 

今年に引続き、３人一組１チーム（ブラインド １名 晴眼者 ２名）での自由

なスキーを充分にご堪能下さい。 

参加申し込みは同封の「葉書」にてお申し込み下さい。ツアー参加希望者には１

１月末頃に日程表と郵便振替用紙をお送りいたしますので、１

２月１０日頃迄に参加費をお振込み下さい。 

尚、参加費用は福祉バスの抽選結果により変更になることがありますのでご了承

下さい。 

 

◎実施日程    ２００１年２月１７日（土曜）朝出発～ 

     （２泊３日）       ２月１９日（月曜）夜解散 

◎場所      丸沼高原スキー場 シャレー丸沼 宿泊 

◎利用交通機関  横浜市福祉バス 又は一般貸切バス 

◎募集定員    視覚障害者１３名 晴眼者２７名  計４０名 

ススキキーーククララブブニニュューースス 

                     2000 年１１月号 

 神奈川県視覚障害者スキー協会 



◎参加費用    ３３，０００円（交通費、宿泊費、リフト券３日分､ 

朝･昼･夕食各２回、、保険料等込み） 

 

お問合せは実行委員までお願いします。 

実行委員長  金子孝吉 

実行委員   岡由美、衣笠健一、塩沢薫、中村民夫、中山初子、福島安雄  

          山崎智恵子 

 

   

 

シシシーーーズズズンンンイイインンンををを控控控えええててて救救救急急急法法法 

 

日 時 平成１２年１２月３日(日) 午後２時から４時３０分 

会 場 神奈川県ライトセンター 

持ち物  洗濯済みのパンティーストッキング、 

    ハンカチ、ハサミ 

     

※ストッキングとハサミは事務局に多少なら 

 用意があります。 

 今回は救急法の原点といえる、心肺蘇生法と 

パンティーストッキングを使った包帯法です。等身大の蘇生法訓練用人形を使

って練習します。 



早く滑りたいぞスキ－ツアー＆忘年会のお知らせ 

 

 真夏のあの暑い日が嘘のような今日この頃。「ビールがおいし

い！」と唸っていたころが懐かしいと思っている方も多いのでは？ 

 さて、来るべきスキーシーズンのためにそろそろ皆さんで集い、ステキなシーズ

ンインを迎えたいと考えた飲み会のお知らせです。もちろんみなさんと顔を合わせ

られる機会ですので、どしどし参加をお待ちしています。 

 

◆日  時  ２０００年１２月３日（日）  １８時～スタート 

◆場  所  旨い酒と創作料理“あんだんて”※昨年と同じ場所です 

（横浜西口１分、白十字ビル４階）。 

TEL045-311-0386 

※横浜駅下車、西口の岡田屋モアーズと東急ホテルの間の道を高速道路の方面へ

歩きます。橋がありますので渡ったらすぐ右手のビル４階白十字の４階です。 

 

◆会 費  ５０００円 

◆申込方法  １１月２７日（月）までに同封の葉書で返信をお願いします。 

◆そ の 他  不明な点は、下記に連絡をお願いします。 

志村 

有賀 



返信用ハガキの書き方 

 

 「ハガキ」にはスキーツアーと救急法研修会そして忘年会の３行事の出欠が回答

出来ます。 

 ハガキの角の切れ目を左上にして上から順に①第１６回スキーツアー、②救

急法講習会、③忘年会、それぞれの回答を

記入する四角い点字枠がありますので、参

加の方は○を墨字で書き込みます。不参加

の場合は何も記入しないか、×を書いてく

ださい。 

 ブラインドの方の「ハガキ」には住所、氏

名は記入済みとなっております。 

 

 

 

 

 事務局  白崎 正彦 

  



２２００００１１年年度度総総会会報報告告  

日  時；２００１年６月３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 

主な内容 

１ 開会、会長あいさつ 

２ 議長および書記の選出 議長：衣笠健一 書記：岩崎かおる 

３ 議事 

①２０００年度事業報告並びに決算報告（承認）

②役員改選について

会長 初瀬川  事務局 白崎正彦 

役員 高梨真一郎、高梨留美子、中村、岡由美、志村好枝、有賀美由紀 

岩崎宗治 (新 )、川添由紀 (新 )

③２００１年度事業計画案並びに予算案（承認）

スススキキキーーークククラララブブブニニニュュューーーススス
2001 年７月号

かながわブラインドスキークラブ 

発行責任者 初瀬川 正哲 



④名称変更について 

検討の結果「かながわブラインドスキークラブ」となりました。 

⑤その他 

2002 丸沼スキーは２月２日（土）から４日（月）の予定で実施いたします。 

今年度の実行委員は次号でお知らせします。 

４ 議長および書記の解散 

 

５ 意見交換 

 

６ その他 

 

※総会資料は同封しました。 

※意見交換等の内容は現在まとめていますので、次号で紹介します。 

 

 

 

 ２００１丸沼ツアーから  

 

角田  由喜 

 

 スキーツアーに参加し、一番感じたのは、皆さんがとても楽しんでいることでし

た。 私自身、「ゴメンナサイ」という場面も多々ありましたが、とても楽しい３

日間でした。 

 実際ブラインドの方とご一緒して、あれほどのスピードで滑り降りることに、と

ても驚きました。正直、「これでビビっているようでは、パートナーなんて私には



無理じゃないかしら !?」と、早くも自ら脱落しかけてしまいましたが・・・・ 

 スキーをきっかけに皆さんと出会うことができました。でもスキーに限ることな

く、いろいろな活動を通して、喜び、楽しみ etc.を共有できれば、と思っています。

これからも、クラブの活動に参加し、新しい経験ができることが楽しみです。 

  活動を通して、少しずつ学ぶことができれば嬉しく思います。 

以上です。無難な文章にまとめてみました。本当は色々感じたんです。 

 少し前まで、地元の老人ホームでボランティアをしていたのですが、そのことと

比較したりして…。 

 ただ、クラブの活動に参加して、皆さんと時を共にすることで、楽しく、そして

今までとは違う何かを感じることができそうな、そんな気持ちを抱いています。ま

たお花見で、あえることを楽しみにしています。 

 

 

三上  義彰 

 

 神奈川県視覚障害者スキー協会の皆様へ。 

 先だっては大変貴重な体験・経験をありがとうございました。 

 役員はじめすべての皆様お疲れさまでした。この感想文が ,皆様の目 (手 )にふれる

のは桜がもう満開の頃ではないかと思います。(と書き始めは 3 月初旬だったのです

が、提出したのは桜が咲いていました。中村様大変申し訳ありません。決して忘れ

ていたなどということはありません。 ) 

 私が今回のスキーに参加させて頂くきっかけは ,今まで長いことスキーを続けて

きて ,そろそろ人様に何かお返しできる頃かなと (決して神のお告げがあったわけで

はないのですが。 ) 

 思い始めていたときに、ちょうど対馬さんから「楽しいところがあるから」と、



お誘いいただいたのがきっかけです。 

 私は今までに、いろいろな方と一緒に滑ってきたので大概のことでは驚かないつ

もりでしたが、しかし、このクラブの皆様のスキーにかける入れ込みようには、正

直言って面食らいました。 

 初日のバスの中での自己紹介ですでに「なんと元気な人たちなんだろう。とんで

もないところにきてしまった。」 (決して早く帰ろうなどと思ったわけではない。 )

二日目には、疲れを知らない人とはこの人達のことをいうのかと思い、,三日目には、

底知れぬパワーにあきれながらもこのクラプに染められていく自分がありました。 

 私は、障害の有無にかかわらず、やりたいことは挑戦すべきと思います。短い人

生ですから、何事も前向きに生きることは大変すぱらしいことだと思います。あら

ためて今回のスキーをつうじて教えていただいた気がします。また、滑るためのエ

ネルギーももらった気がします。 

 今後の私自身のスキー活動に今回の経験を生かしつつ、次回みなさまにお会いで

きる日を楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 事務局  白崎 正彦 

  

スキークラブ ホームページ制作スタッ

フを募集します。 

ご協力いただける方は７月１５日までに

Ｅメールで事務局までご連絡ください。 



今年の秋のツアーは…ちょっと欲張って 

みかん狩り＆バーベキュー＆温泉！

 猛暑？冷夏？どっちかよくわからなかったけれど夏も終わり、いよいよ食欲の、実りの、文

化の、スポーツの…秋がやってきます。 

 夏の太陽の恵みを受けたみかんをもいで、秋の味覚をお腹につめてゆっくり温泉に浸かって

夏の疲れを癒そうと言う欲張りな企画です。 

 大勢のご参加をお待ちしております。 

日  時  

 １０月２１日 日曜日 午前１０時 

＊雨天の場合は中止になります 

集 合 

 ＪＲ東海道線根府川駅 改札口 

 ＊みかん園までは送迎バスでの移動になります 

費 用   約３０００円  

（入園料・ＢＢＱ費用・入湯料含む ＊みかんのお持ち帰りは ２キロ４００円です） 

持ち物  特にありません 

申し込み 参加者は同封はがきの右上を１㎝程度斜めに切り落として、９月３０日までに返送

ください 

その他不明な点、お問い合わせは企画担当まで 

有賀 

志村 

スススキキキーーークククラララブブブニニニュュューーーススス
2001 年９月号

かながわブラインドスキークラブ 

発行責任者 会長 初瀬川 正哲 

事務局  白崎 正彦 



              

２００１年度総会議事録 

 
日 時：  ２００１年 6 月 3 日（日） 14 時００分～16 時３０分  
会 場：  神奈川県ライトセンター  
出席者：  23 名（委任状８４名）   
１ あいさつ 
  ○初瀬川会長より 

 来年から益々の発展を願うとともに、ブラインドの参加が少ないので、スキー以外で
もブラインドの参加が増えることを願います。 

  
  ○進行にあたり、議長・書記の選出した。 

 議長：衣笠氏 書記：岩崎氏 
 
＜議事報告＞ 
２ 2000 年度神奈川県視覚障害者スキー協会（クラブ）事業報告書（資料参照）  
   資料説明後、承認されました。 
３ 2000 年度神奈川県視覚障害者スキー協会（クラブ）決算報告書（資料参照）  

 補助金がなくなったが、来年度への繰越しが、２３８，３２１円。その他の定期預金
を合わせて８８８，０００円になる。 

資料説明後、決算が承認されました。 
４．2001 年度神奈川県視覚障害者スキー協会（クラブ）予算書（資料参照） 
   資料説明後、承認されました。 
５．2001 年度神奈川県視覚障害者スキー協会（クラブ）事業計画書案（資料参照） 
   資料説明後、承認されました。 
６．役員改選について 

 事務局より、役員が 2 年任期で改選だが、事務引継ぎもあるので全部改選が難しいの
で少しずつ入れ替えていきたい。今期は、役員 8 名留任の方向でさらに増員を考える。 

      ○会長  初瀬川さん    ○副会長 中村さん 
      ○事務局（庶務） 白崎さん  岡さん  川添さん 
      ○会計担当    高梨（夫）さん 
      ○広報      岩崎宗治さん 
      ○企画担当    志村さん  高梨（妻）さん  有賀さん 
７．名称の変更について 

昨年の総会時に議題として上がっていたこともあり、名称変更を考える。 
＜実情＞ 
 ライトセンターを拠点とするクラブのうち、スキー協会のみが「協会」という名称を使って
いて、問い合わせなどに対応しずらい。また、実態に合わない。 
 市の福祉バスを使うにあたり、「神奈川県」という名称では使用できない。  
 そこで・・・ 
   事務局案としては。 
   「かながわブラインドスキークラブ」（神奈川をひらがなにする）を提案する。 
＜名称変更の意見交換＞ 
  Ｑ：「ブラインドスキー」とは海外でも通じるのか？ 
  Ａ：ウィスラーのゼッケンには「ブラインドスキー」と入っていた。 
  Ｑ：全国的にも「かながわ」というより、「横浜」という方が知れているのでは？ 
    よって、［ブラインドスキークラブ横浜］の方がいいのでは？ 
  Ａ：県外の参加者もいるので、横浜以外の人が入りにくい。 
  Ａ：各県にもこういうクラブが、もっと出来て欲しいという考えからも「かながわ」の方

が良いのでは。 
＜結果＞※多数決により「かながわブラインドスキークラブ」に名称を決定！ 



７．質疑応答 
 ※全体を通して出された質問事項をまとめました。（Ｑは質問、Ａは答え） 
Ｑ：補助金が削られた経緯について 
Ａ：昨年までは、ライトセンターの２０数クラブに補助金が出ていたが、県の予算の関係上や

財政状況から、今年から補助金制度が無くなったことによります。 
Ｑ：予算案の詳細について 
Ａ：用具費でトランシーバーが好評なので、６～７台は買い足したい。 
  また、ホームページを作成する案があるので、そのソフトの購入も考えている。 
 
８．連絡事項等 
第１７回かながわスキークラブツアーについて 

実行委員は、以下７名の方が立候補により決定しました。 
中山さん、成田さん、真弓さん、岩崎宗治さん、志村さん、岡さん、衣笠さん 

日 時  ２００２年２月２日～４日 
場 所  丸沼高原スキー場（予定） 

福祉バスについて 
 1 年に 3 日間福祉バスが使用できるので、ツアー以外にも日帰りの企画を 立てて見ては。
利用については３ヶ月前に抽選。 
 
 以上、つらつらと報告しましたが、総会ではこのように活発な意見交換が出来ました。ご協
力ありがとうございました。 

 
                             報告者 有賀美由紀 

 
総会後のフリートーク報告 

 
総会の終了後に各会員がスキー協会に対して考えていることや思っていることを話し合う

というよりは、意見を出し合いました。もちろん今後のことについて、全てが解決した訳では
ありませんが、出席していただいた方には積極的に意見や疑問を言っていただき、お互いに考
えていることをほんの一部ですが、確認し合いました。 
 来年度の活動の一歩になればと思い書面をかりて報告します。表現がもしかしたら変わって
いるかも知れませんが、お許しください。 

報告者；有賀美由紀 
1．会員募集について 
 スキー協会の会員数があまり変わっていない。今後増やすためには･･･。 
（意見） 
 →広報誌、ミニコミ誌、地域誌などに掲載が良いのでは。 
 →会員の友人などの「つて」では掲載が途切れてしまう場合があるので、公共機関にアプロ

ーチをしては。 
 →写真やキャチフレーズを付けみては。 
 →申込み時の連絡先の明確化 
 →川崎市政だよりなどの市民サークル欄などに掲載 
 →ラジオ日本など 
 
２．会員の入会方法について 
  現在のところパートナーは会費の納入によって、ブラインドはスキー技術の点があるので
役員会にかけて決定している。 

 →パートナーも２級程度の技術が必要では。 
 →なるべく多くの人に関わって欲しいので、講習会を充実してはどうか。 
 →ビデオで PR してみては。 
 



３．ホームページについて 
 ホームページによって自分達の活動を知ってもらう手段では、効果が高いので、今後、作
成を考えていきたい。 
→ホームページは３~４人でプロジェクトを立ち上げて、作成した方が良い。

1 岡さん、真弓さんが立候補。興味のある方募集中！

４．スキーツアーの内容・講習会について 
→滑り方や準備体操など前もって教えて欲しい。（総会や飲み会の機会に） 
→準備体操は、音楽をつけても良いのでは。 
→滑走時、トランシーバーの使用方法の講習会が欲しい。 

  （声が小さくなり、またアドバイスの方法など理論立てて教えてほしい） 
→滑走の時や生活場面でのブラインドとパートナーの役割を確認する講習会をバスの中な
どで行って欲しい。 

→スキーツアー前に講習会の設定をして欲しい。内容の繰り返しでも良い。 

５．その他 
（１） 企画係から 

ツアーなどで参加者の体力の衰えがひしひしと感じられる。そこで、希望者でも良いが、
市民マラソンや駅伝やウォーキングなど体力アップの行事に参加してはどうかと考えて
いる。 

（２） 個人のスキーツアーについて 
  個人で行くツアーに参加したいので、是非、教えて欲しい。 
  また、旅行日程などは、各個人なので、協会ニュースを利用してパートナーを含め参加

者を募集してはどうか。 

以上、１時間位のフリートークでした。最終的には結論はありませんが、協会員個々が
「気持ちを入れ替えてガンバロウ！」というキャッチフレーズにたどり着いたことを報
告とします。 

その他連絡事項
○クラブ会則第１０条の「監査」は、引き続き若松民男氏にお願いし、ご本人の承諾を得てお

ります。

事務局  白崎 正彦 

スキークラブ ホームページ制作スタッ

フを募集します。 

ご協力いただける方はＥメールで事務局

までご連絡ください。 



 

 
 
 

２００２年度総会のご案内 

 
日 時：  ２００２年６月２日（日） 14時００分～16時３０分  
会 場：  神奈川県ライトセンター  
内 容  

開会 
  ＜議事＞ 

１．2001年度かながわブラインドスキークラブ 事業報告書 
２．2001年度かながわブラインドスキークラブ 決算報告書 
３．2001年度かながわブラインドスキークラブ 事業計画書案 
４．2001年度かながわブラインドスキークラブ 予算案 
５．その他 

懇談（意見交換） 
 

総会後の懇親会ご案内 

 
 恒例となりました総会後の懇親会。今年は久方ぶりにライトセンターのお膝元、二俣

川銀座の割烹「海登」を会場に盛大に開催いたします。 
 
会 場 海登（℡０４５－３６１－２２６０） 
時 間 １７時３０分から１９時３０分頃 
会 費 ５，０００円 
 
 
 年に一度の大切な総会です。楽しいクラブにするためみんなで話し合いましょう。 
 もちろん総会の後はみなさん大好きな懇親会を予定しています。 
※出欠席の回答は同封のハガキでご回答ください。  
※ブラインドの方は回答ハガキの宛名面左上端がカットされていますので、総会のみ出

席の方は対角線の右下端を１センチ程度斜めに切り取ってください。総会と懇親会参

加の方は、対角線と右上端の２辺を切り取ってください。懇親会のみ参加の方は宛名

面の右端上を切り取ってください。 
※総会に欠席される方は回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長に

対する委任状とさせていただきます。 
 

              

スススキキキーーークククラララブブブニニニュュューーーススス 

                     2002年4月号 

 かながわブラインドスキークラブ 
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２００２年スキーツアー特集  

 

初めての実行委員 

岩崎 宗治 
今回のツアーは宿が「ほしの」に変わったり、葉山の「モンテマーレ」の方達との交流

もあったりして、ひと味違うツアーになったのではないかと思います。私自身もツアー参

加３回目にして初めて実行委員を任され、貴重な経験をさせていただきました。 
実行委員をやるのは初めてで右も左もわからないような状態でしたが、ベテランの方に

サポートしてもらいとても助かりました。また実行委員同士の連携も良く、準備をスムー

ズに進めることが出来ました。準備を始めてから約半年間、いろいろありましたがとても

充実していて楽しかったです。 
ツアー当日を迎えてからは、緊張してスピーチをミスったり、パトロール小屋に挨拶し

に行く時に手土産を宿に忘れてくる等、ドジを多数やらかしてしまいました。しかし、ツ

アー全体としては特に大きな問題もなくほっとしています。あとは事故もなく全員無事に

横浜まで帰って来れれば完璧だったんですが・・・。まあとりあえずツアーが無事に終わ

りよかったです。 
今回準備段階からツアーに関わってきて、とても勉強になりました。またツアーをいつ

もと違った視点で見ることが出来たことも収穫だったと思います。また機会があれば、ぜ

ひもう一度実行委員をやってみたいと思っています。 
 
 

ブラインドスキーツアーに参加して 

渋谷 清二 
天気はいい。雪質もいい。スキーは勿論、アフタースキーも実行委員をはじめ、ボラン

ティアさんや皆さんのお陰で大変楽しい３日間でした。 
視覚障害者のスポーツにも数多くありますが、日本ではまだあまり普及されていないの

が現状です。その中にあって、一般の人と同じゲレンデで、視覚障害のゼッケンをつけて

滑ることは、大きなアピールになると思います。今回も、「視覚障害だってよ」という声

が聞こえたり、「コースを覚えているのですか」と尋ねてきたボーダーもいました。彼ら

の目には特別なこととして映ったと思いますが、特別なことでない時代がいつか来るよう、

もっとアピールしたいと思います。 
 
 

スキーツアーに参加して 

塩澤 真紀 
 当初、叔父の塩澤から話しを聞いた時、正直 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞの方とどの様に接すれば良いか分

からず一人だと言う事も有って、一度はお断わりしました。しかし、出発日の２週間位前

に従姉妹の美雪ちゃんも一緒に行くと言う事で参加する事を決めました。実際、参加をし

てみて思ったのが、想像していたよりﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞの方のスキーが上手くて、性格的にも明る



 

く積極的で、実行委員の方を始め皆さんが初対面の私を温かく迎え入れて下さった事が、

私にとっては、「すごいなぁ～！」と思いました。 
 最近出会った人の中で私も含みますが、初対面の人に対して差別無く、何度も会った事

のあるような接し方をして下さる方は少なかったので、私も皆さんの様に人に対して、や

さしい人になれる様、頑張って行こうと思いました。 
 あと、会員の皆さんの手際の良さには、びっくりしました。私は、どちらかと言うと「の

んびりしていると言うか、ぼ～っとしている」と言った感じなので、皆さんの行動を見て

いて、「見習わないといけないなぁ～」と思いました。 
 最後になりますが、とても良い経験をさせて頂いて、有り難うございました。また、時

間等が合いましたら参加させて頂ければと思っています。それまでには、スキーの腕が上

がっている様に頑張ってみます。本当にありがとうございました。 
 
 

久々のスキーだったので大変でした 

 塩澤 美雪 
 以前から父が参加していて、たまに話を聞いていたのですが、ブラインドの皆さんが本

当に上手で驚きました。私はスキー自体がとてもひさしぶりだったので、初日は特に着い

ていくのに必死でした。もちろん声かけなどできるはずもなく、ひたすら後を追いかけて

いくばかりでした。初日はそんな状態でしたが、最終日にはどうにかついていけるように

なったので、本当に安心しました。もっとうまくなって、ぜひまた参加したいと思ってい

るので、そのときがきましたら、よろしくお願いします。 
 今回いろいろ教えてくださった皆さん、ありがとうございました。 
 

 

来年はリラックスして 

北原 泰男 
 最初に菅井さんから誘っていただいた時は軽い気持ちで「行こう」と決めたのに、当日

が近づくにつれて・・・。２年振りでまともにスキーができるかなとか、わざとらしくな

く「どうぞ」と腕を出せるのかとか、いびきで同室の人に嫌われないかなとか、いろいろ

心配なことが湧き上がってきました。 
 全ては杞憂に終わりました。来年は単にスキーとビールのために参加させてもらいたい

と思っています。ダメですか？ 
 最後に、幹事の方々そして参加された皆さん、素晴らしい機会を本当にありがとうござ

いました。 
 
 

初めて誘導にチャレンジしました！ 

椿 政枝 
初めて参加させていただきありがとうございました。 
スキーの誘導している後ろに付いて見ている時は、はい・右・左と進む方向に声を掛け

てあげれば良いのかと簡単に思っていました。いざ自分が、平坦なところからリフト乗り



 

場まで誘導を任された時、平らで広いから簡単だと思いました。でも実際に誘導をしてみ

ると、声を出して誘導しても聞こえない時があったり、自分が思っている方向には行かな

かったりするので、何度も方向を変えさせてしまい、これでは誘導されている人が不安に

なるのではないかと思いました。またゴンドラでは乗る時にまごついてぶつかってしまい

ここでも迷惑を掛けてしまいました。反省しています。 
人を誘導するということの大変さを、体験が出来ただけでも良かったと思いました。 
実行委員さんの努力でペンションも良く食事も、ゲームも楽しく出来、楽しいスキーに

参加が出来て良かったと思いました。また迷惑を掛けると思いますがチャンスがあったら

参加したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 

              
 

丸沼スキーツアー０３実行委員募集  

 
 毎年たくさんの感動と、出会いと、思い出を作るスキーツアーを貴方の手で作り上げ

ませんか。 
 来年のことで鬼が笑いそうですが、総会後すぐに準備に入ります。 
 実行委員を引き受けてくださる方は総会参加回答ハガキの通信欄にメモを書いてく

ださい。 
 

              
 

事務局から  

 
 今年の総会は役員改選がありませんので意見交換にたっぷりと時間がとれそうです。 
 ２００２年のシーズンも終わろうとしています。今年は何回（何時間）滑れましたか。 
 スキーを楽しむには、それなりの体力が必要と判っていても、思うようなトレーニン

グができないと悩んでいるのは私だけではないと思います。 
高齢社会に入りつつある我がクラブ、体力アップは無理としても、せめて体力維持のノ

ウハウ、情報交換しませんか。 
 
 
 

 

 事務局  白崎 正彦 

  
スキークラブ ホームページ制作ス

タッフを募集します。 

ご協力いただける方はＥメールで事

務局までご連絡ください。 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

２００２年度総会報告 
 

～総会で話し合われた事（報告書）～ 

日  時：2002年6月2日（日） 
     １４時～１６時３０分 
場  所：神奈川県ライトセンター 
出席者数：25名 
委 任 状：32名 
     全会員数：103名 

 
１ 開会、あいさつ  初瀬川会長より 
   今年度もよりよいクラブにしていくために、会員相互の連携を深めましょう。ま

た、クラブ員の積極的な参加をお願いします。 
２ 議長及び書記の選出 
  議長：成田さん 
  書記：岩崎かおるさん（前年度に引き続きお疲れ様です） 
３ 議事 

（１）2001年度事業報告並びに決算報告について 
①事業報告について  別紙資料の参照 
②決算報告について 
別紙資料の参照 
※会計係からの会計の状況報告と提案事項（高梨さんから） 
ア 繰越金について 
 現在のスキークラブの繰越金が年間収入を超過しているため、前年度の繰越

金から内２０万円を２０周年の記念行事の費用として別勘定としてはどうか。 
【質問＆意見】 
 ２０周年記念行事の計画が未定であるのに、現時点で別勘定にするには順序

としておかしいのでは？そもそも繰越金が年間実質支出の倍以上あるのも、ク

ラブ運営としていかがなものか？その分スキーツアーの補助金に回すなどに

してみては。 
【会計係から】 
 今年度は、用具購入を行わなかったために、今回は残ったのであり、購入を

すれば、これほど残らない。 
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【質問＆意見】 
 用具購入を毎年使う必要がないのなら、毎年の予算に組み込むのではなく、

積み立ての方から、用具購入を出したらどうか。 
【会計係から】 
 実質の収入約２０万円、実施の支出約２０万円で、収支は合っている。ここ

で、実際用具購入を行えば、その分は積み立て、あるいは繰越金の方から出る。 
【質問＆意見】 
 積立金が約６０万円、繰越金が約２０万円で合わせると約８０万円。会費収

入の3倍以上あるのはいかがなものか。それを考えるとスキーツアーの補助金

として使うという意見ももっともだと思う。しかし、実際のスキーツアーで個

人の車を使用している。そこで、事故等おきたときに、その金額で済むのかと

いう疑問はある。 
【事務局から】 
 今年度はホームページ作成、立ち上げ等を考えている。さらにスキーツアー

の時に福祉バスが使えない場合もある。今回は、用具を購入しなかったために

問題がおきた経緯がある。この繰越金２０万円は予算化せず、別枠の方に組み

込んで、ある程度自由に使用できるようにしたい。その使い道はクラブニュー

ス等でお知らせする。 
【質問＆意見】 
 一般会計に入れないのはおかしいのでは。 
【質問＆意見】 
 現時点で予算を立てられないのが問題。2年後に２０周年を考えているのな

ら、その費用として、積み立ての方から使うということを事務局の方で明記で

きれば、繰越金２０万円を積み立てに入れてもいいのでは。 
【事務局から】 
 来年度、役員改選があり、実際の２０周年記念行事の計画を行うのも新役員。

よって２０万円は積み立ての方に組み入れ、新役員が予算を組んだときに使え

るように引継ぎをしたいと考えている。 
 

※拍手の承認により、２０万円は２０周年記念事業の準備金として、別枠に組み込む。 

それは定期に入れるという事には限ってない。 
 

 
（２）２００２年度 事業計画並びに予算案について 

①事業計画並びに予算案について 
 ・ホームページ作成を考えている（事業計画にはないが） 
 一般に対する広報を含め、ホームページ作成を進めていきたい。予算について

は、先程２０万円の別枠が承認されたので、それを除く６７，１８２円の繰越金

の中から予算を組む予定。 
【質問＆意見】 
 行事予算が少ないのでは。ホームページ作成を考えているのなら、その予算を

あげるべきでは。 
【事務局から】 
 予備費を使う予定。 
【質問＆意見】 
 計画があるなら、予算を組むべき。実際ホームペーを立ち上げると毎年費用は



 

かかるので。 
【事務局から】 
 ホームページの費用予定としては、月５０００円、年６０，０００円かかると

いうことだが、この作成自体、やっと有志で頭数の人数が集まった状況。必ず立

ち上げられるかわからない。有志の中でも、それぞれの予定をぬった中での作成

なので、いつできるか、どうかはわからない。ですので、やはり予備費から出し

たい。 
 実際、毎年5～6万円の繰越が出てきているので、それを当てれば年会費の収入

内で運営可能。 
 用具購入費の具体的な使い道は、今現在決まっていないが、昨年のクラブ名の

改訂したことでゼッケンのネーム修正を考えている。 
【質問＆意見】［会員からの質問＆意見］ 
事業計画がある以上、やはり予算は計上すべき。予備費はあくまでも予備費では

ないか。 
【事務局から】 
事業計画には、載せていません。先程、説明したように作成自体が、出来るか出

来ないかが白紙の状態である。よって、通信費、事務費の中で使わせてもらって、

来年の報告であげるということで承認をもらいたい。 
 

※ 2002年度事業計画及び予算案は拍手をもって承認。 
 

（３）その他 
   特になし 
 
                  以上、お疲れ様でした。      報告者

；有賀美由紀 
 
（左の写真は総会後の懇親会で舟盛りに舌鼓を打つ参加者） 
 
 
 
 
 

 水中ウォーキング体験レポート  
投稿者 岡 

 
 『冬のスキーを安全に愉しく行なうためには、夏場の体力作りが大切！！』というこ

とで、６月22日（土）に、ライトセンタープールで、有賀さん指導の元、水中ウォーキ

ングが実施されました。 
 水の抵抗を感じながら、さまざまなバリエーションを加えて、ほぼ１時間ほど歩きま

した。 
 「水の中を歩くなんて楽勝！」と思っていた私でしたが、水の抵抗を捉えるための手

袋（水かきつき）が登場して、一変。歩くことで脚のトレーニングは勿論、腕を動かす

ことで、更に腕もトレーニングできてしまうのです。（二の腕の弛みが気になる女性 
にはお薦め！）水の重さは侮る無かれ。ダンベル体操しているような感じでした。 



 

 最後は水に体を預けながら筋肉のストレッチ。 
 きつ過ぎず、カツここちよい疲れを感じるくらいのいい運動ができました。 
 ７月も下記の日程で実施しますので、希望者はぜひ有賀さんまで電話にてご連絡くだ

さい。当日にふらっと参加もＯＫだそうです。 
 愉しみながら来シーズンのスキーに備えましょう。 
 皆さんの参加お待ちしています。 
  
               記 
 
日 時：７月２８日(日曜日） 午前10時30分から 
場 所：神奈川ライトセンタープール 
持ち物：水着、スイミングキャップ、バスタオル、その他必要なもの 
     （ドライヤーはありました） 
※１０時１５分頃までは有賀さんはロビーにいるそうです。 
 １０時３０分以後は直接プールにお願いします。 
 ただし、初めての方は施設利用の登録が必要なので、入口から奥の方にある、ジャー

ジを着た職員のところで登録をしてもらってください。 
 団体名は「かながわブラインドスキークラブ」で大丈夫です。 
 
 
 
 
 

 第１８回スキーツアー実行委員会中間報告  
 
１．ツアー実行委員の紹介 

第１８回スキーツアーの実行委員は、次の７名に決定しました。 
委員長： 岩崎宗治 
委員：  成田好一、真弓敦、有賀美由紀（新）、北原泰男（新）、 

近藤美智代（新）、柴田頼子（新） 
 
２．第１回ミーティングにて話し合われた主な内容 

日時：２００２年７月４日（木）１９時から２１時 
場所：かながわ県民センター１２階 

（１） 役割分担について 
① 実行委員長：  岩崎 
② 会計：     柴田、北原 
③ バス・補助金： 柴田、有賀 
④ 宿：      近藤、北原 
⑤ 保険契約：   近藤、北原 
⑥ 用具：     成田、有賀 
⑦ 体操：     有賀  
⑧ 資料作成：   岩崎、真弓 

（点訳についてはブラインドに協力を要請） 
⑨ 懇親会：    岩崎、真弓 （飛び入りも可？） 



 

（２） 日程について 
２００３年２月１５日（土）～２００３年２月１７日（月） 

（３） ゲレンデについて 
丸沼高原スキー場 

（４） 宿について 
ペンション ほしの（前回と同じ。また貸切だといいですね） 

〒３７８―０４１４ 
群馬県利根郡片品村東小川丸沼高原４６５８－６５ 

（５） 募集要項の発送について 
９月２９日（日）１３時にライトセンターで発送作業を行う。 
また、募集形態は先着順とする予定。 

 
３．「いわくら」プロジェクト？ 

４月の反省会や総会でも出たように、丸沼高原以外で滑りたいという会員が多くな

ってきています。しかし、そのためには前もって入念な下見をしておく必要があり

ます。 
そこで今回は駄目でも次回のために、今回の実行委員でプロジェクトを立ち上げる

予定です。 
ちなみに「いわくら」とは、今のところ候補に挙がっている「尾瀬岩倉高原スキー

場」のことです。 
 

以 上 
報告者：岩崎宗治 

 
 
 

 ロゴ・キャラクター募集  
 
  ７月６日県民センターでホームページ作成のための打ち合わせが開かれました。 
  出席者は、福島安雄、角田由紀、真弓敦、岡由美、白崎正彦の５人が集まりました。 
 スキークラブのホームページ作成にあたりロゴやイメージキャラクターお作りいた

だき、お寄せください。特に視覚障害やスキーを表すものでなくとも結構です。 
 ファイルの場合はＢＭＰ、ｊｐｇもしくはｇｉｆで、メールに添付してお送りくださ

い。ＢＭＰの場合は圧縮でお願いします。 
 手書きの場合はＡ４以下のサイズでお作りいただき事務局までご郵送ください。 
 とりあえず、第１回目の締め切りを７月３１日にします。 
 
※すてきなロゴ、かわいいキャラクターたくさんお寄せください。お待ちしています。 

 事務局  白崎 正彦 

 



 

 

 ☆ 日時と場所    12月1日（日曜日）   

   研修会     14時から ライトセンター 第2講習室 

   パーティー   19時から 横浜駅西口 “あんだんて” 

            モアーズと東急ホテルの間を進み橋を渡って 

            すぐ右“白十字ビル”3階 

   パーティー会費は4000円です 

   前日、当日のキャンセルはご容赦下さい 

 ☆  研修会のみ、パーティーのみの参加もOKです 

 ☆  同封のはがきを11月25日必着で投函してください  

 ☆  ご不明な点などは企画委員までどうぞ！ 

    有賀  

    志村  

 
 
 
 

 

ちゃんと“研修会”  

 

＆“早く滑りに行きたいぞパーティー2003”のお知らせ  

  
 
 各地から“雪が降りました”の便りが聞かれる季節になりました。早くも板のお手入

れを始めた方もあるのでは…？ 
そんな季節になると…お待たせしました！ クラブ恒例の研修会＆パーティーのお知

らせです。 
研修会では、実際にブラインドの経験をし、ブラインドの方の話を聞き、誘導法のグレ

ードアップを図りたいと思っています。 
またパーティーでは、今年はお鍋を突つきながら、ゲームをしたりスキー談義に花を咲

かせましょう。 
沢山の方のご参加をお待ちしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※申し込み締め切りは１１月２５日必着 
 ブラインドの方は、切れ目の入った角を左下にして右上の対角線上の角が両方参加、

左上が研修会のみ参加、右下がパーティーのみ参加の印として角を切り落としてくださ

い。 

スススキキキーーークククラララブブブニニニュュューーーススス 

                     2002年１１月号 

 かながわブラインドスキークラブ 

 発行責任者 会長 初瀬川 正哲  
 事務局  白崎 正彦  



 

 役員会の報告  

 
 １０月２９日に開催された役員会で、総会の時に話題になった「クラブのホームペー

ジ」について話し合われましたので、その要旨について報告します。 
 
 現在有志が集まって３回ほどの会合とメールによる意見交換で検討しているが、これ

をクラブのホームページ部会（ＨＰ部会）として位置づける。 
  
１．ＨＰの経費について 

○プロバイダの加入料と、接続コストの一部補助、月３０００円程度を含め、年間

で４～５万円の予算を見積もる。 
○初期費用や、単発的に必要となるもの（ＨＰのためのソフト購入など）は、別途

支出する。 
○来年度からは当初予算に組み込む。 

 
 
２．ＨＰの内容に関して 

○将来的には外部公開となるように進める。 
（多くの人にブラインドスキーを理解してもらうと共に、新規メンバーの獲得に繋

がることを期待する。） 
○公開した場合、問い合わせなどに対応する人が、クラブとしての対応が必要とな

るため、共通意識を確認しておく必要がある。 
○当初は試行的にスタートさせ、少しずつ改良し、一般の人にも楽しんで見てもら

えるホームページを目指す。 
○一人に負担が集中し過ぎないように配慮して、できるだけ多数の会員が管理でき

るように配慮する。 
 
３．ＨＰ部会、委員について 

○岡由美、白崎正彦、角田由喜、福島安雄、真弓敦、光安友子の６名が委員として

承認されました。 
 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 
 以上が今回の役員会での内容です。不明な点やご意見がありましたらＨＰ部会員にお

問い合わせください。 
 

【事務局から】 
 遅くなりましたが２００２年度版の墨字版会員名簿を同封いたします。 
  点字版は現在作成中ですので今しばらくお待ちください。 
 
 

 事務局  白崎 正彦 
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                     2003年4月号 

 
かながわブラインドスキークラブ 

 発行責任者 会長 初瀬川 正哲  
 事務局  白崎 正彦 

  
 
 

 

２００３年度総会のご案内 

 
日 時：  ２００３年６月８日（日） 14時００分～16時３０分  
会 場：  神奈川県ライトセンター ２階第１講習室 
内 容  

開会 
  ＜議事＞ 

１．2002年度かながわブラインドスキークラブ 事業報告書 
２．2002年度かながわブラインドスキークラブ 決算報告書 
３．役員改選 
４．2003年度かながわブラインドスキークラブ 事業計画書案 
５．2003年度かながわブラインドスキークラブ 予算案 
６．その他           

 
＜懇談＞（意見交換） 
 

 年に一度の大切な総会です。今年は役員改選がありますので、２００３，４年度の２

年間クラブのために役員として立候補をお考えの方は返信はがきにその旨ご記入いた

だくか、事務局白崎までご一報ください。 
 

総会後の懇親会ご案内 
 

 恒例となりました総会後の懇親会。今年は、二俣川駅に隣接した居楽屋「
わらわら

笑笑」を会

場に盛大に開催いたします。 
 
会 場 笑笑（℡０４５－３６６－４３８８） 
時 間 １７時３０分から１９時３０分頃 
会 費 ４，０００円 

 
 



 

※出欠席の回答は同封のハガキで５月２０日までにご回答ください。  
※ブラインドの方は回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして、右上の対角線上の角

が総会と懇親会の両方に参加する方、左上が総会だけに出席する方、右下が懇親会だ

けに参加する印として、１センチ程度斜めに切り取ってください。 
 
※今年度はクラブニュースや名簿あるいはイベント情報などをEメールで配信できれば

と計画しています。回答ハガキにメールアドレスをお書きください。携帯メールでも

かまいません。 
 
※総会に欠席される方は回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長に

対する委任状とさせていただきます。 
 
※毎年委任状が少なくて総会の成立に苦慮しております。回答はがきの返送にご協力く

ださい。 
 

  ２００２年スキーツアー特集  

 

第１８回丸沼高原スキーツアー報告  

第１８回スキーツアー実行委員長 
岩崎 宗治 

 ２月１５日から１７日の２泊３日で今年も丸沼高原スキー場にてクラブのスキーツアーを実施し

ました。ブラインド７名に対し晴眼者３０名という例年になく恵まれた環境で、ブラインド、パート

ナー共にゆとりのあるスキーを楽しみました。 
今回のツアーでは有志の方を対象に「研修班」なるグループを作り、実際のゲレンデでのパ

ートナー講習会を実施しました。アイマスクをしたまま滑ったり、声かけや誘導の実習をしてみ

たりと、部屋の中での講習では決して味わえない貴重な体験をすることができました。好評につ

き今後も是非続けていけたらなと思っています。 
 今回は久しぶりに参加してくださった方がいたり頼もしいニューフェースが増えたりと、仲間の

輪が一段と広がりクラブとしても大変プラスになりました。また、ブラインドスキーを通じて色々な

人達が集い、障害の有無に関係なく同じ「楽しみ」を一緒に共有できるということの素晴らしさ、

それこそがこのクラブの最大の魅力なんだなと改めて実感したツアーでした。 
 

 第１８回丸沼高原スキーツアー報告  

外山 尚 
 ０３，１月に兵庫県明石市から、転勤により八王子市に引っ越して来ました外山（とやま)で

す。 
 以前はＳＡＪ加盟団体である明石市スキー協会に所属し、市民対象のファミリースキーツアー

や日帰りスキー講習会にイントラ及びお世話係として参加していました。 
 さて、今回 丸沼高原スキーツアーに参加させて頂き、またブラインドの方のガイドをさせて頂

き いろいろなことを学ばせて頂きました。 
 中でも強烈に印象的だったのは、ゲレンデに人も少なく、天気もよく雪質も抜群の環境であっ

た最終日、ブラインドの方が自分に合ったリズムとＳｐｅｅｄで、フォールライン方向に向かってパ



 

ラレル小回りで滑っていく姿を間近で見たことです。スキーを一緒に楽しむことが実感できた瞬

間でした。また、今まで経験したことのない貴重な体験でした。 
 台湾担当営業の為、月の半分くらいは台湾出張していますがまた宜しくお願いします。 
 

これからもよろしくお願いします！  

宮副 竜生 
今更ですが、スキーお疲れ様でした。初参加させてもらいました宮副です。 
今回の旅行は、自分の知らない世界に初めて触れて色々勉強させてもらいました。また、晴

眼、ブラインド関係なく、何の違和感もなく、スキーやアフター５を楽しめる環境に、みんなが一

つになっているなぁって感じました。 
来年以降も参加して、この魅力にはまっていこうと思っていますので、これからもよろしくお願

い致します。 
 

 久しぶりに参加した丸沼スキーツアー  

林 あき 
「今年こそ・・・今年こそ・・・」と思いながらやっとまた白い恋人と楽しい個性豊かなクラブの仲

間のところに戻ってきました。 
毎年スキーシーズンになるとブラインドの仲間とともにゲレンデに思い通りのシュプールを一

緒に描いていた楽しかったことが頭から離れず、スキー場へ飛んで行きたい気持ちに駆られて

いました。 
仕事、家事、子育て等に追われ大変長いことクラブを離れてしまいました。そして、今シーズ

ン子育てから手が離れ、ちょっぴり元気も取り戻すことが出来、やっと復帰することが出来まし

た。 
復帰できる喜びと、休んでいた間に皆様にすっかり忘れられているのではないかしら・・・私は

ついていけるかしら・・・と、ツアー当日まで不安で複雑な気持ちでした。その不安な気持ちをい

っぺんに打ち消してくれたのは同期の桜の小林功弘さんの茶目っ気たっぷりの「林さん、今日

はどうしたの？ みんなを送りに来てくれたの？」とあの懐かしい声。「あきさんよろしくね」と藤

田功三さん達昔の仲間の温かい励ましの声でした。 
気持ちのいいスキー日よりの３日間、にぎやかな楽しそうなクラブの仲間の声がゲレンデの

あちらこちらから聞こえてくるたびに「ああやっとクラブに帰って来られたのだわ」と心からうれしく

なり元気づけられました。 
そして今回はパートナーの方が多く参加しているということで技術顧問の白崎正彦さんによる

特別指導講習会が開かれ、私も新たな気持ちでまた頑張りたいと思い受講いたしました。ブライ

ンドの仲間が不安のないよう十分に配慮しながら声掛けすることの大切さや難しさを改めて痛

感し的確なアドバイスを頂き大変勉強になりました。 
 昔の勘を取り戻して皆様と一緒に楽しみながら滑れるようになるには少し時間と要すると思

いますが今後ともどうぞよろしくお願い致します。 
いつもクラブを支えてくださっている初瀬川会長をはじめ、このような楽しく充実したツアーを

企画して頂いた実行委員の皆様に心より感謝致します。本当にありがとうございました。 
 

 これからのツアーに向けて  
 



 

丸沼スキーツアーアンケート結果  

2003/04/06 
 ４月６日恒例のツアー反省会兼お花見が中華街「東林」で開催されました。 
 その席上で記入していただいたアンケートの結果を報告いたします。 

 
１．開催時期、期間、金額について 

(ア)２月第１週or第２週が良い。 （第３週はさけて） 
(イ)２月第２週は必ず葉山町民スキー大会と重なってしまう。 
(ウ)ライトセンター主催のスキーがなくなるのであれば、１月開催もいいのでは。 
(エ)期間はもっと長い方が良い。 

２．バス、スキー場、宿泊施設（場所、設備、食事etc）について 
(ア)来年は丸沼以外のスキー場に行ってみたい。ゲレンデが広ければなお良し。 
(イ)尾瀬岩鞍スキー場に行ってみたい。 
(ウ)宿はゲレンデサイドがベスト！ 
(エ)温泉があるといいな。 

３．危機管理体制について 
(ア)参加人数によりケースバイケース。安全に対する意識を常に持つことが大事。 
(イ)パートナーとしてついている人以外が遊んでしまうので、ガードマンとしての役割を考え

て欲しい。 
(ウ)骨折、捻挫等の応急処置の講習を受けたい。 
(エ)もっと感度の良いレシーバーが必要。 
(オ)危機管理担当の専任者を設けて欲しい。 

４．チーム行動について 
(ア)２チーム（ブラインド２名）１グループ位がベスト。 
(イ)レベル・体力に合わせて流動的にパートナー編成をする必要がある。 
(ウ)各グループブラインド１名体制の方が行動しやすく、安全性も高まると思う。 
(エ)グループ当たりの人数は今回より少なくても良い。 

５．ブラインドとして、晴眼者として、ツアー参加にあたって、ひとこと。 
(ア)ブラインド、晴眼者のどちらも楽しめるツアーにして欲しい。 
(イ)もっとゆっくり滑りたい。 

６．その他 
(ア)加齢に伴い運動能力の衰えが目立つので、体力作りの方法を考えて欲しい。 
(イ)初心者のブラインドを募集するのも良い考えだと思う。 

 

「いわくらプロジェクト」の結果報告  

 
「そろそろ丸沼も飽きてきたなぁ・・・。」 
最近、クラブ会員の皆様から「丸沼高原以外のスキー場でも滑りたい」との要望が多く寄せら

れるようになりました。しかし、そのためには事前に念入りな下見をしておく必要があります。そ

こで昨年７月号でも掲載した通り、「岩鞍（いわくら）プロジェクト」を実施する次第となりました。 
昨年１２月２４日（土）、尾瀬岩鞍リゾートスキー場に、ブラインド３名、晴眼者４名の計７名の

参加で行ってきました。日帰りという強行日程ではありましたが、限られた時間の中でスキーを

楽しみつつ、しっかり下見をして参りました。 



 

 
（１） ゲレンデについて 

丸沼に比べコースの幅が広く、丸沼のローズコースのように人が密集することもないので、ブ

ラインドでも安心して滑ることが出来そうです。また、コースのバリエーションも豊富で、いろいろ

試せば３日間飽きることはないと思います。 
ただ、ゴンドラ等を使って奥の方に行き過ぎると中上級コースが多いので滑る人のレベルを

考えて滑る必要があります。また、丸沼と比べてゲレンデが大きいので、一番下まで降りてくる

のに時間がかかります。その辺の時間配分には注意が必要です。 
 
（２） 宿について 
駐車場からゲレンデに向かう途中、シャトルバスの運転手さんから彼の先輩が経営している

という宿を紹介して頂きました。 
宿の名前は「ロッヂやまと」といい、定員は４０名程度で貸し切りも可能とのこと。宿泊費は７

０００円（土曜日のみ９０００円）だそうです。 
宿はゴンドラのちょうど正面に位置し、レストランを兼ねる２階の玄関からは、ゴンドラまで歩

いて行ったり、宿までスキーで滑って戻れたりできるので、立地条件はばっちりです。３階の客

室は全室和室で、ＴＶ付６畳タイプが標準のようです。また、１階の乾燥室も「ほしの」に比べる

とだいぶ狭いですが、出入り口が２つあるのでうまくやりくりすれば問題ないと思います。お風呂

や食事については時間の関係上、残念ながら見学できませんでした。 
宿のスタッフの人柄も良く、アットホームな雰囲気のする宿でとても好感が持てました。 

 
（３） 参考資料 

今回紹介したスキー場や宿についての情報は、以下のホームページからでも公開されてい

ます。 
 
尾瀬岩鞍リゾートの公式ページ 
http://www.oze-iwakura.co.jp/index.html 
尾瀬岩鞍高原旅館組合のページ 
http://www.oze-info.com/%7Esyukuhaku-iw/ 
ロッヂやまとのページ 
http://www6.ocn.ne.jp/~ozyamato/iwakura.html 
 
（４） おまけ 

ゲレンデでクラブ会員の対馬さんとばったり遭遇しました！ たまたまプライベートで来ていた

とのことですが、こんなことってあるのですね。 
 

 ホームページ部会  
 
 かながわブラインドスキークラブのホームページは今年度の総会で会員への公開を

目指して準備中です。  
 現在テスト版を使って部会員が試作中です。請うご期待とはとても言えそうもありま

せんが、今しばらくお待ちください。 
 
事務局  白崎 正彦 
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  スススキキキーーークククラララブブブニニニュュューーーススス 

                     2003年８月号 

ながわブラインドスキークラブ 

発行責任者 会長 初瀬川 正哲 

    

２００３年度総会の報告 

 

 去る６月８日（日）神奈川県ライトセンターで定例の２００３年定期総会が開

催されましたので概要を報告します。 

 議長は K.KENICHI さん、書記は F.KUNIKO さんで議事は進められました。 

 会員総数１０６名 出席者３２名 委任状４３名で総会成立が確認され議事に

入りました。 

 

 2002 年度の事業報告並びに決算及び 2003 年度事業計画、予算については原案通り承認

されましたので総会資料をご参照ください。 

 役員改選は会長；H.MASAAKI、事務局；S.MASAHIKO は留任で副会長には新しく N.HATUKO

さんが選出されました。 

 そのほかの役員は６月２０日に開催された役員会で、会計；T.SINICIROU（留）、企画

；S.YOSHIE（留）・S.HIKARU（新）・S.SEIJI（新）、広報；I.MUNEHARU（留）・K.UKI

（留）と決定しました。 

 

 それでは新しく役員に就任した方の自己紹介文を 

 

 どういう
わ け

理由か？立候補しました N です。 

 会長はじめベテランの役員の方々のお手伝いをし

ながら、このクラブのお役に立てたらと思います。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 S.HIKARU です。 

 初めましての方もご存じの方もよろしくお願いし

ます。 

 まだブラインドスキーには２回しか参加してませ

んが、なんだか随分昔からご一緒している感じがし

ます。 

 どこでも騒いでいるのが私です。宜しく願いします。 



 

 - 2 - 

 

 皆さんこんにちは、 

 横須賀の S と申します。 

 スポーツと音楽がすきな、今年 50 歳になったおじさんです。 

 始めての役員で、企画を担当することになりました。 

 どんなことをしたらいいのかわかりませんが、S さんが責任者

なので、安心しています。 

皆さんの足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろし

く、お願い致します。 

 

 役員の任期は２年です。よろしくお願いします。 

 

 続いて役員会で確認された各委員をご紹介いたします。 

 

スキーツアー実行委員 

 別項委員会報告参照 

 

インターネット ホームページ部会 

  O.UM I T.UKI T.TOMOKO  F.YASUO  

 M.TOMOKO S.MASAHIKO 

 

２０周年委員 

 S.YOSHIE K.KENICHI F.YASUHISA K.YUKI N.HATUKO I.MUNEHARU 

 

その他の検討内容を報告します。 

 

 我らがスキークラブの生みの親であり、スキー初心者の数少ない受け皿であった「神奈

川県視覚障害援助赤十字奉仕団レクリエーション部会」が実施していた「ブラインドスキ

ーアルペン」が今年１月、２４年目のツアーを最後に終了となりました。 

 従来、初心者を積極的に受け入れてこなかったスキークラブは、今後初心者を受け入れ

るかどうかを総会で話し合いましたが、結論が出ず、役員会で再検討しました。 

 役員会としての結論は 

①ライトセンターだよりなどを活用して初心者の募集も行う。 

②人数は多くとも２・３名程度にとどめる 

③今後は指導できるスタッフを育成しよう 

 以上の方向で初心者受け入れに踏み切りました。 

  

 最近、視覚障害者の会員が少なくなっています。これを機会に少しずつでも視覚障害者

の会員が増加し、クラブが発展することを期待していきたいと思います。 
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 第１９回スキーツアーは尾瀬岩鞍に決定！ 

 

１．ツアー実行委員の紹介 

第１９回ツアー実行委員は以下の９名に決定しました。 

委員長： I.MUNEHARU 

委 員： A.MIYUKI、K.YASUO、S.YORIKO、T.YUKI、S.HIKAYU（新）、T.HISASHI（新）、 

 F.YASUHISA（新）、M.TATUO（新） 

 

２．第１回ミーティングにて話し合われた主な内容 

日時： ２００３年７月１３日（日） １４：００～１６時３０分 

場所： かながわ県民センター１２階 

 

（１） 役割分担について 

① 実行委員長： I.MUNEHARU 

② 会計：    K.YASUO 

③ バス：    A.MIYUKI 

④ 保険契約：  K.YASUO 

⑤ 資料作成：  M.TATUO 

⑥ 資料点訳：  I.MUNEHARU 

⑦ 議事録：   M.TATUO 

 

（２） 日程について 

２００４年１月２４日（土）～２６日（月） 

 

（３） ゲレンデについて 

尾瀬岩鞍リゾートスキー場に決定！ 

（ただし、このゲレンデは大会が開かれることも多いので、ブラインドの滑降に支障を

きたすような危険性がある場合は、丸沼高原スキー場に変更する可能性もありますので

ご了承ください。） 

 

（４） 宿の下見について 

宿の下見については、８月２４日（日）に日帰りで行うことになりました。 

「この宿なんかお薦め！」なんていう情報、ありましたらご連絡ください。 

 

（５） 募集要項の発送について 

１０月中旬頃発送を予定しています。 
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   ホームページ誕生 

 

 

 

 

 待望の「かながわブラインドスキークラブ」インターネットホームページ（以下；クラ

ブＨＰ）を６月８日の２００３年度総会に合わせて公開しました。 

 とはいえ、まだテスト運用と言うことで積極的な外部への公開はしばらく据え置き、ク

ラブ内や関係者の方々に活用していただき、外部の方の閲覧に耐えられるようにしてから

全面公開の予定です。 

 『http://www.netlapuutane.jp/~masa56/』これがクラブＨＰの

住所にあたるホームページアドレス（ＵＲＬ）です。 

 携 帯 電 話 用 は

『http://www.netlapuutane.jp/~masa56/a/imode.html』で会員

からのお知らせなどの情報がとれます。 

 ぜひアクセスしてご感想をお寄せください。 

 また、お知らせの中に会員からのお知らせコーナーが 

ありますのでみなさんからの情報提供をお願いします。 

 ちなみに、現在ここには新役員 S さんからのイベント 

ご案内と、前役員 A さんからのお知らせが掲載されてい 

ます。 

 

 記事をお寄せいただく場合は事務局白崎宛にメールでお願いします。 

 

会費納入について 

 

２００３年度の会費を請求させていただきます。 

 郵便の振替用紙が同封されている方はできるだけ早く、ご送金くださるようお願いいた

します。 

 会費についてのお問い合わせなどがありましたら、会計 高梨までご連絡ください。 

 

会員名簿２００３ 

 

 クラブの会員名簿を同封しました訂正が必要な方は事務局までお知らせください。 
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 また、近々この名簿をメールアドレスをお持ちの視覚障害者に添付ファイルでお送りす

る予定です。 

 

 

事務局  白崎 正彦  
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スススキキキーーークククラララブブブニニニュュューーーススス2003年９月号 

かながわブラインドスキークラブ   発行責任者 会長 初瀬川 正哲 
 

 

２００３年秋のハイキング  

 

おまたせしました！ 秋のハイキングです。 

 夏らしくない夏が終わり、早くも白い冬に思いを馳せている方もいらっしゃるのではな

いでしょうか？ 

さぁスキーシーズンに向けて身体を動かしましょう。 

 秋の企画は”箱根”です。鎌倉時代の箱根越えの小道“湯坂路（鎌倉古道）“を散策し、

ゆっくり温泉に浸かる日帰りツアーです。 ぜひご参加ください。 

 

 日 時  １０月１９日（日曜日） ９：３０  箱根湯本駅改札口集合 

 持ち物  昼食、着替え、お風呂セット、雨具、現金（箱根登山鉄道、風呂代など） 

 解 散  １７：００ 箱根湯本を予定しています 

 申込み    晴眼者は同封のハイキング用回答ハガキで、視覚障害者は企画担当 S.の携帯

電話へ１０月１０日までにご回答お願いします 

 誘 導  箱根湯本駅までの誘導をご希望の方は申し込みの時にお申し出ください 

☆ 雨天の場合は中止とします 

☆ 不明な点や当日の連絡先は 

    S.YOSHIE 

    S.HIKARU まで 

 

２００４年スキーツアー実行委員会より  

 

１． 宿泊先が決まりました！ 

８月２４日（日）、実行委員５名とモニターのブラインド２名の計７名で宿の下見を行いました。 

尾瀬岩鞍周辺には５３軒程の宿泊施設がありますが、その中からピックアップした４軒にお邪

魔しました。そして実際に視察してみた結論として、今回お世話になる宿泊先は「ロッヂ さんら

いず」に決定しました。 

 

【宿の詳細】 

ロッヂ さんらいず 

TEL: 0278-58-7306  FAX: 0278-58-7309 

〒378-0412 群馬県利根郡片品村大字土出 738 
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URL: http://www7.ocn.ne.jp/~sun-rise/ 

 

実はこの宿、丸沼の「ペンションほしの」のご主人のお兄様が経営されています。既に「ほし

の」のご主人から我々の話を聞いていたらしく、快く受け入れてくださいました。 

建物は「ほしの」程大きくはありませんが、別棟のロフト付コテージが２つあります。また、浴

室は３～４人サイズと小さいですが檜風呂＆温泉です。送迎バスも２６人乗りと９人乗りの２台

があり、ゲレンデまで７分程度の送迎時間です。 

 

２． スノーボード解禁について 

 尾瀬岩鞍スキーリゾートスキー場は、２００４年シーズンより正式にスノーボード解禁となりま

した。これに伴いスキー場の名称が「四季の森・ホワイトワールド尾瀬岩鞍」に変わりました。 

スキー場によると、まだまだスノーボーダーにとって岩鞍スキー場は名前が知られていない

ので、多くのボーダーがくるとは予想していないそうです。 

またチューブや大掛かりなジャンプ台の設置予定もないとのことです。 

 

 

 ２００４年 尾瀬岩倉スキーツアー 参加者大募集！ 

 

みなさん！当たり前ですが、またまたまた冬がやってきますね！（と言っても、まだ３ヶ月ありま

すけど・・・） 

冬と言えば、我々スキーヤーの人生そのもの！我々が一番光り輝き、そして最も活動的になる

季節！ 

長い長い夏眠（？）を乗り越え、ついに目覚めるときがきましたよ～！（ガォーッッッ…） 

こんな最高の季節にじっとしているのはもったいない！！！ 

そこで来シーズンは、皆様からの希望も多かった“尾瀬岩鞍”スキーツアーを実施することに決

定しました。 

去年までとは違ったゲレンデで一緒に暴れましょう！！ 

募集は去年と同じく定員制で先着順に受け付けます。お返事はお早目に。お待ちしておりま

す！ 

ゲレンデはあなたの参加を待っているぞーっっっ！ 

日程は前号でお知らせしたとおり２００４年の１月２４日（土）から２６日（月）の２

泊３日です。 

参加費は３万５千円を予定しています。 

参加ご希望の方は、同封の「返信用ハガキ」にて、10 月 31 日（金）必着でお申し込みくださ

い。 

 

【申し込み方法】 

晴眼者の方へ：参加、不参加、保留のいずれかに○印をつけて投函してください。なお、保留の

場合は参加、不参加の決定時期をご記入ください。 

http://www7.ocn.ne.jp/%7Esun-rise/
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ブラインドの方へ：ブラインドの方の返信用ハガキには、住所、氏名は墨字にて記入済みとなっ

ております。また、あらかじめハガキの左上の角を 1cm ほど切り落としてあります。参加希望の

方は、既に切り落としてあるカドの反対側を、同様に 1cm ほど切り落として投函してください。不

参加の方は何もしないで投函してください。保留の方は、既に切り落としてあるカド以外の残り

全てを切り落として投函してください。なお、保留の場合は参加、不参加の決定時期をご記入く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局から 

メールアドレス変更の連絡をいただきました。 

M.ERI さん 

I.MUNEHARU さん 

以上 

 

今回参加回答をいただくお知らせが、秋のハイキングと２００４スキーツアーとダブ

った関係で晴眼者には２枚の返信はガキが同封されています。くれぐれもお間違いの無

いようお願いします。 

 視覚障害者の方の返信ハガキは２００４スキーツアーの一枚だけです。視覚障害者の

方でハイキングに参加いただける方は企画担当役員、S さんの携帯電話に直接ご連絡をお

願いします。 

 

前号で監査、I.SHINZOU ご紹介を落としました。お詫びいたします。 

 

《わがクラブのホームページをご覧ください》 

 ＵＲＬ『http://www.netlapuutane.jp/~masa56/』 

 携帯電話用は『http://www.netlapuutane.jp/~masa56/a/imode.html』で会員

からのお知らせなどの情報がとれます。 

 ぜひアクセスしてご感想をお寄せください。 
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 また、お知らせの中に会員からのお知らせコーナーがありますのでみなさんからの情報

提供をお願いします。 

 

 

 

事務局  白崎 正彦  
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  スススキキキーーークククラララブブブニニニュュューーーススス   

                     2003 年１０月号 

 かながわブラインドスキークラブ 

  発行責任者 会長 初瀬川 正哲 

 

 年末恒例 研修会＆パーティーのお知らせ   

 

松茸,銀杏,栗,秋刀魚..秋を満喫してますか。 

 

 食欲だけでなく秋は実りの季節でもありますね。 

 さっ!スキーに備えて今から準備に入りましょう。 

 楽しいツアー,楽しい滑りにするためにはお互いのコミュニケーションが大切です。 

 今年もブラインドを知る,知ってもらうをテーマに研修会を、もっと知るをテーマに早く

滑りに行きたいぞパーティー2003 を企画しました。!! 

 ツアー参加のブラインドの方は是非ご参加を 

 

 ★研修会 

   日  時；１２月７日（ 日曜日 ）午後２時から 

   会  場；神奈川県ライトセンター 

 

  ★早く滑りに行きたいぞパーティー2003 

   日  時；１２月７日（ 日曜日 ）

午後６時から 

   会  場；和風居酒屋 旨旨（うまう

ま）   横浜西口  電話 045-312-6337 

     会  費； 5000 円 

 

※出欠席の回答は同封のハガキで１１月末日

までにご回答ください。 

 

※視覚障害者は回答ハガキの切れ目の入った

角を左下にして、右上の対角線上の角が研

修会とパーティーの両方に参加する方、左

上が研修会だけに出席する方、右下がパー

ティーだけに参加する印として、１センチ

程度斜めに切り取ってください。 
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企画 S.YOSHIE 

   S.HIKARU 

 

                                           
 

事務局  白崎 正彦   

 

                                         
 



 

スススキキキーーークククラララブブブニニニュュューーーススス 

2004年4月号 

 

 

２００４年度総会のご案内 

 

日 時：  ２００４年６月６日（日） 14 時００分～16 時３０分  

会 場：  神奈川県ライトセンター ２階第１講習室 

内 容  

開会 

  ＜議事＞ 

１．2003 年度かながわブラインドスキークラブ 事業報告書 

２．2003 年度かながわブラインドスキークラブ 決算報告書 

３．2004 年度かながわブラインドスキークラブ 事業計画書案 

４．2004 年度かながわブラインドスキークラブ 予算案 

５．創立２０周年記念事業について 

６．その他      『懇談』（意見交換）           
 

 クラブの２００３年度も残りわずかとなりました。このシーズンのスキーはいかがでし

たでしょうか。 

 暖冬と騒がれてシーズン入りが遅れた割にはそれなりの積雪があり、人によっては充実

したシーズンを送られた方も居られるようです。 

 １９８５年に発足した当クラブも来年８月には２０歳になります。 

 今年の総会では２０周年に関連した話し合いがありますのでぜひご参加ください。 

総会後の懇親会ご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 かながわブラインドスキークラブ 

 発行責任者 会長 初瀬川 正哲  
 事務局  白崎 正彦 
  



 

今年も総会後に懇親会を計画しました。 

                                              
会 場 仕立屋食堂（℡０４５－３６０－３３８０） 

  相鉄二俣川駅グリーングリーン１階  

時 間 １７時３０分から１９時３０分頃 

会 費 ４，５００円程度 

 

 

※出欠席の回答は同封のハガキで５月１５日までにご回答ください。  

※ブラインドの方は回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして、右上の対角線上の角が

総会と懇親会の両方に参加する方、左上が総会だけに出席する方、右下が懇親会だけに

参加する印として、１センチ程度斜めに切り取ってください。 

 

※今年度もクラブニュースや名簿あるいはイベント情報などを E メールで配信できればと

計画しています。今回配信した総会案内のメールを受診されていない方でメール配信を

希望される方は、回答ハガキにメールアドレスをお書きください。携帯メールでもかま

いません。 

※総会に欠席される方は回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長に対す

る委任状とさせていただきます。 

※毎年出席者が少なくて総会の成立に苦慮しております。回答はがきの返送にご協力くだ

さい。 

 

 

  ２００３年スキーツアー特集  

 

初参加ブラインドスキー感想文 

OASE 
 

 「まずいかもしれない」初日に S さんに

声のかけ方を教えてもらっていたときに思

いました。普通にすべる分にはまったく問

題ないからきっと大丈夫と思っていたので

すが、それでは自分の安全しか確保できま

せん。いかに相手の安全も確保するかが私

のとってはとても難しいことでした。そん

な状態ながら２日目以降は声掛けやらせて

いただきました。どうにか終えての感想は、

今までひとりで滑っていたスキーと違っ

て、だれかと作り上げるようなブラインド

スキーはまた別の面白さがあると思いまし

た。また参加したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 



 

ブラインドスキー感想 

N.TAROU 

 

 今回のツアーは、大変楽しみにしていた。なぜなら初参加であるが、実はブラインドの

誘導にちょっと自信をもって臨んだからだ。それは、ツアーの二週間前に S さんが講師を

する講習会に参加し、勉強させていただいたのだった。このツアーでは、３人のブライン

ドの方と一緒に滑ったが、はたし

て私の声がけは、如何であったの

だろうか？            

 私のこのクラブでの目標は､ブ

ラインドの全員から、「たろうと

一緒に滑りたい！」と言って貰う

事。あっ、先ずはスキーツアーに

たくさん参加することだな。おっ

とその前に研修会にも参加してい

っぱい勉強しなきゃ。いやいやそ

の前にやることがあった。飲み会

に参加して皆と仲良くなる事から

始めよっと。 

 

 

ブラインドスキー感想 

K  
 

ブラインドスキーツアーに初めて参加させて頂きました。参加してみてまず感じたのは、

ブラインド、晴眼者の方々共スキーをこよなく愛し、ブラインドスキーを通して滑ること

の楽しさを満喫しているということです。また、ブラインドの方々のスキー技術の高さに

も驚かされました。さて、その

ブラインドスキーですが、最初

のうちはブラインドに声を掛け

るタイミングがなかなか難し

く、戸惑っていましたが、時間

が経つにつれてブラインドとう

まくコミュニケーションが取れ

るようになってからは楽しさ、

面白さと共にその奥深さを感じ

ました。たくさんの素晴らしい

参加者に囲まれてとても楽しい

ひとときを過ごすことができま

した。 

 

 

 



 

クラブ２０周年実行委員会からのお知らせ 

 

 かながわブラインドスキークラブも次年度で２０周年を迎えます。 

 そこで記念年のスペシャル企画を次のように計画中です。 

 

企画１  スキーツアーはど～んと北海道・富良野 ２泊３日 

      

企画２  秋のハイキングはこれまたど～んと信州へ  

         １泊２日の 温泉＆観光  

 

企画３  ２０周年記念パーティー 

 

どれか１つでも参加していただければと考えています。 

もちろん全部参加大歓迎です！ 

次回のお知らせをお待ちください。 

 

実行委員 

  K.YUKI   M.YUMI    K.KENICHI   K.NAOKI N.YOSHIKAZU Y.YUKIO 

    F.SHIGERU F.YASUHISA N.HATUKO S.YOSHIE 
 

 

 

 ☆ ☆ ☆ 

  ここ数年ツアーの実行委員として大活躍の I.MUNEHARU さんが、結婚、長女誕生と２

重のおめでたに包まれました。 

  身辺多忙でしばらくクラブの活動からは遠ざかるそうです。 ☆ ☆ ☆ 

 

☆ ☆ ☆ 

 ブラインドのT.SHINOBUさんはスエーデン障害者国際援助団体協会の研修に旅立たれ、

その間休部するとの連絡をいただきました。 ☆ ☆ ☆ 

 

 

【編集雑感】 

 １月中旬に国立リハビリテーション学院に依頼され、第１回視覚障害者スキー指導研修

会を担当させていただきました。 

 以前から指導マニュアルをまとめなければと思っていたので、絶好のチャンスをいただ

いたのですが、出来たのはレジメだけで後はぶっつけ本番。反省も多々ありますがそれな

りの研修が出来ましたので、内容的を何とか形にして、みなさんにもご講評いただけるよ

うにしたいと思っています。 

 

事務局  白崎 正彦 
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２００４年度総会の報告 

 

 去る６月６日（日）神奈川県ライトセンターで定例の２００４年度定期総会が開催さ

れましたので概要を報告します。 

 議長は福田靖久さん、書記は武田友子さんで議事が進められました。 

 会員総数１０４名 出席者３４名 委任状４０名で総会成立が確認され議事に入りまし

た。 

 

会長挨拶 

＊昨シーズン新しいスキー場でのツアーを

実施した。 

＊２０周年実行委員による計画が進んでい

る。 

 

１．２００３年度事業報告 

①総会報告（白崎） 

②秋のハイキング（志村） 

③研修会とパーティー（志村） 

④スキーツアー（岩崎） 

⑤ツアー反省会とお花見（鈴木光） 

⑥ホームページ部会（岡） 

⑦スキーニュースの発行 

⑧名簿の配布 

 

２．決算報告（高梨）会計監査（伊藤） 

質問；２月に行われたカナダスキーについて報告がないのはなぜか（金山） 

回答；カナダスキーはクラブの公式行事ではないので（白崎） 

 

３．２００４年度事業計画 

            クラブ２０周年実行委員会から 

 かながわブラインドスキークラブも次年度で２０周年を迎えます。 

 そこで記念年のスペシャル企画を次のように計画中です。 

 

企画１  スキーツアーはど～んと北海道・富良野 ２泊３日 

  ①１／２２～２４    ②２／５～７  どちらか 

  宿；新富良野プリンスホテル １室２名   ３０～４０名 

  参加費；５０．０００予定  詳細は未定 



 

企画２  秋のハイキングはこれまたど～んと信州へ  

 １泊２日の 温泉＆観光 （詳細は別掲） 

 

企画３  ２０周年記念パーティー 

  ２００５年 ４月 １０日（日）予定 

  手頃な予算で開催できる会場を紹介いただきたい（衣笠） 

        どれか１つでも参加していただければと考えています。 

        もちろん全部参加大歓迎です！ 

        次回のお知らせをお待ちください。 

 

企画４  記念Ｔシャツを志村さん担当で計画中 

 

    ２０周年実行委員 

    川添 由紀  町田 由美  衣笠 健一  串田 直樹  成田 好一 

  八重樫幸夫    藤田  滋  福田 靖久  中山 初子  志村 好枝 

 

○ クラブニュース発行 

７月号（秋の旅行案内他）        １１月号（スキーのご案内）  

２００５年４月号（総会のお知らせ） 

 

○ ＨＰ（ホームページ）部会 

８月頃を目途に一般公開し関連団体・機関に連絡する。 

情報提供のお願い 

会員からのお知らせのページがありますのでクラブ員や一般に知らせたいクラブやブ

ラインドスキーに関する情報があれば、クラブ事務局かＨＰ部会のメンバーにメール又

はＦＡＸ等でお知らせください。 

 

○ 名簿の作成 

 今年度は４月時点で会員登録されている方の名簿を７月に作成送付し、視覚障害者の

方で添付メール可能な人にはエクセルのファイルも送る予定です。 

 

４、２００４年度予算案原案通り承認 

総会議事終了 

 

意 見 交 換 

 

Ｑ 北海道ツアーについてもう少し詳しく。 

Ａ 旭川空港から車で４０分程度。富良野、北峯と２つの

ゲレンデがあるが富良野を使う予定です。晴天率は高め、

混雑度はそこそこで、コースは長め、整備状況やパトロ

ールは良、機動力も揃っている。 

 

Ｐ Ｔシャツのデザインはできれば地味目に  

 



 

Ｑ ツアー予定の時期に競技会が在りそうだが日程の変更等は 

Ａ 競技会とぶつかるかは確認するが諸事情で変更は難しい 

 

Ｑ パーティーの会費は 

Ａ 会場等で変わるので未定。クラブからの補助金２０万円は主にパーティーに使う予定 

 

Ｐ ツアー主体のクラブだから補助金はツアーに使ってほしい 

Ｐ パーティーの方が参加者が多く出席率が高い 

Ｐ ＯＢも参加しやすい 

Ｐ ツアーの参加費５万円は安くはない 

Ｐ ツアーに配分しても一人あたりの還元は少ない 

 

Ｑ 富良野ツアーに対して積み立ての制度は 

Ａ 特に考えていない、各個人で積み立ててほしい 

 

Ｑ パーティーに他の関係団体を呼ぶ計画は 

Ａ 現在は考えていない 

Ａ 他の団体と連絡は付くが企画の内容によると思う。１０周年の時は呼んでいない 

 

１０周年の時の記念誌がまだ残っているので希望者は藤田滋さんに連絡してください。 

デジタルデータの必要な方は白崎まで。 

 

 

総会終了後、二俣川「仕立てや食堂」で大宴会 

 

 今年も総会の後は懇親会です。今年は鮮魚料

理の「仕立てや食堂」に３０人が集まりました。 

 新婚ほやほやの真弓さんは奥さんを連れての

参加。 

 総会初参加の人も多く和気藹々と２時間を過

ごしました。 

 

 

２０周年記念信州茅野温泉バスツアーへのお誘い 

 

じめじめした梅雨もあと少し、皆様体調はいかがですか？ 

最近体力がおちてスキーはチョットと思っていた方も、久しぶりに温泉で近況報告など

いかがでしょうか？もちろん御家族での参加も大歓迎ですよ！ 

『歴史が彩る古城のロマン』小諸の懐古園で島崎藤村に触れ、草笛に挑戦してみませんか。 

宿の露天風呂へは専用ケーブルカーでｇｏ!! ワイン工場では 30 種類のワインを無料で楽

しめちゃうんです。 

ミニハイキングあり、信州そばありの一泊二日温泉ツアーにぜひご参加下さい。 

 



 

 

日  時   2004 年 10 月 2 日(土)･3 日(日)  一泊二日 

 

集合場所   スキーツアーと同じ天理ビル前に 9:00 集合 

       帰りは翌日 17:00 予定 

 

行  先   信州小諸市周辺 

 

宿  泊   小諸 菱野温泉 常盤館 ℡０２６７－２２－０５１６ 

        

費  用   大人 19,000 円  小人 16,000 円（小学生まで） 

       宿泊費と交通費が含まれます。（昼食などは別料金になります） 

申し込み   参加希望の方は同封の温泉ツアー用ハガキので、企画担当衣笠へ 8 月 10
日までにお申し込み下さい。参加者には、後日詳しい日程表と振込先をお

知らせ致します。 

 ブラインドの方へ：ブラインドの方の返信用ハガキ文

面側は、左下に角を 1cm ほど切り落としてありま

す。参加希望の方は、既に切り落としてあるカド

の反対側（右上）を、同様に 1cm ほど切り落とし

て投函してください。 

 不参加の方は何もしないで投函してください。 

なお、視覚障害の方の返信用ハガキには住所、氏名を

墨字で記入済にしました。 

                  

ご不明な点や当日までの連絡先は下記までお願い致します。 

       成田、中山、衣笠 

 

 会費納入について  

 

２００４年度の会費を請求させていただきます。 

 郵便の振替用紙が同封されている方はできるだけ早く、ご送金くださるようお願いいた

します。 

 会費についてのお問い合わせなどがありましたら、会計 高梨までご連絡ください。 

 

 会員名簿２００４  

 

 クラブの会員名簿を同封しました訂正が必要な方は事務局までお知らせください。 

 また、近々この名簿をメールアドレスをお持ちの視覚障害者にエクセルの添付ファイル

でお送りする予定です。 

 

 
事務局  白崎 正彦   
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２００５年度総会のご案内 

 

日 時：  ２００５年５月２９日（日） 14 時００分～16 時３０分  

会 場：  神奈川県ライトセンター ２階第１講習室 

内 容  

開会 

  ＜議事＞ 

１．2004 年度かながわブラインドスキークラブ 事業報告書 

２．2004 年度かながわブラインドスキークラブ 決算報告書 

３．役員改選 

４．2005 年度かながわブラインドスキークラブ 事業計画書案 

５．2005 年度かながわブラインドスキークラブ 予算案 

６．その他           
 

＜懇談＞（意見交換）            
 

 ２０周年行事も無事に終了し、次の２０年に向けてみんなでクラブを盛り立てて

いきましょう。今年は役員改選がありますので、２００５，６年度の２年間クラブ

のために役員として立候補をお考えの方は返信はがきにその旨ご記入いただくか、

事務局白崎までご一報ください。 

 

 

 

総会後の懇親会ご案内 

 

 総会後の懇親会。今年は、二俣川駅に隣接した居楽屋「白木屋」を会場に盛大に

開催いたします。 

                                              
会 場 白木屋（℡０４５－３６４－４４８８） 

時 間 １７時３０分から１９時３０分頃 
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会 費 ４，０００円 

 

 

※出欠席の回答は同封のハガキで５月２０日までにご回答ください。  

※ブラインドの方は回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして、右上の対角線上

の角が総会と懇親会の両方に参加する方、左上が総会だけに出席する方、右下が

懇親会だけに参加する印として、１センチ程度斜めに切り取ってください。 

 

※総会に欠席される方は回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長

に対する委任状とさせていただきます。 

※毎年委任状が少なくて総会の成立に苦慮しております。回答はがきの返送にご協

力ください。 

 

  ２０周年事業特集  

 

 

信州菱野温泉バスツアー報告 

  

 ２０周年記念行事の第一弾として企画された温泉ツアーは、２００４年１０月２

日（土）・３日（日）の日程（１泊２日）で実施されました。初めてのいとなみな

がら、３５名（B１３名、S２２名）の方に参加を頂き、予定通り９時に天理ビル前

を出発。天候は曇りながら家族での参加者もあり、和気藹々と一路、小諸へ。当日

は、懐古園（見学）・布引観音（ミニハイキング）。夜は温泉と宴会（ビンゴ大会）

で盛り上がりました。２日目は、朝からあいにくの雨模様でしたが、ワイナリーを

見学後、軽井沢で昼食を取り、１７時頃、横浜へ帰着。参加された皆様のご協力に

より無事終了することができました。また、スキー以外の、このような企画が実施

されることを願いつつ、温泉ツアーの報告とさせて頂きます。  
                                       
            以上  
 
 
ブラインドスキーツアーに参加して 

 

                               串田 礼香 

今回このツアーに参加させて頂くことで、多くのことを学ばせて頂きました。日常

生活の中ではブラインドの方と接する機会がなかなかないため、誘導方法やスキー

の声掛けなど、分からないことばかりでした。ツアーの間、私は加藤さんのパート

ナーをやらせて頂きました。 声掛け初心者の私がパートナーでさぞ不安になられ

たことだろうと思いますが、それでも嫌な顔せず楽しそうにスキーをして下さいま

した。私は今年まで二年間、大学でスキー部に所属していました。そこでは競技ス

キーが中心だったため、スキーは個人競技だと思っていました。しかし、今回のよ

うに大勢の方々とスキーをやらせて頂くことで、スキーの新しい楽しみ方を知るこ

とができました。また機会があればツアーに参加させて頂きたいと思います。あり

がとうございました。 
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軽井沢で昼食を取り、１７時頃、横浜へ帰着。参加された皆様のご協力により無事、 

終了することができました。また、スキー以外の、このような企画が実施されるこ

と 

を願いつつ、温泉ツアーの報告とさせて頂きます。  

                                       

 

初めてづくしの北海道スキーツアーに参加して 

                           松橋 美喜子 

 その日の富良野は、20 周年記念ツアーの 34 名を快晴で迎えてくれました。私に

とって、スキーの北海道は今回が初めて、スキー以外でも富良野は初めての地でし

た。晴れてはいるものの吸う息も凍るような冷たい空気はさすが北海道という感じ

で、雪質はまさにパウダースノー。雪の大きな結晶は子供の頃理科の教科書で見た

写真そのものでした。 

 このクラブには昨年春入会し菱野温泉ツアーに参加しましたが、スキー参加は初

めてなのに肝心の研修会には出なくて不安でした。さて現実は、グループについて

おりるのが精一杯の自分がいました。楽な所を勝手に選んで一人滑りおりるのとは

違って、パートナーのすぐ後について絶えず声掛けするというのはスキーの腕と頭

の回転の速さ、器用さを必要とされるものでした。へこみましたが、来年は少しま

しなパートナーにならないと、と思いながら帰路についたのでした。 

 

 

 ４月１０日（日）横浜駅西口の横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズで２０周

年記念パーティーが開催されました。 

 会場には創世記に活躍した昔の仲間など懐かしい顔も含め総勢６０名もの人が集

まりました。 

 会の様子は総会での報告をお楽しみに 

 

 

事務局  白崎 正彦 
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２００５年度総会の報告 

 今年の定期総会は去る５月２９日（日）に神奈川県ライトセンターで開催されました。 

月初めは忙しいのではとの声に月末開催としましたが。４月２０日に創立２０周年のパー

ティーからあまり日も経っていなかったのが災いしてか、今年も参加者は少な目でした。 

それでは議長は成田好一さん、書記は草郷世津子さんで進められた議事の中身をご紹介し

ます。 

 

2005年度 かながわブラインドスキークラブ総会 

２００５年５月２９日「日」  １４時～１６時３０分   神奈川県ライトセンター 

 

開会の挨拶  （鈴木ひかる）   

 

初瀬川会長の挨拶 

 ２０周年事業も無事終わった事を役員さん始め皆様に感謝いたします。６年間の会長の

役を去るにあたり、今期より役員になられた方の、活発な意見交換を期待します。長い間

支えていただいて有難うございました。  

 



議長および書記の選出 

 議長；成田   書記：草郷 

 議長より、本日の総会がスムーズに運営されるよう協力要請。 

 

全員の自己紹介 

２００５年度総会開催にあたり 

 出席２５名 委任状３５名  計６０名（会員数９７名）となり、この総会は成立する  

２００４年度事業報告 

 ２００４年度総会開催報告  議長より報告 

 ２００４年度決算報告  高梨氏より説明および報告 

 

 ２０周年記念事業の説明   

１. 秋のハイキング：信州菱の温泉バスツアー（小諸） 

１０月２日（土）３日（日）１泊２日  参加者３５名（Ｂ１３．Ｓ２２）   

かいこう園、布引観音、ミニハイキングに滝見物、小諸ワイナリーの試飲と盛りだ

くさんの内容で、最後は信州そばで〆、楽しい旅は終わる。 

（実行委員 中山・成田・衣笠） 

  ２、富良野スキーツアー 

    １月２２日～２４日 ２泊３日  参加者３４名 

    晴眼の参加が少なく大変だった。早朝の集合にもかかわらず、無事出発でき、 

    怪我人も無く全員無事に帰宅。連日快晴  （実行委員：川添、福田、串田） 

  ３, ２０周年記念パーティー 

    ２００５年４月１０日  参加者６０名  ベイシェラトンホテルタワーズ 

    普段会えない人たちの参加に盛り上がる。 白崎氏に記念品贈呈。 



  ４、記念Ｔシャツ作成 

    記念に残るものとして企画された。パーティー会場で配布。尚、富良野参加者に

は先に配る 

 研修会 

  １２月５日（日） ライトセンター 参加者20名位 

  ストッキングを包帯代わりに使う救急法の講習を白崎氏から受ける。例年のごとく2次

会がメインで終わる。 

 

クラブホームページ「声のきずな」のリニュアル 

  3年に入ったところで、有力メンバーのＹ．Ｍさんの都合で、更新が遅れている。 

クラブニュースの発行 

  20周年事業と重なったため、2004年7月と2005年4月の年2回の発行となる。 

 

事業報告に対する質問 

  Ｔシャツの売れた数は？ ：92枚くらい 

以上、事業報告に対して拍手で承認された。 

 

会計監査報告 

  伊藤（信）氏が欠席の為衣笠氏より報告  適正に処理されていることを承認される 

 

役員改選 

 会員の中より選出されるものとする。 議長より会長立候補の有無を聞くが返事無し。 

  Ｋ氏から渋谷氏は２つのスキークラブに入っていることにより連携が取れるのではと

会長への推薦する提案があったが、本人は「一役員として裏方で手伝いたい」と  



辞退 。 

 岩崎氏が会長に推薦され、本人も了解、拍手で承認 

 事務局   白崎氏もう一期やりますと宣言 

 役員    外山氏立候補  高梨氏、鈴木氏、渋谷氏、川添氏、留任承認 

中西氏、岩崎（かおる）氏、小西氏が推薦され全員承認される。 

 

新会長 岩崎氏より新任の挨拶：責任を肝に銘じ、これから頑張ります。20周年を土台に

個人的事情により動けなかった分、しっかり働きます。宜しくお願いいたし

ます。 

前会長初瀬川氏より挨拶  6年前トラブルがあり、会の存続のために引き受けた。こんな

に長くやるとは思ってなかったが クラブ名の変更やスキー技術の向上に思

いが浮かぶ。今後のクラブを衰退化させないためにも新たな人脈に期待しま

す。 

 

  細かい役割分担は役員会で決める。 

 

2005年度事業計画 

 

1、 総会の開催 5月29日（日）１４：００～１６：３０ 神奈川県ライトセンター 

 

2、 秋のハイキング  内容未定 役員により協議 

 

3、 研修会とパーティー 12月4日（日）内容未定 役員により協議  

 



4、 スキーツアー２００６  未定 実行委員で企画  鈴木（ひかる）川口、松橋、

福山、岩崎（会長）、川添、都山、福田、八重樫の方々と希望者。 

 

5、 クラブホームページ「声のきずな」の運営  皆さんの意見を載せたり、外に向け

て開けるよう目標に向けて頑張ります。 

 

6、 クラブニュースの発行  総会報告、年間計画が中心となる。 

 

2005年度予算案について 

  高梨氏より報告  用具購入費としてトランシーバーを、広報費としてホームページ、

の経費として予定している。 

 

その他  無し 

 

議長および書記の解任 

総会終了 

 

総会終了後の懇親会は笑笑で 

 

 総会後の懇親会は白木屋の予定が人数の関係で笑笑になりましたが、今年も２時間の飲

み放題をたっぷりと楽しみました。 

 

 

 会費納入について  



 

２００５年度の会費を請求させていただきます。 

 郵便の振替用紙が同封されている方はできるだけ早く、ご送金くださるようお願いいた

します。 

 会費についてのお問い合わせなどがありましたら、会計 高梨までご連絡ください。 

 

 会員名簿２００５  

 

 クラブの会員名簿を同封しました訂正が必要な方は事務局までお知らせください。 

 

 

事務局  白崎 正彦   

 

 



 
 

10/8(土) 鎌倉ハイキングも無事に終わり 今回のクラブニュースは研修会・忘年会とスキーツアーの 

お知らせです。スキーシーズンが待ち遠しいですね！ 

 

10/8(土)秋のハイキングについて （中西 太郎） 

        当日はハイキング日和とはいかなかったが雨も降らずまずまずの天気でした。 

参加人数は１１名とこじんまりしたアットホームな雰囲気でスタート。 

まずは鶴岡八幡宮でお参り 当日の安全を祈願！ そこから由比ガ浜まで 

歩き 海辺の公園で持参したお弁当を食べる。トンビに注意しながら また潮風を 

感じながらの昼食でした。 

昼食後は定番の鎌倉大仏（中西 太郎そっくり）を見学する。その後 いよいよ本格的な 

ハイキングコース（大仏コース）へ。 

前日 雨が降ったせいか道はぬかるんでいたが S.H.君の献身的なかけ声でこける人もなく 

ナイスカバー！ 皆 足取り軽く 約 1 時間のハイキングコースを突破！ 

 銭洗い弁天に立ち寄り 各自お金を洗い満足！（２倍に増えますように！）  

そして鎌倉駅に戻り一旦解散！ 

解散後は有志で近くの銭湯に入り 湯ぶねから壁に描かれた富士山を見る。 

さらにその後 飲み会へと流れた。（3 件のはしご） 

尚、今回は事前にハイキングであるとしっかり案内したにも関わらず参加者 M.M.さんは  

エレッセのスポーツサンダルでの参加でありひそかに うけを狙っていた。 

     



 

 

今回は研修会＆忘年会の出欠返信用とスキーツアー出欠返信用の２枚の返信用ハガキを同封しています。 

（ブラインドの方にはそれぞれのハガキを識別するためにスキーツアー出欠返信用ハガキにのみ  

ブラインドの方の住所・氏名のラベルをハガキ裏面に事前に貼ってありますので それで識別を 

お願いします。） 

 

① 研修会& 忘年会 

 

【研修会】 

  今年もまたスキーシーズンが刻一刻と近づいてきました。 

そこで今回の研修会はブラインドスキーを、楽しく安全にをテーマに企画しました。 

多数の参加をお待ちしています。 

 

日時  12/ 4 （日）１４：３０～１７：００ 

 

場所  神奈川県民活動サポートセンター ３０５号   

     （横浜駅 徒歩５分） 

 

      電話 ０４５－３１２－１１２１ 

 

内容 

１ 部 ブラインドの誘導法                    担当  白崎正彦 

2 部 カービングスキーとノーマルスキーの違い       担当  外山 尚 

3 部 ブラインドスキーの魅力と今後の提案・要望事項   出席者 

 

   【忘年会】 

  研修会終了後はクラブの忘年会です。奮ってご参加下さい。 

  

 日時   12/4 (日) １７：３０～１９：３０ 

 

 場所   和風居酒屋 旨旨（うまうま） 

       （横浜駅西口 徒歩５分。おととしと同じ場所。 相鉄 長距離バス乗場前を 

        通り 入り口が和風の店） 

 

        電話 ０４５－３１２－６３３７ 

                            

   会費   ５，０００円 （予定） 

 

 

 

 



※ ブラインドの方はハガキの切れ目の入った角を左下にして 右上の対角線上の 

角が研修会＆忘年会の両方に参加する方、左上の角が研修会のみ参加する方、 

右下の角が忘年会のみ参加する方として、１センチ程度斜めに切り取って投函 

して下さい。 

   研修会＆忘年会 両方とも不参加の方は何もしないでそのまま投函してください。 

 

※ 尚、出欠返信用ハガキは 1１月１３日（日）までに投函して下さい。 

 

※当日 誘導希望の方 、また何かご不明な点ありましたら、下記に連絡をお願いします。 

  『連絡先』 鈴木 光  

               

② スキーツアーのお知らせ 

 

再度 あのゲレンデ尾瀬岩鞍スキー場に出かけます！ 広いゲレンデで 優雅に楽しく滑りましょう！ 

是非是非ご参加下さい。（４０名 募集。 定員になり次第締め切り ） 

 

日程  ２００６年１/２１（土）朝 出発～１/２３（月）夕方 到着 （２泊３日） 

 

場所  四季の森・ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場 

 

宿泊  ロッジ サンライズ （前々回と同じ宿）  檜風呂（温泉）あり 

        〒378-0412 群馬県利根郡片品村大字土出７３８ 

        電話 ０２７８－５８－７３０６   URL: http://www7.ocn.ne.jp/~sun-rise/ 

 

参加費 ３５，０００円程度（交通費、宿泊費、２朝食、２夕食、リフト券３日分、保険料込み） 

 

※ ブラインドの方はハガキの切れ目の入った角を左下にして 右上の対角線上の 

角がスキーツアーに参加する方、左上の角が保留の方、右下の角が不参加の方として、 

１センチ程度斜めに切り取って投函して下さい。 

  （尚 保留の方は出欠が明確になる時期を記載して下さい） 

 

※ 尚、出欠返信用ハガキは 1１月１３日（日）までに投函して下さい。 

 

※ 何かスキーツアーについてご質問ありましたら、下記に連絡をお願いします。 

   『連絡先』 福田 靖久 

         外山 尚   

 

☆ 参加者には後日、詳細なスケジュール及び参加費の振込用紙を送付いたします。 

 

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

 『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 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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２００６年度総会のご案内 

 

日 時：  ２００６年６月１１日（日） 14 時００分～16 時３０分  

会 場：  神奈川県ライトセンター ２階第１講習室 

内 容  

開会 

  ＜議事＞ 

１．2005 年度 かながわブラインドスキークラブ 事業報告書 

２．2005 年度 かながわブラインドスキークラブ 決算報告書 

３．2006 年度 かながわブラインドスキークラブ 事業計画書案 

４．2006 年度 かながわブラインドスキークラブ 予算案 

５．その他           
 

＜懇談＞（意見交換）        
暖冬予想が一変し豊富な雪に恵まれたシーズンみなさんの成果はいかがでしたか。 

今回は岩鞍ツアーの反省会で出た問題をしっかりと検討します。 

いつまでも安全で楽しいスキーを続けられるように、みんなで意見を出し合い、みん

なで協力し、それぞれが自分のためにそしてクラブのために、役割を分担し、力を合

わせる。 

そんなクラブを目指して、年一度の大事な総会に参加しましょう。 

 

 



 

 

尚、総会終了後 以下のように懇親会を行いますので こちらもご参加下さい。 

 

 時間 17:30～19:30 

 

 場 所  海 産 物 居 酒 屋  さ く ら 水 産  二 俣 川 南 口 駅 前 店   045-360-8365  

http://r.gnavi.co.jp/a543710/ 

    二俣川駅南口徒歩 1 分 

南口ロータリー 三井住友銀行隣 地下 1 階 

会費    ￥3,000 (飲み放題付) 

 

予約名 神奈川ブラインドスキークラブ 

 

 

※出欠席の回答は同封のハガキで５月３１日までにご回答ください。  

※ブラインドの方は回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして、右上の対角線上の角

が総会と懇親会の両方に参加する方、左上が総会だけに出席する方、右下が懇親会だ

けに参加する印として、１センチ程度斜めに切り取ってください。 

※総会に欠席される方は回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長に対

する委任状とさせていただきます。 

※毎年委任状が少なくて総会の成立に苦慮しております。回答はがきの返送にご協力く

ださい。 

 

 

 尾瀬岩鞍スキーツアー感想 

 

 （磯部さん） 

 去る、１月２１日――２３日にかけて、第２１回ブラインドスキーが群馬県岩倉スキー場において、

開催されました。 

 参加人数はブラインド１４名、 ガイド２６名、計４０名の参加でした。 

 ２１日の午後から４班に分かれて、グループ滑走となりましたが、私は風邪の熱が下がらず、 

休ませていただきました。 天候は二日間はまあまあでしたが三日目には少し風が強く、吹雪

http://r.gnavi.co.jp/a543710/


 

 

いてしまいました。 そのため滑らない組もいましたが私は半日休んだ分をとり返そうと、滑る組

にはいり、寒い中、つき合わせてしまい、ガイドの方に、感謝です。  

夜の宴会では，景品つきのゲームもあり，大いに盛り上がりました。 

私はスキークラブでの参加は、初めてでしたが、スキー人口が減っている中、ガイドがたくさん

参加してくださっているなと思いました。役員の方の努力に、敬意を表します。 

私たち、視覚障害者が、このすばらしいスキーを楽しむにはガイドなしではできません。 

今回、集まってくださった人たちを大切にし、より多くの人に参加してもらえるように、私たちも、

できることはやらなければならないなと改めて思いました。 

役員の皆様、お疲れ様でした。 

 

 （加藤（康）さん） 

今回のブラインドスキーに初めて参加して一番の感想としては、参加されているブラインドの方

がスキーがとても上手でした。 

自分はスキーが特別に上手ではないため、ブラインドの方の前方に付いて滑ってはいましたが、

余裕がありませんでした。 

機会がありましたら、体力、技術を上げて また協力できたらと思います。 

実行委員の方々には初参加ながら色々な体験をさせて頂き、どうもありがとうございました。 

 

（吉原さん） 

小回りの嫌いな吉原麻里です。 

初めてのスキー場だったので、ちょっと不安だったけど、三日間楽しく滑ることができました。 

今後 参加したときは、どの斜面でも、滑れるようになっていたいなと、思っている。 

今回は、Ｃ班が、自分のレベルに合っていました。 

ちなみにＡ班は、私にはまだ無理だったかな！                                                           

 

（飯田さん） 

 このほど、尾瀬岩鞍ツアーに初参加させていただきました飯田です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 まずは自己紹介から。名前は「飯田清一（いいだせいいち）」といい、男性、45 歳。 

東京都大田区は蒲田に住んでおります。いまだ独身のため、一人暮らしですが…。 

勤務先は、横浜市神奈川区にあります「日本ビクター（株）」で、技術職をしております。 

横浜在勤ということで、このクラブへ参加させていただいております。 

そして、私は視覚障害者（2 級）です。生まれつきの色変（網膜色素変性症）で、30 代くらいま

では弱視ながら一人でスキーができていたのですが、病気の進行から最近はサポートなしでは 

滑れなくなってしまいました。 

しばらくは友人のサポートで滑っておりましたが、「ブラインドスキー」というのがあると聞き、 

今回のツアーに参加させていただいた次第です。 

スキーを始めたのは、高校生の頃ですが、本格的にやり始めたのは大学でスキー同好会に入

ってからなので、スキー暦は 26 年。そのうち 20 年は一人で滑っておりました。 

なので、スキー技術は中級以上あります。 

 今回のツアーに参加して感じたことは、「ブラインドスキー」としてはまだまだ初心者だというこ

とです。 



 

 

ずっと一人で滑っていたせいか、どうしても自分のペースで滑ってしまい、パートナーの指示に

きっちり合わせていないところがあり、パートナーに怒られてばかりでした。 

ただこれも、今回が初参加で、ちゃんと「ブラインドスキー」をするのが初めてということでしたの

で、これから毎年参加していけば、きっとパートナーと息を合わせて滑ることができるようになっ

てくると思います。 

ということですので、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

『視覚障害 その研究と情報』の２月号に掲載された記事(題名  視覚障害者スキー)を同封し

ます。 

 本クラブのことも記載されています。 

 大橋さん 情報提供ありがとうございました。 

 

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

///// 

 

 『クラブニュース編集・発行』  広報Ｔｅａｍ   外山 尚 

小西 武彦   

  川添 由紀 

 

  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/ 

 

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

////// 



            

 

 

（注意） 今回はハイキング出欠返信用ハガキのみ同封しています。 

研修会&忘年会及びスキーツアーの出欠確認は後日となりますので 今回はそれぞれ日程と 

概要の案内のみとなります。 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

秋のハイキング 【スワンボートレース大会】 

  

三崎口からソレイユの丘まで 4.6 キロ足慣らし後 スワンボートレースをして、みんなでカレーを 

作って食べましょう。  15 人揃わない時にはバーベキューになります。 

スワンボードレースは瞬発力と持久力を必要とします。 

当日までに足腰を鍛えておきましょう。 

ボートは 3 人乗りで真ん中が舵取り、両サイドがこぎ手です。 

レースして一汗かいて、温泉入って、飲んで騒いで楽しみましょう 

  

日程             10 月 22 日 (日) 

 

集合時間・場所    午前９時 30 分 京急三崎口改札集合(改札は１つです) 

             ※当日 誘導希望の方,また何かご不明な点ありましたら、下記に連絡をお願いします。 

                『連絡先』 鈴木 光 

 

会場          ソレイユの丘  http://www.yokosuka-soleil.jp/ 

 

会費          3500 円 

ボート代、昼食代、お風呂代込み 

 

解散           16 時頃 

 

当日緊急連絡先       鈴木光 

 

申込み締切り   同封のハガキにて出欠を記載後 10 月 8 日までに投函して下さい 

http://www.yokosuka-soleil.jp/


  

 

※ ブラインドの方はハガキの切れ目の入った角を左下にして 右上の対角線上の 

角がハイキングに参加する方として、１センチ程度斜めに切り取って投函 

して下さい。 

   不参加の方は何もしないでそのまま投函してください。 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

研修会&忘年会の案内 

 

【研修会】 

日程   12 月 3 日(日) 

時間   15 時～18 時 

場所   神奈川県民活動サポートセンター403 号室 （横浜駅 徒歩５分） 

電話 ０４５－３１２－１１２１ 

 

内容    ●スポーツストレッチ（スキー版） 

        ●救急法 

 

【忘年会】 

日程   12 月 3 日(日) 

時間   18 時 30 分～20 時 30 分（予定） 

会場    未定（後日 案内します） 

会費   5000 円程度 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

2007 年スキーツアー実行委員の紹介 

 

岩崎宗治 

川口敏矢 

川添由紀 

串田直樹 

志村好枝 

福山邦子 

宮副竜生 

 

☆ スキーツアー詳細は次のページを参照下さい。 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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（注意） 今回は研修会・忘年会 & スキーツアー 両方の出欠返信用ハガキを ２枚同封しています。 

       （ブラインドの方へ）２枚のハガキを識別する為に スキーツアー用出欠返信用ハガキのみ  

                   住所・氏名ラベルをハガキ裏面に予め貼ってあります。 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 ２００６年度 総会報告 

 

 遅くなりましたが ２００６年度の総会報告です。 

 去る６月１１日、日曜日、ライトセンターで１４時から１６時３０分まで開催されました。 

 

 総会議事 

２００５年度事業報告・決算報告 & ２００６年度事業計画案及び予算案 → 原案どおり可決 

 

 意見交換 

スキーの安全対策について 

○システム・技術・事前準備を見直す 

○研修会にどう参加してもらうか（参加者をどう増やすか） 

○安全の確保はまずスピードコントロール 

○カービングスキーになってスピードコントロール力が低下した 

○転べの指示に対する受け止め方がマチマチ 

○サブパートナーの位置が大切 

○パートナーが少ない 

○ヘルメットの着用について検討する 

 

新会員の確保について 

ハイキングの実施について 

等々話し合いました。    （以上事務局白崎） 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

秋のハイキング報告 【スワンボートレース大会】 

  10/22（日）いい天気に恵まれ 17 名参加のもと 三浦半島 ソレイユの丘で ①スワンボートレース ②BBQ 

 ③露天風呂入浴（海洋深層水）、買い物など 楽しい１日を過ごしました。 

 スワンボートは初めてという人も数年ぶりという人もいましたが みんな必死でペダルをこぎました。 

 ここ三崎はまぐろ漁港としても有名なところなので 今度はまぐろ料理を目当てにまた来たいものです。 

 



 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

研修会&忘年会の案内 

 

【研修会】 

日程   12 月 3 日(日) 

時間   15 時～18 時 

場所   神奈川県民活動サポートセンター403 号室 （横浜駅 徒歩５分） 

電話 ０４５－３１２－１１２１ 

内容    ●スポーツストレッチ（スキー版）   ●救急法 

 

【忘年会】 

日程   12 月 3 日(日) 

時間   18 時 30 分～20 時 30 分（予定） 

会場    旨旨うまうま   ( 横浜駅西口 うまうま 横浜駅西口徒歩 4 分 ) 

       神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町１－６－１岩井ビル１Ｆ・２Ｆ045-312-6337 

会費   5000 円 （飲み放題） 

 

 出欠葉書は研修会＆忘年会で 1 枚です  

ブラインドの方へ：ブラインドの方の返信用ハガキには、氏名は墨字にて記入済となっております。また、あらかじめハガキの左

上の角を 1cm 切り落としてあります。研修会・忘年会両方 参加希望の方は、既に切り落としてあるカドの右下側（対角側）を、同

様に 1cm 切り落として投函してください。研修会のみ参加の方は既に切り落としてあるカドの右側のカドを 1cm ほど切り落として

投函してください。忘年会のみ参加の方は既に切り落としてあるカドの下側のカドを1cm切り落として投函してください。両方不参

加の方は何もしないでそのまま投函してください。 

尚, 当日誘導必要な方は鈴木宛 ご連絡下さい  すずき ひかる  

留守電の時はお名前を入れて下さい. かけ直します 
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2006 年 10 月 29 日 

スキーツアー実行委員会 

 

  ２００７年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキーツアー 

 参加者大募集！ 
みなさん！こんにちは。今年の夏は甲子園で泣かせてもらった人も多かったのではないでしょうか？！駒大苫小

牧 VS 早実の決勝戦、Mr.スキーのわたくしも一瞬スキーのことを忘れるくらいの感動を覚えました。 

とはいえ、身体がスキーを求めていのが分かる今日この頃、、、傘を持てばストックを、下り階段を見ればゲレン

デを思い出してしまい、スキーへの情熱は大きくなるばかりなのは私だけでしょうか・・・？（そんなはずはない！）

冬まで、あと３ヶ月！来シーズンも共に“尾瀬岩鞍の地”で大暴れしましょう！ 

ということで、来シーズンも毎年希望の多い“ホワイトワールド尾瀬岩鞍”スキーツアーを実施することに決定しま

した。ゲレンデはあなたの参加を待っているぞーっっっ！ 

参加ご希望の方は、本誌と同封の「返信用ハガキ」にて、１１月２２日（水）必着でお申し込みください。 

 

【申し込み方法】 

晴眼者の方へ：参加、不参加、保留のいずれかに○印をつけて投函してください。なお、保留の場合は参加、不参

加の決定時期をご記入ください。 

 

ブラインドの方へ：ブラインドの方の返信用ハガキの裏には、住所、氏名ラベルを予め貼っております。また、予め

ハガキの左上の角を 1cm ほど切り落としてあります。参加希望の方は、既に切り落としてあるカドの反対側を、同

様に 1cm ほど切り落として投函してください。不参加の方は何もしないで投函してください。保留の方は、既に切り

落としてあるカド以外の残り全てを切り落として投函してください。なお、保留の場合は参加、不参加の決定時期を

ご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【スキーツアー概要】 

☆日程  1 月 27 日（土）朝出発 ～ 1 月 29 日（月）夕方解散 

☆行先  ホワイトワールド尾瀬岩鞍 

☆宿泊先 ロッジ かぶらぎ 

〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出 2609-201 

  TEL: 0278-58-7788  FAX: 0278-58-7194 

※宿泊先詳細⇒URL：http://rkaburagi.com/ 

☆利用バス 横浜市福祉バス もしくは 民間貸切バス 

☆募集定員 35～40 名程度 

  原則として先着順ですが、晴眼者とブラインドの割合を考慮して決定します。 

☆参加費       35,000 円程度（交通費、宿泊費、２朝食、２夕食、リフト券３日分、保険料、雑費込み） 

☆問合せ先 2007 年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキーツアー実行委員 

 志村 好枝 

 宮副 竜生 

 

【ツアーコンセプト】 

“安全の実現” 

・ブラインドはヘルメット着用を奨励 

⇒今回のツアーでは、数に限りはありますが、ヘルメットをクラブで試験的に準備します。 

・ブラインド１人に対して晴眼者３人でサポート 

⇒例年晴眼者不足の状況です。サポートしてくれる晴眼者に声をかけ連れて来ましょう。 

・自身の技術と体力を再認識 

⇒スキーは激しく、体力を消耗するスポーツということを忘れずに。 

 

【“ロッジ かぶらぎ”に関して】 

・８月１８日（金）、実行委員の志村さんと串田夫妻の３人で宿の下見に行っていただきました。 

・建物は地上３階、地下１階で、７．５畳、６畳の部屋が７部屋ずつあり、各部屋トイレ付き、冷暖房完備です。 

・場所はゲレンデの目の前で、乾燥室も広く、そのままゲレンデに出ることができます。 

・戻ってくれば食堂で昼食も OK！自慢のカレーは７００円、お替り自由とのことです。ちなみに味は不明ですが・・・ 

 

参加者には後日、詳細な案内とともに、参加費の振込用紙を送付いたします。 

 

 

 

                                                                 以上 
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２００７年度 総会のご案内 

 

日 時：  ２００７年６月１７日（日） 14 時００分～16 時３０分  

会 場：  神奈川県ライトセンター    ２階第１講習室 

内 容  

開会 

  ＜議事＞ 

１．2００６年度 かながわブラインドスキークラブ 事業報告書 

２．２００６年度 かながわブラインドスキークラブ 決算報告書 

３．２００７年度 かながわブラインドスキークラブ 事業計画書案 

４．２００７年度 かながわブラインドスキークラブ 予算案 

５．役員改選 

６．その他           
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＜懇談＞（意見交換）        

いつまでも安全で楽しいスキーを続けられるように、みんなで意見を出し合い、みんなで協力

し、それぞれが自分のためにそしてクラブのために、役割を分担し、力を合わせる。 

そんなクラブを目指して、年一度の大事な総会に参加しましょう。 

 

 

尚、総会終了後  以下のように懇親会を行いますので こちらもご参加下さい。 

 

かながわスキークラブ懇親会２００７ 

 場所海鮮居酒屋 はなの舞 二俣川店  045-360-8823 

http://r.gnavi.co.jp/g240125/menu1.htm         

平成１９年６月１７日（日）  

時間  17:30～19:30 

 二俣川駅南口徒歩 1 分 

  南口ロータリー 三井住友銀行隣  

会費    ￥4,000  

 

※出欠席の回答は同封のハガキで６月８日までにご回答ください。  

※ブラインドの方は回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして、右上の対角線上の角が総

会と懇親会の両方に参加する方、左上が総会だけに出席する方、右下が懇親会だけに参加

する印として、１センチ程度斜めに切り取ってください。 

※総会に欠席される方は回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長に対する

委任状とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 尾瀬岩鞍スキーツアー感想 

 

（窪田 純子さん） 

初めて参加して 

 

 お天気に恵まれ絶好のコンディションでのスキーでした。今回初めてで土日のみの参加でした

が、いろんな意味で学ぶことの多かった 2 日間でした。まずは、ブラインドの方のスキー技術の

高さに驚かされました。ガイドのほうが後ろでばたついているような光景もちらほら見られ、これは

我々もおちおちしてはいられないと、お尻をたたかれた感じです。また、今までブラインドの人た

※毎年委任状が少なくて総会の成立に苦慮しております。

回答はがきの返送にご協力ください。 

http://r.gnavi.co.jp/g240125/menu1.htm
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ちと接する機会がほとんどなかった私ですが、晴眼者に対して、想像以上に思いやりを持って

接してくださり、また時々やってしまう私たちの“大きなお世話？”に対しても、嫌な顔ひとつされ

ない柔順な姿を目の当たりにして、ブラインドの方の人間の大きさを感じずにはいられないもの

となりました。 

ガイドに関しては、想像以上に難しく、うまく誘導できない自分にジレンマを起こすこともありま

した。でも、そんな誘導でも、気持ちよさそうに滑ってくれる人がいると思うと、とても嬉しくなり励

まされました。これからも、お互いが楽しめるスキーとなるように、非力ながらお手伝いできればな

と思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （桜井 美樹さん） 

 

 こんにちは。桜井と申します。 

 今回、初めてツアーに参加したので、まだまだ「誰？」という方も多いかと思いますが、とても

楽しかったです。 

お役に立てていたかどうかは分かりませんが、少しでも”足し”になっていれば幸いです。 

  実は、ライトセンターのブラインドスキーには、かれこれ５，６回参加していたのですが、思え

ば、ブライドスキーこそ、我がスキー人生の始まりでした。 

初回参加の時は、ボーゲンすらままならず、パートナーもろとも奈落の底・・・という悲惨な状況

で、早速ミソッカスに回されたのを覚えています（笑）。しかし、そこから私のスキー”ひとり闇特

訓”が始まったのでした。 

 翌年、そしてまた翌年・・・ブラインドスキーを目標に、1 人黙々と志賀の山奥に通い、その余

りの没頭ぶりに、周囲からは「よほど痛い失恋でもしたのか？」と言われることもありましたが、と

にかく、ブラインドスキーに照準を合わせ、スキーの習得に邁進したのでした。 

 そのおかげか、今、本当にスキーが楽しいし、あれだけ皆さんに迷惑をかけてのスタートだっ

たブラインドスキーで、ようやく少しはお役に立てるようになったかな・・・と思える自分が、お世

辞抜きに、とても幸せです。 

 「私のスキー人生は、ブラインドスキー抜きに語れない。」 

ちょっと大げさではありますが、これまでのことを考えると、本当にブラインドスキーには感謝し

ているし、これからもこのマインドのままに、頑張ってブラインドスキーに参加していきたいと思っ

ています。 

 まだまだ勉強することはたくさんあると思いますが、ブラインドスキーを通して、かけがえのな

い人たちと出会えたし、また、これからもより多くの人と出会い、知り合い、楽しいスキー人生を

送れたら・・・と思います。 

 新参者ではありますが、皆さん、今後共、どうぞよろしくお願いします。 
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（佐藤 あき子さん）                                                          

 迷いに迷った今回のスキーツァー参加でした。たいしてスキーの技術もなく、体力もなくなる一

方。もうパートナーなんて無理なのではと思っていました。でもせっかくクラブに入会させてもらっ

ているのにスキーに行かないのもなんだかおかしなもの。それに下手でもやっぱりスキーは大好

きだし、ブラインドスキーには楽しい思い出もいっぱい。ということで恐る恐る参加しました。そし

て岩鞍での三日間。お天気にも恵まれ、ほんとに楽しい三日間でした。急遽参加したパートナ

ー講習会では、きれいさっぱりパートナーのやり方を忘れてしまっている自分を再認識。そんな

こととも知らずに、いっしょに滑っていただいた鹿瀬島さん、町田由美さんありがとうございました。

お二人のやさしさにとっても救われました。今度ご一緒するときはもう少しパートナーらしくなって

いるといいのですが。ともあれスキーを満喫、そして楽しく素敵な出会いがいっぱいの三日間で

した。ありがとうございました。 

 

 

 

☆☆☆ 編集後記 ☆☆☆ 

  今年のスキーツアー(2007.1.27～29 尾瀬岩鞍スキー場)は新しい参加者も迎え 楽しいツア

ーとなりました。 

 ゲレンデの目の前の宿というロケーションも便利でした。 実行委員の方々 ありがとうございま

した。 

 その後 雪不足のシーズンとなり ３月には閉鎖されるゲレンデも出てきましたが 来シーズン

はたくさん雪が降るように みんなでお祈りしましょう！ 

 

 

  

 『クラブニュース編集・発行』  広報Ｔｅａｍ   外山 尚  

小西 武彦   

  川添 由紀 

  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/ 

 



 

                 

 

       今回は ハイキング出欠連絡用ハガキのみ同封しています。 

       研修会・忘年会及び 2008 年スキーツアーの出欠確認は 後日となります。 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

２００７年度 総会報告 

 

日 時：  ２００７年６月１７日（日） 14 時００分～16 時３０分  

会 場：  神奈川県ライトセンター    ２階第１講習室 

内 容  

開会の挨拶 事務局 白崎氏（２：２５） 

出席者より、議長(小林) 書記（草郷）の承認を得る。 

出席者 26名、 委任状４０ 計６６、会員数 93名 過半数に達したため総会の成立進行を宣言 

白崎氏より、活動報告。 それに対して、詳細の説明を求められる。 

 

2006年度活動報告 

 １： 総会開催の説明 6月 11日(日) 

 ２： 秋のハイキング 10月 22日(日) ソレイユの岡 参加者 17名 スワンボートレース、バーべキュー、露天風呂、

丘の散策、等でそれぞれ楽しんだ。  

 3： 研修会 12月 3日(日) 県民活動サポートセンターで、ストレッチと救急法を学ぶ。指導 白崎氏 参加者 20名 。

終了後「旨旨」で忘年会。 

 4： ツアー２００７      尾瀬岩鞍スキー場 1月 27日～29日 参加者 50名 ゲレンデが目の前と言う立地条件の

良さがあり、次回も同じ所にする予定。大きな事故も無く無事終了。 

 ５： ツアー反省会＆お花見   4月 8日意見交換の後、外人墓地を抜け、元町公園から港の見える丘公園に。 

 参加人数｢十名程度｣ 

 ６： ホームページ ｢声のきずな｣    只今休業中 

 ７： クラブニュースの発行 年 3回 「総会のお知らせ」｢総会の報告とハイキングのお知らせ｣「ツアーのお知らせ」 

 

会計報告  

 高梨氏より 2006年度決算報告 

 監査役伊藤氏から、間違いないとの報告。 2006年度決算は承認された 

質疑応答 

 福嶋氏より、ホームページの入り方について質問。 事務局より回答 

 福山氏より、下見、通信費の扱いについての質問。 事務局より回答 

役員改選 

 議長から立候補の有無を問う。立候補者なし。事務局案の提示  現職の留任を依頼。 各自の承諾を得る。 

 



2007年度事業計画 

 総会開催の日程―未定秋のハイキング 日程、詳細―未定                  

 

 研修会 日程、詳細―未定 

 2008ツアー 2月 16日～18日を予定。詳細は未定      

 ホームページ保留 

 クラブニュース 年 3回予定 

質疑応答 

 志村氏より、ツアーの費用について補助を検討中。事務局に持ち帰り具体案を作成するとの事 

2007年度予算案について 

 高梨氏より、提案。 承認される。 

その他 

 ツアー実行委員選出。６名 

 金子氏より、福祉バスについて、 県の福祉バスを利用する予定は？ 

 事務局―規則や使用方法の情報があれば連絡していただきたい。と回答。 

以上、 今年度の総会、すべて承認済みの拍手で終わる 

 議長、書記の解任  総会終了 （３：３０） 

 

総会終了後 二俣川駅南口「はなの舞」で懇親会実施 
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秋のハイキング 【弘法山ハイキング】 

 
『今回も、スキーシーズン前の足馴らしに、企画しました。奮ってご参加下さい 
小田急線秦野駅から、弘法大師の伝説が残る信仰の山、弘法山(こうぼうやま←ブラインドの為の読み)をへて、 
鶴巻温泉までのハイキングです 
ゴールの鶴巻温泉にて、公営日帰り温泉「弘法の里湯」に入る予定です (自己負担 ￥1000 円) 
温泉施設内にて、飲食・食事等宴会可能です 
日程：   10/21 (日曜日) 
集合時間・場所： 小田急線秦野駅改札口 10:30 集合 
持ち物：           昼食、飲み物、シート(昼食時座って食べる為)、温泉に入る人はタオル、着替え等 
当日の連絡先：   中西太郎   
 

申込締切   同封のハガキにて出欠 お知らせください（１０月７日までに投函して下さい） 

  

※ ブラインドの方はハガキの切れ目の入った角を左下にして 右上の対角線上の 

角がハイキングに参加する方として、１センチ程度斜めに切り取って投函して下さい。 

   不参加の方は何もしないでそのまま投函してください。 
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研修会&忘年会の案内 

【研修会】 

日時---------12/2(日曜日) 14:00～ 
場所---------ライトセンター 
主題----------誘導技術の向上 
副題----------ブラインド、晴眼者 双方の配慮・相互理解の探究 

 

【忘年会】 

研修会後、忘年会を予定しています 
詳細(時間・場所など)は 次号クラブニュースにて連絡します。 
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2008 年スキーツアー実行委員の紹介及び概要 

 【ツアー実行委員】 

志村さん、小須田さん、宮副さん、大橋さん、川添さん、福山さんの６名 

 

【スキーツアー概要】 

☆ 日程       ２月１６日（土）朝 出発 ～２月１８日（月）夕方 解散（２泊３日） 

 

☆ 行先       ホワイトワールド尾瀬岩鞍 

 

☆ 宿泊先       ロッジ かぶらぎ 

                〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出 2609-201 

        TEL: 0278-58-7788  FAX: 0278-58-7194 

          ゲレンデは目の前。そのままゲレンデに出ることができます。 

 

☆ 宿泊先詳細 ⇒ URL：http://rkaburagi.com/ 

 

☆ 利用バス       横浜市福祉バス もしくは 民間貸切バス 

 

☆ 参加費       35,000 円程度（交通費、宿泊費、２朝食、２夕食、リフト券３日分、保険料、雑費込み） 

 

☆ 募集定員 40 名程度 （晴眼者の数によってブラインドの数が限られてきますので、特に晴眼者は奮って 

参加していただけるようお願いします。ブラインドは先着順になる場合もあります。） 

             

http://rkaburagi.com/
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事務局だより （白崎 正彦） 

 

【同時通話無線機購入】 

 ブラインドスキーの誘導に無線機を利用する人が増えてきましたが、現在使われている同時通話の無線機は使用周波数

の関係から、二組以上が近づくと雑音が出る欠点があります。 

 今回クラブでテスト用に購入した無線機（アイコム DJ-R20D 定価 34,800 円 ４台２組）は、一組毎に周波数を設定

できるので、ペアが交信中に近付いても雑音に悩まずに済みそうです。 

 近く本格的なテスト（秋のハイキングあたりで）をして、性能的に満足いくものなら改めて詳細をご紹介し、斡旋でき

たらと考えています。 

 

【ご参加ください！ 体力アップ教室】 

 来たるべきスキーシーズンに備え、ライトセンターのスポーツ施設を利用したトレーニングを開始します。 

 ご存じかと思いますが、神奈川県ライトセンターにはプール、体育館、各種トレーニングマシンを揃えたジム、視覚障

害者が単独で走れる一周１１０㍍のジョギングコース、盲人卓球室などがあり、視覚障害者は基より、ライトセンター所

属のクラブに加入している晴眼者も利用することができます。私（白崎）も４月に戻って以来、始業前や終業後に３０分

程度ほぼ毎日活用し体力維持に努めています。 

 そこで、現在、手術後のリハビリで本職を休業中の志村さん（志村さんの本職って何なんだろうか？私の知る限りでは、

プールの監視員を取り仕切る水泳の達人？らしい）に協力いただき次の日程で教室を開催します。 

 『ブラインドＳＫＩ体力アップ教室』 

○毎月第２日曜日 （９月９日、１０月１４日、１１月１１日、１２月は研修会に 合わせて２日、１月以降は状況を見

て日程を決めます。） 

 午前１０時 ライトセンター内アートギャラリー 集合 

○運動内容は＊アクアウオーク、＊ストレッチング、＊ラボード、ウエイトトレー ニングなどを参加者の顔ぶれと皆さ

んのリクエストを聞いて決めます。 

○運動着、運動靴、水着等適宜必要と思われる物。 

○参加の事前確認はしませんが、参加可能な方は前日までに白崎までご連絡いただけると助かります。 

 

 晴盲問わず、来るべきシーズンに向けて頑張りましょう。待ってまーす 

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

【編集後記】 

    まだ暑い夏が族いており スキーシーズンは 随分先のように感じます。 

    今は基礎体力を付け シーズンに備えましょう。 

 

 『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 

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



 

                 

 

 

       今回は 研修会・忘年会の出欠連絡用ハガキを同封しています。 
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【研修会】 

スキーシーズンに向けて、皆さんの準備はいかがでしょうか。 

今回の研修はスキーツアーが、より楽しくなるプログラムを用意しました。 ズバリ「誘導」です 

 誘導を行う際には、何を考え、配慮し理解しなければならないのか その点をブラインド・晴眼者共に、 

一緒に考えましょう 

講義、ディスカッションあり、更にオリエンテーション、エクササイズ？など、盛り沢山な内容です 

 当日は体を動かす為、運動出来る用意をして下さい 

 

日時  12/2（日曜日）14:00～ 

場所  ライトセンター ２階 第１講習室 

 

 

【忘年会】 

 

 今年も、後 3ヶ月足らずとなりました。皆さんはどんな年でしたか？ 

さて今年の忘年会は、いつもと違い、本格イタリアンを堪能します（飲み放題付）  

美味しい食事に舌づつみをうちながら、横浜の夜景も楽しみます。 

ブラインドの方は、晴眼者の説明（ここで忘年会前に行った研修会の成果が試されます？）にて、 

感じとって下さい。  個室の広さの関係上、先着 30名となります 

 

日時  12/2(日曜日) 18:00～ 

場所  イタリアンレストラン アントニオ 

横浜駅東口スカイビル 28階    電話 ０４５－４４２－０６８８ 

会費    ￥6000円 

 

 

 

 

 



 

【研修会・忘年会 出欠はがきについて】 

 ブラインドの方へ 

 

 返信用はがきには氏名を記載済です。また 予め はがきの左下の角を切り落としてあります。 

研修会・忘年会の両方参加の方は既に切り落としてある角の対角の角を 1cm程度切り落として投函して下さい 

研修会のみ参加の方は切り落としてある角の右側の角を 1cm程度切り落として投函して下さい 

忘年会のみ参加の方は切り落としてある角の上側の角を 1cm程度切り落として投函して下さい 

研修会・忘年会の両方 不参加の方は 何もせず そのまま投函して下さい 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

  

【2008 年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキーツアー】  

みなさん！こんにちは。今年の夏は猛暑日続きで、埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市では国内最高気温を 74 年振

りに更新して、観測史上初の 40.9度を記録したそうです。とてもじゃないけど、｢スキーが恋しい･･･｣なんて、冬

に想いを寄せる余裕も無く、私は毎日バテていました。そんな中、一時暑さを忘れさせてくれたニュースは県立佐

賀北高校が甲子園で優勝したことでした。我が故郷は福岡ですが、九州勢の健闘は何とも嬉しいものです。 

とはいえ、夏は過ぎ去った“過去”。これから未来にあるのは“冬”です！そう、我々の季節でーーーっす！！！

秋を迎え、傘を持てばストックを、下り階段を見ればゲレンデを思い出してしまい、スキーへの情熱は大きくなる

ばかりなのは私だけでしょうか・・・？（そんなはずはない！）冬まで、あと 3ヶ月！来シーズンも共に“尾瀬岩

鞍の地”で大暴れしましょう！ 

ということで、来シーズンも毎年希望の多い“ホワイトワールド尾瀬岩鞍”スキーツアーを実施することに決定

しました。ゲレンデはあなたの参加を待っているぞーっっっ！ 

本ツアーの参加募集案内と申込ハガキは、12月初旬頃に実行委員会よりあらためて皆様へ発送します。 

 

【スキーツアー概要】 

☆日程   2月 16日（土）朝出発 ～ 2月 18日（月）夕方解散 

☆行先   ホワイトワールド尾瀬岩鞍 

☆宿泊先   ロッジ かぶらぎ 

〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出 2609-201 

    TEL: 0278-58-7788  FAX: 0278-58-7194 

※宿泊先詳細⇒URL：http://rkaburagi.com/ 

  ゲレンデは目の前。そのままゲレンデに出ることができます 

☆利用バス 横浜市福祉バス もしくは 民間貸切バス 

☆募集定員 35～40名程度 （原則として先着順ですが、晴眼者とブラインドの割合を考慮して決定します。） 

☆参加費       35,000 円程度（交通費、宿泊費、２朝食、２夕食、リフト券３日分、保険料、雑費込み） 

☆問合せ先 2008年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキーツアー実行委員 

 志村 好枝 

 宮副 竜生 

 

 

http://rkaburagi.com/


【ツアーコンセプト】 “コミュニケーション（笑顔でおしゃべり）” 

・ブラインドとパートナーでコミュニケーション 

⇒安全にスキーをするためにもブラインドとパートナーの連携、阿吽の呼吸を高めましょう！ 

・部屋でコミュニケーション 

⇒3 日間寝屋を共にする仲間です。いびき、寝相等、仲間をじっくり観察しましょう！ 

・みんなとコミュニケーション 

⇒せっかくのチャンスです。みんなと一度は会話をしましょう！ 

☆ スキーツアーの出欠はがきは スキー実行委員会の方から別途郵送します。 
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【事務局だより】  

a) クラブニュースメール配信について 

 視覚障害会員から点字と墨字のクラブニュース配布に合わせてメールによるニュース配信の希望がありました。

手元に記録を残し易いという点で、Ｅメールは大変便利ですので、ご希望の方に配信させていただきます。 

今回のクラブニュースからメールの添付ファイルで配信しますので、配信の必要が無い方はお手数ですが、事務局

までご連絡ください。 

 新たにメール配信を希望される方も上記事務局宛に希望メールをお願いします。 

 

b) 事務局からのお知らせ 

 視覚障害に関するイベントをご案内します。 

 お時間がありましたらお出掛けください。 

 

①サイトワールド２００７    http://www.sight-world.com 

テーマ ；ふれてみよう！日常サポートから最先端テクノロジーまで 

日 時 ；平成１９年１１月２日（金）～４日（日） 

  午前１０時～午後５時（最終日午後４時） 

会 場 ；すみだ産業会館 サンライズホール 

  東京都墨田区江東橋 3－9－10 

  墨田区丸井共同開発ビル８階（展示会場）・９階（講演会場等） 

  （ＪＲ錦糸町駅南口前） 

入場料 ；無料 

主 催 ；(社福)日本盲人福祉委員会 

 

②ライトセンターフェスティバル＆「あい・あい」ひろば２００７ 

日時 平成１９年１１月１０日（土）１０：００～１６：００ 

会場 神奈川県ライトセンター   http://www.kanagawalc.org 

主催 神奈川県ライトセンター＆神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団 

主な内容 

点字を打ってみよう！ 

声の図書を作ってみよう（録音体験） 

http://www.sight-world.com/


視覚障害者の誘導体験 

見え難くさの体験（ロービジョン体験） 

二人乗り自転車体験（タンデム自転車体験） 

スポーツ体験（ジョギングコース、ガラッキー、卓球） 

視覚障害者用機器展示コーナー 

体力測定 

視覚障害者クラブ発表会 

ボランティア活動紹介コーナー 

ＣＤの図書ってどういうもの（デイジー図書紹介） 

世界の料理テント村 

赤十字活動紹介 

 

③スポーツボランティア講座   http://www.kanagawalc.org 

 ライトセンター主催「スポーツ介助ボランティア」の養成講座が開催されます。ブラインドスキー介助にも役立

ちますので、ご参加ください。 

 期日；平成１９年１２月１５日・１６日（土・日）「ボランティア入門講座｝と 

       平成２０年１月１２日・１３日（土・日）「スポーツボランティア講座」 

 ※このスポーツボランティア講座は「ボランティア入門講座」とセットになって  いますので続けて受講して

ください。チラシ希望の方は事務局まで 

 

④ブラインドスキー初心者コース実施について、 

  懸案になっていました視覚障害のスキー初心者を募集したツアーを下記の予定で実施したいと思います。ご協力

いただける方は白崎へ１１月３日までにご連絡ください。 

記 

期日；３月１５～１７日（土日月） 

会場；未定（候補地；丸沼、岩鞍、片品、舞子後楽園等） 

募集スタッフ 

 指導スタッフ２名 

 介助スタッフ４名 

その他；ミニバンやステーションワゴンで参加いただける方大歓迎。 

 

⑤体力アップ教室 

 第１回は９月９日（日）に視覚障害者１名、晴眼者５名の計６名で、エアロバイク、ステアマスター、マシント

レーニングや水泳などで汗を流しました。１０月は１４日、１１月は１１日の第２日曜日に実施しますので、ライ

トセンターのアートギャラリーに１０時にお集まりください。 

 

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

【編集後記】 

   クラブニュースに今後 掲載して欲しい記事などありましたら 下記 メールアドレスまでお知らせ下さい 

    外山 尚 

 

『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 

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



2007 年 12 月 2 日 

スキーツアー実行委員会 

  2008 年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキーツアー 

 事前ご案内！ 
みなさん！こんにちは。今年の夏は猛暑日続きで、埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市では国内最高気温を 74 年

振りに更新して、観測史上初の 40.9度を記録したそうです。とてもじゃないけど、｢スキーが恋しい･･･｣なんて、冬に

想いを寄せる余裕も無く、私は毎日バテていました。そんな中、一時暑さを忘れさせてくれたニュースは県立佐賀

北高校が甲子園で優勝したことでした。我が故郷は福岡ですが、九州勢の健闘は何とも嬉しいものです。 

とはいえ、夏は過ぎ去った“過去”。これから未来にあるのは“冬”です！そう、我々の季節でーーーっす！！！

秋を迎え、傘を持てばストックを、下り階段を見ればゲレンデを思い出してしまい、スキーへの情熱は大きくなるば

かりなのは私だけでしょうか・・・？（そんなはずはない！）冬まで、あと 3 ヶ月！来シーズンも共に“尾瀬岩鞍の地”

で大暴れしましょう！ 

ということで、来シーズンも毎年希望の多い“ホワイトワールド尾瀬岩鞍”スキーツアーを実施することに決定しま

した。ゲレンデはあなたの参加を待っているぞーっっっ！ 

参加ご希望の方は、本紙と同封の「返信用ハガキ」にて、１２月３１日（月）消印有効でお申し込みください。 

 

【申し込み方法】 

晴眼者の方へ：参加、不参加、保留のいずれかに○印をつけて投函してください。なお、保留の場合は参加、不参

加の決定時期をご記入ください。 

 

ブラインドの方へ：ブラインドの方の返信用ハガキには、住所、氏名は墨字にて記入済みとなっております。また、

あらかじめハガキの左上の角を 1cm ほど切り落としてあります。参加希望の方は、既に切り落としてあるカドの反

対側を、同様に 1cm ほど切り落として投函してください。不参加の方は何もしないで投函してください。保留の方は、

既に切り落としてあるカド以外の残り全てを切り落として投函してください。なお、保留の場合は参加、不参加の決

定時期をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【スキーツアー概要】 

☆日程  2 月 16 日（土）朝出発 ～ 2 月 18 日（月）夕方解散 

☆行先  ホワイトワールド尾瀬岩鞍 

☆宿泊先 ロッジ かぶらぎ 

〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出 2609-201 

  TEL: 0278-58-7788  FAX: 0278-58-7194 

※宿泊先詳細⇒URL：http://rkaburagi.com/ 

☆利用バス 横浜市福祉バス もしくは 民間貸切バス 

☆募集定員 35～40 名程度 （原則として先着順ですが、晴眼者とブラインドの割合を考慮して決定します。） 

☆参加費       35,000 円程度（交通費、宿泊費、２朝食、２夕食、リフト券３日分、保険料、雑費込み） 

☆問合せ先 2008 年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキーツアー実行委員 

 志村 好枝 

 宮副 竜生 

 

【ツアーコンセプト】 “コミュニケーション（笑顔でおしゃべり）” 

・ブラインドとパートナーでコミュニケーション 

⇒安全にスキーをするためにもブラインドとパートナーの連携、阿吽の呼吸を高めましょう！ 

・部屋でコミュニケーション 

⇒3 日間寝屋を共にする仲間です。いびき、寝相等、仲間をじっくり観察しましょう！ 

・みんなとコミュニケーション 

⇒せっかくのチャンスです。みんなと一度は会話をしましょう！ 

 

【“ロッジ かぶらぎ”に関して】 

・建物は地上３階、地下１階で、７．５畳、６畳の部屋が７部屋ずつあり、各部屋トイレ付き、冷暖房完備です。 

・場所はゲレンデの目の前で、乾燥室も広く、そのままゲレンデに出ることができます。 

・戻ってくれば食堂で昼食も OK！自慢のカレーは７００円、お替り自由とのことです。ちなみに味は GOOD！ 

 

参加者には後日、詳細な日程とともに、参加費の振込用紙を送付いたします。 
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                   今回は総会・懇親会 出欠用ハガキを 同封しています。   

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

２００８年度 総会のご案内 
 
日 時：  ２００８年 ６月８日（日） 14 時００分～16 時３０分  

会 場：  神奈川県ライトセンター    ２階第１講習室 

内 容  

開会 

  ＜議事＞ 

１．2００７年度 かながわブラインドスキークラブ 事業報告書 

２．２００７年度 かながわブラインドスキークラブ 決算報告書 

３．２００８年度 かながわブラインドスキークラブ 事業計画書案 

４．２００８年度 かながわブラインドスキークラブ 予算案 

５．その他           

 

＜懇談＞（意見交換）        

年一度の大事な総会です。安全で楽しいスキーを続けられるように、みんなで意見を出し合

い、みんなで協力し、それぞれが自分のためにそしてクラブのために、役割を分担し力を合わ

せる。 そんなクラブでありたいと思いませんか。お待ちしています。 

 

 

☆☆総会終了後 以下のように懇親会を行いますので こちらもご参加下さい。 

【ブラインドスキークラブ 

懇親会２００８】 

平成２ ０ 年６ 月８ 日（日） 

時間 17:30～19:30 

フラット商店街（二俣川駅北口徒歩５分 ライトセンターと駅の中間） 

 会費    ￥５，０００  回答は同封のハガキで６月１日までに ご回答ください。 
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※ ブラインドの方は回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして、右上の対角線上の角が総会

と懇親会の両方に参加する方、左上が総会だけに出席する方、右下が懇親会だけに参加する印

として、１センチ程度斜めに切り取ってください。 

※ 総会に欠席される方は回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長に対する

委任状とさせていただきます。 

※ 毎年委任状が少なくて総会の成立に苦慮しております。回答はがきの返送にご協力ください。 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

【2008.2 尾瀬岩鞍スキーツアー 報告】    実行委員 小須田 佳代 

  

  去る２月１６日～１８日の 2 泊 3 日、尾瀬岩鞍スキー場にて恒例のツアーが行なわれました。 

 参加者はブラインド１３名、晴眼者２８名の計４１名。今年も幸いにも往復確保できた福祉バス一

台で十分な、ちょっぴり小さめなツアーでした。 

 ゲレンデの状態は良好。パウダースノーが私たちを迎えてくれました。あまりの歓迎振りに二日

目から降り続いた雪は三日目も止むことなく、膝丈くらいもあろうかという程の積雪となりました。ベ

テランスキーヤーの方には、ウホウホのコンディションだったようですが、 

殆どの方にとっては、自ら圧雪しながら滑らなければならないという、なかなか経験できない、体

力を必要とする新雪となりました。 

 今回のツアーの特徴としては、二日目の昼食後にブラインド・ミーティングをもったこと、帰りのバ

スの中で参加者全員から「お疲れさま」、「また参加します」にとどまらない感想や意見をいただい

たことがあります。 ブラインド・ミーティングでは、カービングターンの技術的な指導をして欲しい、
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パートナーによって教え方が違うので、指導の仕方を統一して欲しい、やっとパートナーに慣れた

頃代わるので、ツアー中パートナーを固定して欲しい、という要望が主だったものでした。 

 また、帰りのバスの中での皆さんからのお話しでは、ブラインドの方々からは、やはりカービング

スキーを使いこなしたい、自分流により楽しく滑りたい、という感想・意見が多かったようです。それ

に対して晴眼者の中からは、このクラブでは楽しく安全に滑るための技術的な指導にとどめている

こと、しかも、安全面から「カービングスキーはブラインドスキーに不向きであること」、など忌憚のな

い意見も上がりました。実行委員からも、ツアー中のパートナーの固定については、新人パートナ

ーに声かけを体験してもらったり、クラブメンバー同士の交流の意味もあったりして、現状では難し

いのではないかとの回答もしました。これらについてはブラインドの方々にもご理解いただけたも

のと感じています。その他、晴眼者の方からは、楽しく滑るのは当然の目的なのですが、 

楽しくあるためには安全でなければならず、安全を求めるためには鬼のような声かけもあるし、

みんな体力不足ですよ！というお叱りの言葉もありました。安全イコール無事に終わらなければ、

楽しかったツアーとしての思い出は残りません。どちらかと言うと晴眼者の方がこのツアーを「ブラ

インドスキー」として捉えている傾向にあるように感じました。 

 私個人としては、１０周年のキロロで初参加以来、１０数回ツアーには参加して来ましたが、今

回は初めて実行委員を致しました。経験豊富で楽しい皆さんと企画・運営に携わり、今回の実行

委員会は結束力があるというご意見を伺った時はとても嬉しかったです。多くの参加者の皆さんに

「楽しかった」と言っていただきましたが、残念ながら今ツアーでは怪我人が出てしまい、実行委員

会としては大成功とはいかなくなりました。年々重ねる平均年令、歳々防げぬ体力低下,なかなか

増えぬ新人メンバー,こうした問題を克服しながらツアーを継続して行く方法を参加者の皆さん一

人ひとりと共に、考えていきたいと思っています。 
 
                      
【スキーツアー 感想 ①】 

神奈川ブラインドに参加して   長澤 久吉(ひさよし) 

 

 新潟県から、親子(父と長女)で 2 度目の参加となりました。 

昨年は家族 4 人で参加したのですが、今年は参加予定だった家内が前日にインフルエンザにか

かってしまい、家内と 4 才の次女は今回参加できませんでした。 

今年は、白崎さまより、視覚障害者にスキーを教える為の講習を受講させていただきました。 

白崎先生がアイマスクをして、ブランドになり、私が後ろから声をかけて練習したのですが、ボーゲ

ンで滑りだすかと思ったらいきなり、パラレルで一気に滑りだしまして、私の予測が悪く、先生をスノ

ーボーダーに衝突させてしまいました。幸いお二人共、怪我がありませんでしたが、冷や汗もので

した。 

教える難しさに深く考えさせられました。      

翌日は、朝から、初めて実際に弱視の方のスキ

ーに伴走させていただきました。 

ゴンドラから降りた頂上は、あいにくの吹雪で、

少し霧かかかるような視界が悪い状況でした。 

私が先導したのですが、頂上付近のコブもある

斜面を晴眼の私にぴったりついて滑ってくる上

手な方で、かなりのスピードにもなんなくついてこ

られて、先導する私にもかなりプレッシャーがか
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かって滑っておりました。 

 １本目の途中でゲレンデの中央に座っているスノーボーダーを見つけて、左によけたのですが、

座っていたスノーボーダーも同じ方向に動き出しました。 

後ろからついてきた弱視の方がスノーボーダーに衝突して怪我(おそらく捻挫)をさせしまいました。 

スノーボーダーが白いウェアを来ていて、座っていたので吹雪の中、発見が遅れたのは、全て私

の未熟のいたすところです。 

何よりも、私を信頼して一緒に滑っていた方が、それ以降、せっかくのスキーが出来なくなって、大

変申し訳なく思っております。 

その後は、落ち込んで、怪我をさせてしまった恐怖で、もう教えたくないと思っておりましたが、白

崎さまから、すぐに別の方の伴走を命じられました。(滝汗) 

 その方とは、夕方まで無事、一緒に滑れることが可能でした。 

雪国に育って、3 歳からスキーをしていますが、スキーで、こんなに精神的に疲れる思いをした

のは、数十年ぶりです。 

怪我をさせてしまったことがトラウマとなってしまって。 

精神的には、もう参加したくないのですが・・・・ 

娘も非常に楽しみにしておりますし、怪我を

させてしまった償いの意味でも引き続き来

年も娘と参加させていただく所存です。 

(白崎マジックにはめられてしまったみたい

です・・・・)来年は、視野と予測の練習を積

み、もう少し伴走がうまくなれるようにしたい

と思っております。 

未熟物ですが、今後ともお付き合いいただ

ければ幸いです。 

皆様のご健康を新潟の空の下よりお祈りし

ております。 

 

【スキーツアー 感想 ②】 

神奈川ブラインドに参加して   長澤 花(はな) 

 

私にとって２度目の参加でした。私は小さい頃から

スキーをやっていますが、最近あまりスキーを楽しめ

ていませんでした。 

神奈川ブラインドに参加したときはスキーをしてて

楽しいと思えました。親子で滑ると喧嘩になったりし

たことがありますが、 

親とちがい常に私の右後から声をかけてくれたの

でとても指示が聞き取りやすかったです。 

また、左足に重心がかかっていないとか教えてもらえ

たのでそれを気をつけて滑ることができました。 

一曰にあんなにスキーをしたのは初めてだったのでとてもうれしかったです。 

ありがとうございました。 
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【スキーツアー 感想 ③】 

ブラインドスキーに参加して   近藤敦子 
 「目の見えない方がどうやってスキーをするの？」「私にもお手伝いできるの？」これが今回参加

する前の正直な気持ちでした。不安な気持ちの

まま、当日を迎えました。 

１日目の講習で目をつぶったまま滑った時は

怖かったし、誘導するときも自信なか

ったのですが、２日目、実際にユキち

ゃんにつかせてもらいました。自分の

かける言葉のバリエーションの少なさ、

接触事故が起きないように常に気を

配って滑らなければならないこと、頭

の中はそれだけで一杯々々でした。しかし、転んでもすぐに立ち上がる姿や、急斜面でもチャレン

ジしていこうとする好奇心は、とっても素敵だなと感じました。 

とても短い間だったのですが、学ばせてもらうことの多かったブラインドスキーでした。 

よろしかったら、来年もどうぞよろしくお願い致します。ありがとうございました。    
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

【編集後記】 

2008.2 スキーツアーも無事に終了し 桜の満開も終わり いよいよスキークラブ総会の季節です。 

2009 スキーツアーも より素晴らしいものになるようクラブみんなで盛り上げましょう！ 

2008 シーズンは中央自動車道から圏央道経由で関越自動車道に行けるようになった為、新潟県

のスキー場もぐっと近く感じるようになりました。3月後半から4月最初にかけて日帰りで 石打丸山、

上越国際に行ってきましたが雪は十分ありました。ゲレンデ近くに日帰り客用の温泉もあります。 

   

 

 『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 

 

 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/ 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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今回はハイキング 出欠用ハガキを 同封しています。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【2008 年度  総会報告】  

2008/6/8 東海道線事故で遅れて開始 

 

議長；衣笠  記録；小須田 

 

成立確認；事務局 会員数９４名 出席２０人 委任状４６名 過半数で総会成立 

 

議事１ ２００７年度活動報告；事務局、企画、実行委員会等 

①２００７年度総会 

②トレーニングハイク 

③研修会と忘年会 

④スキーツアー 

 参加費３０,０００円が結果的に２６,０００円になった 

 怪我人が出てしまった 

⑤お花見 

 従来の「反省会」という冠をはずし、ズバリ「お花見」として実施 

 

議事２ 会計報告；会計 

 プリントの訂正 保有資産の現金は－１８，８４９ではなく＋２８，８４９の間違い 

従って計７４１，９３７を７９９，６３５に訂正 

 

議事３ ２００８年度活動計画；事務局・企画 

  ①総会の開催 

  ②秋のハイキング 

 企画から補足 日程は１０月１９日の予定 小田原に下見実施、箱根湯本で温泉にも入れる 

  ③研修会とパーティー 

  ④スキーツアー２００８ 

  ⑤ホームページの運営 

  ⑥クラブニュースの発行 

 クラブニュース掲載の希望があれば広報の外山まで 
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   Ｑ ホームページの目的は 

 ＊クラブ存在の広報・行事や予定の広報など 

 ＊昨年の問い合わせは２件程度 

Ｑ会員が高齢化している、積極的に考えているか 

 ＊みんなで考えていきましょう 

 今後と言ったら来年になってしまう 

Ｑ今まで会員がどう集まってきたのか 

 ＊かつては新聞報道でたくさん集まったが、今はほとんど口コミ 

 ＊新聞の時にたくさん問い合わせがあったが、中には十分理解されないまま加入した人も 

多かった 

Ｑクラブニュースをメールで配信できないか 

＊ 一部墨字処理が困難な方にメールを送っている 

議事４ ２００８年度予算案；会計担当説明 

Ｑ役員交通費はこの予算で足りているのか 

 ＊役員会に何時も全員が集まれるわけではないので足りている 

Ｑ全体予算からツアーに補助金を出したらどうか 

 ＊かつて補助金の要請が無かった 

 ＊参加者一人に２,０００円を出してはどうか 

 ＊個人にではなく行事に補助金という考え方が必要 

 ＊現在ツアーは福祉バスが利用できるかどうかで経費が変わるので、福祉バスが取れなかっ

たときに補助金を出すのではどうか 

 ＊会員が納めた会費は会全体の行事に活用して良いと思う 

 ＊福祉バスが取れないときにクラブから補助金が出るのであれば、安心してツアーの準備が

出来る 

 

議事３と４について承認 

 

議事５ 監査の伊藤さんが役員継続困難な状況となったので補充が必要 

      田中さんが推薦され拍手で承認 

２００９年ツアーの実行委員について 

昨年度に続き「川添」「大橋」「宮副」「志村」「小須田」に加えて「岩崎」「中西」（全て敬称略）

の参加し７名でスタート 

 ＊ツアー実施時に次の年の予約を取るので、尾瀬岩鞍以外のスキー場を希望するのであれば

ツアー前に次回地を決定しないと変更は難しい 

以上 記事終了 議長及び書記の解散 

 

総会終了後の懇談会で決まった内容 

 

① ニュースのメール配信を実施するため次回広報で通知する 

② スキークラブのピーアールや会員勧誘に利用できる「クラブパンフレット」を志村さん中心で 

作成する 
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【事務局だより】 

Ⅰ スキークラブのメール配信を実施することになりました。 

配信方法は 

① クラブニュースのワード用ドキュメント（拡張子ＤＯＣ）を添付ファイルで 

② クラブニュースのテキスト（文字情報のみ）を添付ファイルで 

③ クラブニュースのテキスト（文字情報）部分を通信文として 

④ 携帯メール用にニュースの文字情報を通信文として 

以上の４つの方法を考えています。  

配信を希望する方は上記の配信方法を希望番号と配信の宛先メールアドレスを明記したメールを 

事務局 白崎に送信してください。 

 

Ⅱ 昨年秋から試験的に実施してきましたスキークラブ体力アップ教室は「スキークラブ定例会」とし

て毎月第２日曜日午前１０時から１２時に実施いたします。 

朝の集合場所は原則として２階の第３講習室２とします。 

 

【秋のハイキングのお知らせ】 

「皆さん、暑い日が続きますが(7 月下旬現在)、冬のシーズンに向けて、準備はいかがでしょうか 

さて、今回のハイキングは、小田原近郊の一夜城を登ります。登り約 1時間下り約 1 時間の行程です。 

今回は、車も通れる、舗装された歩き易い道です。是非、ご家族皆様で奮ってご参加下さい。登りきっ

た所に一夜城歴史公園があり広場で、お昼になります、展望台もあり、眺望もお墨付きですよ 

そして、下った所で、箱根湯本の近くにある地球博物館(TEL:0465－21－1515)にご案内致します 

ここは、地球と生命、自然をテーマにした博物館です。展示物に触れる事も出来ますので、ブラインド

の方も楽しめますので、是非ご参加をお待ちしてます 

博物館を見て入生田(いりゅうだ)駅で解散となります 

が、箱根湯本と言えば皆さんの好きな温泉ですね. 

という事で有志を集い温泉に、ご案内致します(温泉街までのタクシー代と温泉入場料がかかりますが) 

 

①�  日程  10月 19日(日) 

②  集合時間・場所:  am 10:00  東海道線早川駅  

③  持参した方が良い物 

 昼食のお弁当(早川駅近くにコンビニがありますが持参した方が良いと思います)。昼食時に敷く物        

 (芝生で食べますので) 

④  当日連絡先 

    中西 

   渋谷 

 
⑤ 申込締切   同封のハガキにて出欠 お知らせください（１０月 5 日までに投函して下さい） 

※ ブラインドの方でハイキングに参加する方はハガキの切れ目の入った角を左下にして  

右上の対角線上の角を１センチ程度斜めに切り取って投函して下さい。 

ブラインドの方で不参加の方は何もしないでそのまま投函してください。 
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【研修会・忘年会のお知らせ】 

① 日程        12月 7日（日） 

② 研修会時間・内容  未定 

③ 忘年会   昨年好評だったイタリアンの予定 

☆詳細は次回 クラブニュースにてお知らせします 
 
 

【クラブ新規会員募集パンフレットの製作について】 

現在 晴眼者の新規会員を募集する為のパンフレットを製作中です。（Design by志村さん） 

このパンフレットが完成したら置いてもらえる方、掲示してもらえる方、配布して頂ける方を 

募集します。 

その際 何枚ぐらい可能かもお知らせ下さい。 

 

（連絡先) 広報 外山  

 

 【2009 年スキーツアーについて】 

実行委員会より 

 

① 日程   2009年 2月 14日(土)～2月 16日(月) 

② 場所    昨年同様 尾瀬岩鞍スキー場の予定 

 

☆ 晴眼者の出席が少ないとツアーが成立しませんので、是非とも今から日程調整を 

お願い致します。 

  

☆ そろそろ違うスキー場をという声も一部でありますので 最適な場所がありましたら 

ツアー実行委員まで情報を提供下さい。 

 

     （実行委員）岩崎 大橋 川添 中西 宮副 志村 小須田  

 

 

 

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

【編集後記】 暑い日々が続きますが 健康に留意して乗りきりましょう ! 

   

 『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 

 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/ 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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今回は 研修会・忘年会の出欠連絡用ハガキを同封しています。 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

【研修会のお知らせ】 

    皆さん、スキーシーズンに向けて、準備はいかがでしょうか 

    今回の研修会は、新規会員募集で集まった方が初参加する予定です 

    前半は、『誘導の仕方』です 

    雪上での誘導、声かけ等、白崎さんより指導して頂きます 

    既会員の方もこれを機会に、確認をしてみて下さい 

    きっと、ブラインドに対しての、思いやりや気遣い等しなければならない事や、新たな発見があると思います 

 

   後半は『体力測定』です 

   最近、歳と共に体力が衰えていませんか？ 

   この機会に自分自身の体力の現状を把握してみましょう 

   この体力測定の結果を真摯に受け止め、ツアーに向けて、体力アップをして下さい 

   体力アップをする為には、月 1回(第 2日曜日)の体力アップ教室を利用するのも良いかもしれません 

 

   日時  12/7（日）14:00～17:00 

   場所  ライトセンター ２階 第１会議室 

       尚, 当日は、運動出来る服装と上履きを用意して下さい 

【忘年会のお知らせ】 

年内最後の行事である忘年会は、去年、大好評だったお店を今年も予約しました 

美味しい食事(前菜からメインの肉料理まで盛りだくさん！)と、飲み物(もちろん、ビール、ワイン、カクテル、

ウイスキー等飲み放題！)で、ワイワイと楽しみましょう 

当然、個室を利用しますので、安心して食事が出来ます. 

尚,先着 30名となります 

 

日時  12/7(日) 18:00～21:00 

場所  イタリアン レストラン アントニオ 

横浜駅東口スカイビル 28階    電話 ０４５－４４２－０６８８ 

会費    ￥6000円 
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【研修会・忘年会 出欠はがきについて】 

 ブラインドの方へ 

 

 返信用はがきには氏名を記載済です。また 予め はがきの左下の角を切り落としてあります。 

研修会・忘年会の両方参加の方は既に切り落としてある角の対角の角を 1cm程度切り落として投函して下さい 

研修会のみ参加の方は切り落としてある角の右側の角を 1cm程度切り落として投函して下さい 

忘年会のみ参加の方は切り落としてある角の上側の角を 1cm程度切り落として投函して下さい 

研修会・忘年会の両方 不参加の方は 何もせず そのまま投函して下さい 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

  

【2009 年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキーツアー】  

今回も毎年希望の多い“ホワイトワールド尾瀬岩鞍”スキーツアーを実施することに決定しました。       

 

スキーツアー概要 

 

☆日程   2009 年 2月 14日(土)～2月 16日(月)            

☆行先   ホワイトワールド尾瀬岩鞍 

☆宿泊先   ロッジ かぶらぎ 

〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出 2609-201 

    TEL: 0278-58-7788  FAX: 0278-58-7194 

※宿泊先詳細⇒URL：http://rkaburagi.com/ 

  ゲレンデは目の前。そのままゲレンデに出ることができます 

☆利用バス 横浜市福祉バス もしくは 民間貸切バス 

☆募集定員 35～40名程度 （原則として先着順ですが、晴眼者とブラインドの割合を考慮して決定します。） 

☆参加費       30,000 円程度（交通費、宿泊費、２朝食、２夕食、リフト券３日分、保険料、雑費込み） 

☆問合せ先 2009年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキーツアー実行委員 

 志村 好枝 

 宮副 竜生 

 

 

☆ スキーツアーの出欠はがきは スキー実行委員会の方から別途郵送します。 

 

        （実行委員）岩崎 大橋 川添 中西 宮副 志村 小須田  

 

 

http://rkaburagi.com/
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【スキークラブ新規会員募集チラシ製作について】 

晴眼者の新規スキークラブ会員を募集する為のカラーチラシを製作しました (Designed by 志村さん） 

このチラシを配布またはお店などに設置、掲示してもらえる方を募集します。 

その際 何枚ぐらい必要かもお知らせ下さい。 

 

（連絡先) 広報 外山 

 

 

【スキー場 お役立ち情報】by 小西さん 

（安くて便利なスキー場 紹介） 

 

最近は交通事情、サービスが向上してゴルフ感覚で十分日帰りスキーを楽しめるようになりましたので、         

ガーラ湯沢、川場スキー場を紹介します。まずガーラ湯沢ですが、ＪＲ東日本の（エキネット）で新幹線の往復運

賃、１日リフト券のパックを申し込みます。７,２００円から９,２００円が去年の価格です。                  

（ 昼食、入浴、ロッカーが付くこともあります。）多分 土日は２,０００円ほど高くなります。私はカード払いで

チケットは自宅に郵送です。東京駅に９時頃までに間に合えば１時間半で湯沢に着きます。駅がスキーセンターに

なってますので、宅急便で駅に道具を送っておけば手ぶらで往復できます。リピーターは道具を１週間から１月預

かってくれます。ゲレンデは大きく３箇所に分かれ、良く整備され、標高が高いので、トップシーズンは上越です

がパウダーを堪能できます。 

入浴して缶ビールを買って新幹線に乗れば晩ご飯は自宅で間に合います。 

 

川場ですが、車の利用では都心から一番近いはずですし、関越沼田ＩＣから 17Kmですので、早朝から昼頃到着の    

ファミリーが結構います。道の駅「田園プラザ」からシャトルバスが無料で運行しているので、これに乗れば雪の

山道を走らず、駐車料を節約できます。また丸沼方面の道ではないので、渋滞はありません。ここも標高が高いの

で群馬県でも雪質は上等です。田園プラザは乳製品、野菜など地元のよい土産があります。距離が短いので複数で

行けば費用が安くなります。玉原、春先の三俣かぐらもお勧めです。                                            

詳しくはメールでも電話でもお問い合わせください。 
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（裏技編） 

 

ガーラ湯沢では宅急便は往路は自費ですが、復路は 60歳以上は無料になります。レストランは有料ですが、        

席のリザーブができます。ガーラはゴンドラ停止の場合は近隣のスキー場へ無料送迎で振り替えしてくれます。     

（東京駅で確認できます） 

丸沼、片品、川場方面は場合によっては渋川、伊香保ＩＣ、沼田ＩＣ間は１７号線を走っても楽です。              

１７号線沿い子持村の「道の駅」はレストランが安く、産地野菜もお買い得です。川場にはスキー場近くに世田谷

区の宿泊施設があり、世田谷区民に知り合いがあれば、安く泊まれます。 

東急ハーヴェストクラブの施設は素泊まり１人３,３００円ですので、外食すれば安いです。高級ホテル並みの部屋

と豪華な温泉があります。軽井沢、那須は便利です。グランデコは遠くて豪華です。                             

那須はハンターマウンテンまでバスがあります。 

子供連れはトップシーズンより春先雪の緩んだほうが厳しくなくていいと思います。沼田の玉原スキー場は全山緩

斜面で子供には向いています。 

毎年４月２３日になると志賀草津道路がオープンし、草津経由の志賀高原は東京から 70Km以上短縮されます。     

降雪がありますのでスタッドレスは必要です。（５月１２日まで滑っていました） 

  

    

        

 

 

 

 

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

【編集後記】 

   スキーシーズンも近ずいて来ました。健康に気を付け スキーツアーに備えましょう！ 

   クラブニュースに今後 掲載して欲しい記事などありましたら 下記メールアドレスまでお知らせ下さい 

 

    外山 尚 

 

『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 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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今回は総会・懇親会出欠用ハガキを 同封しています。 

 

２００９年度 総会のご案内 
 

日 時：  ２００９年 ６月１４日（日） 14: 00 ～17: 00  

会 場：  神奈川県ライトセンター ２階 第３講習室 

内 容  

 

      ＜議事＞ 

             1． 2008年度 かながわブラインドスキークラブ 事業報告書 

2． 2008年度 かながわブラインドスキークラブ 決算報告書 

3． 2009 年度 かながわブラインドスキークラブ 事業計画書案  

14 : 00 ～ 16 : 00       (25周年記念 北海道ツアー など) 

4． 2009年度 かながわブラインドスキークラブ 予算案 

5． 役員改選、ツアー実行委員、意見交換など 

 

16 : 00 ～ 17 : 00    6． 体力測定 

7． その他           

 

☆ 年一度の大事な総会です。安全で楽しいスキーを続けられるように、みんなで意見を出し合い、 

みんなで協力し、それぞれが自分のためにそしてクラブのために、役割を分担し力を合わせる。  

そんなクラブでありたいと思いませんか。お待ちしています。 

 

☆ 室内での体力測定も予定していますので軽い運動のできる服でお願いします。 

(スニーカー、タオルあれば便利) 

総会終了後 以下のように懇親会を行いますので こちらもご参加下さい。 

 

【ブラインドスキークラブ懇親会】 

平成 21 年６月 14 日（日） 

時間 17:30～19:30 

場所  フラット商店街 

（二俣川駅北口徒歩５分ライトセンターと駅の中間） 

会費    ￥５，０００  。 

  



、 
 

 

 

 

※ ブラインドの方は出欠回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして、右上の対角線上の角が総会と

懇親会の両方に参加する方、左上が総会だけに出席する方、右下が懇親会だけに参加する印として、

１センチ程度斜めに切り取ってください。 

※ 総会に欠席される方は出欠回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長に対する委

任状とさせていただきます。 

※  毎年委任状が少なくて総会の成立に苦慮しております。出欠回答ハガキの返送にご協力ください。 

 

尚、同封の出欠回答ハガキは５月２４日までに投函ください 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【200９ 尾瀬岩鞍スキーツアー 報告】     実行委員  志村 好枝 

 

   2009年スキーツアーを終えて 

 

 未だかつて、これ程の新人さんを迎えてのツアーはなかったと思われます。 

毎年、晴眼者集めに苦労をしていましたが、今年は役員会の新人募集のおかげで総勢 46 名（うちブラ

インド 11 名）の大所帯となりました。 

 

先発隊の到着した午前中は雨！ しかしバスに乗った数人のてるてる坊主さん達のおかげで、本隊が到

着した時には雲が切れて青空がのぞきはじめていました。 

新人さん育成ｸﾗｽには何と！10 名の方々が参加、それぞれ二人一組になって白崎リーダーのもと、 

それぞれ一組に一人ずつ経験者がついてみっちり誘導の方法を学び、翌日からは各グループに配属され

ました。 

 

二日目、空は雲ひとつないドピーカン。ウェアーを脱ぎ捨てたくなるような春の陽気の中、ｹﾞﾚﾝﾃﾞ中を

黄色いゼッケンが賑やかに右に左にとシュプールを描いていました。 昼食は宿自慢のお代わり自由の

カレーライス。 ３皿食べた人もいたようです。 昼食後、晴眼者はフリースキー、ブラインドはミー

ティング。 そしてその後またｹﾞﾚﾝﾃﾞへ。 この日も事故なく滑り終えることができました。 

夜は、お待たせしました懇親会。 ゲームでは、おかしくておかしくて、おなかの皮がよじれる程の大

笑いで、きっとロッジかぶらぎは地響きしていたのではと思われます。  

宿貸切だからこそ出来る大騒ぎの余韻は一部の部屋では夜遅くまで続いていました。 

 

三日目は細かい雪の舞う中始まりましたが、時間とともに青空になり、結局この日も好コンディション

となりました。 平日ということでｹﾞﾚﾝﾃﾞはクラブ専用のようでした。 

日焼けかビールかは不明ですが、赤い顔と楽しい思い出を乗せて、定刻通りバスは横浜へ向けて発車と

なりました。到着後、その後の皆さんの行方は実行委員の責任範囲外ですので、ご想像にお任せします。 

 

 久し振りに大きな事故なく「安全に楽しく」終われましたこと、嬉しいかぎりです。  

参加していただいた皆さんのおかげと感謝しています。 晴眼者数に余裕があると、こんなにも心に余

裕を持って安全スキーができるということを、今更ながら思い知らされました。  

「楽しかったですかぁ～？」 ．．．「楽しかったよぉ～！」 そんな声が聞こえてきそうです。 
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私共実行委員は、当日までのセッティングが役割で、ツアーがスタートしてからは参加した皆さん一人

一人 （勿論ブラインドの方も）が実行委員であると考えています。 

これからも皆さんの積極的な協力をお願いします。 

さぁ！来年のツアーに向けて、足腰を鍛えましょう。 

そして来年も無事故で楽しく滑りましょう。 

 

 

                    

【スキーツアー 感想 ①】  射場 眞行 

 

「かながわ Blind Ski Club 参加顛末記 

                                                                                            

序章（新聞記事） 

それはある日の朝刊のささやかな記事で始まった。 

寝ぼけ眼をこすりつつ朝刊を何気なく眺めていたら「かながわ Blind Ski  Club」のボランティア募集

の記事。敬愛する先輩から「自分のス キーの向上の楽しみ以外に障害を持った人のお手伝いには全く

次元 の違う楽しみ喜びがあるよ」と幾度となく聞かされていたのをふと 思いだし、自分の柄じゃない

と思いつつ連絡を取ったら早速説明 会、講習会のスケジュールを頂いた。 

 

第一日目（説明会） 

説明会の当日はどうしてもスケジュールが取れず連絡を差し上げた ところ個別に説明をしてい頂ける

事となり、不安を胸に二俣川のラ イトセンターに向かう。通された部屋がなんと所長室。 

VIP でも無いのにとおそるおそ る入室。そこに現れたのはにこやかな紳士。 

（後で知ったがその紳士こそがここで一番偉い人の白崎氏） 

懇切丁寧な説明が始まりヴィデオも見せて貰う。が眼に飛び込んだのが Blind Skierが防護ネットに突

き刺さるシーン。募る不安。自分にこ んな難しいことが出来るのか。怪我でもさせたらどうするんだ。

大 それた事に首を突っ込んでいいのか。反問しながらの帰宅。 

 

第二日目（講習会） 

生まれて初めて Blindの方の誘導練習。所内の廊下、階段を 行ったり来たり。結構疲れました。 

普通の歩行誘導ですらままならぬのにスキーなんてとますます募る不安。 

追い打ちをかけるように体力測定。若い頃から部活や何やらで体を 動かすことが好きだったので少し

は、と思ったのが大間違い。経年 劣化を思い知らされここで自尊心まで粉砕。 

一体本番はどうなる事やら。 

 

第三日目（いよいよ新米訓練） 

バスでわいわいがやがやと賑やかに道中を楽しむのも束の間、尾瀬 岩鞍に到着。準備もそこそこに早

速新米二人に先生一人で実地訓 練。新米がそれぞれ Blind とパートナー役を交互に務め後方からの声

がけ訓練。自分では相当大声でやっているつもりが全然相手 に届かず。当然先生から駄目出し。 

少し慣れたところで Blind 役が実際に眼を閉じて新米どうしでやってみる。生まれて初めての 体験。

怖くて結局薄目でちらちらカンニング。次に先生がパートナーで仕切り直し。ここは腹をくくって目を

つぶり何処までやれるか度胸試し。あら不思議最後まで眼をつぶったまま下にたどり着いたではないか。

ここで改めて経験の重さを痛感したと同時に信頼関 係の大切さを実感した。 
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第四日目（本番練習） 

   今日はまるまる一日実際に Blind の方と滑ってみる。と言ってもド新人。実行委員の優しいご配慮

でまずは弱視の方との組み合わせ。後ろからの声がけを何度か試みるも案の定声が届きにくく、また接

近滑走なんて危険行為？は生まれて初めて。ついつい距離が伸びその為ますます声が届かなくなる。

元々あろう筈の無い自信が見事に消滅。スキーを担いで脱走したい心境である。と言うのを見抜かれた

かどうかは解らないが、先生が次は先導でやってみようと言うことになった。Blind の方に見え方を教

わりいざ出発。これは昔子供が小さかった頃の先頭オトーサン、しんがりオカーサンのカルガモ方式の

経験が生き何とか格好がつき少しは（ほんの少 しだが）自信回復。 

 

第五日目（最終仕上げ） 

  暖かいと言うより暑いくらいの二日間と違い朝からしっかり冷えて絶好のコンディション、はスキー

場で当人は前夜の懇親会の後遺 症か普段に増して認知症が進行？だが今日は秘密兵器登場。白崎氏  

からスピーカーをお借りし使ってみる。Blindの方に伺うと声 はしっかり聞こえるようになったが未だ

沈黙が散見されるとのご指 摘。確かにターンを指示した後障害もなくスイスイ滑れる状況だと  

ついつい言葉が途切れがちになる。ここでは「沈黙は金なり」は通 用しないことを痛感。 

 

感想と言うより反省 

百聞は一見に如かずと言うが家を出るまではどうやって逃げようか と尻込みしていたら妻からの 

「兎に角やってみてから結論出したら」の厳しいご下命で恐る恐る参加したが難しいけれどとてもやり 

がいのある事が実感できた。馬齢を重ねるとついつい新しい事への挑戦が億劫になりがちであるが、

Blind の方々のチャレンジスピリットに触れ感動すると同時にまだまだ老け込むには早いと逆に叱咤激

励された様な気がし感謝の念で一杯である。次回体力と気力を失わない限り参加する意欲が湧いてきた。 

皆様、恐らくまたまたご迷惑をお掛けしますが宜しくお願いします。 

 

追記 

秋葉原にスピーカーを探しに行きます。」 

 

 

 

【スキーツアー 感想 ②】 長谷部 強 

 

スキーツアーの感想 

 

スキーツアーに参加させていただきありがとうございました。 

私と同じ県庁スキー部に元在籍していた鹿瀬島さんが、思いがけず往きのバスで隣りの席になり昔話が

できました。ゲレンデの研修。目をつぶったままでの滑走のとき、ブラインドの方はきっと不安や恐怖

を感じながら滑っているのだなあ、と少し気持ちが分かったような気がしました。 

今後も参加した場合は、ゲレンデの選択やスキー技術の向上でお役に立てればと思っております。安

全に滑るためにもその日の天候や雪質、ゲレンデの難易度、スキー技術のレベルによりゲレンデの選択

が非常に大事です。また、ぎこちない体勢で滑るよりは、スムースなスキー操作により負担が少なく、

よりスキーの楽しさや爽快感が感じられるだろうと思います。 

３日間、不安と緊張の中でしたが貴重な体験をさせてもらいました。来シーズンも参加するつもりです 

 



、 
 

 

 

 

【スキーツアー 感想 ③】  菊地 邑允 

  

 ブラインドスキーツアー大変御世話になりました。毎年、年末から 5月まで野沢温泉の 

スキー場にて滑っており、２月の一回を減らして参加する事としました。 

 初日の講習では、普段まったくやらないプルークでの誘導方法には正直引き気味になり、 

気分はネガティブになりましたが、幸い１２月の忘年会に出ており実行委員の方々の面識 

もできて「この世界は義務感やボランティアをやるという意識では勤まらない、友人として付 

き合うように考えないと難しいですよ」と言われまして、社会のお役に立てばと思い参加しまし 

たが、やるならどっぷり漬かって仲間同士の付き合いをして、その結果がお役に立つとい 

う事なんだと・・・・。 

 小生、少しはスキーが出来るのでお役に立てるかなと思い、１１月の最初の講習に出ました 

ら開講一番講師の方より「なまじスキーが出来る人が一番始末がわるい」と言われまして、そ 

うならないように心がけながらお付合いできればと考えています。 

 出鼻をくじかれながらも、迷惑のかからない範囲？でスキーも楽しませてもらった３日間でした。あ

りがとうございました。  

 

 

 

【スキーツアー 感想 ④】   串田 憲亮 

◆スキーツアーに参加して◆ 

今回、「晴眼者として」初めてスキーツアーに参加させていただきました。 

かながわブラインドスキークラブには以前から父が所属しているため、小さい頃から度々スキーなどの

イベントにいったことを今でも覚えています。最近はめっきりご無沙汰してしまっていたのですが、こ

の４月から就職という節目を迎え、一社会人として何かクラブに貢献できないかと思い、父を通して 

参加のお願いをいたしました。ツアーに参加してみて、一番に自分の危機管理の甘さに気付かされまし

た。何かあってからでは遅いという緊張感と、皆さんと滑ることで徐々に感じてきた 

楽しさが今回の一番の収穫です。そしてブラインドや晴眼者の皆さんへの尊敬の念を強く覚えました。 

今後も微力ながらお手伝いが出来ればと思います。 

親子二代にはなると思いますが、父共々よろしくお願いいたします。 

 

 

 

【スキーツアー 感想 ⑤】  高木 麻理子 

  

 私が福田さんと初めて出会ったのは三年前、吉祥寺のとあるバーでした。表通りを入った所にある静

かなバーのカウンターで穏やかにお酒を楽しんでいたのが印象的でした。 

 何度目かの遭遇で、二人ともスキーヤーだとわかり、その時に初めてかながわブラインドスキークラ

ブの存在を知りました。 

 それから二年が経ち、やっと今回のスキーツアーに参加させてもらう事になった訳です。しかし出席

のお返事をしてから、果たして本当に私に出来るのだろうか？と急に不安に感じ、ホームページを調べ

たり、実際に家の中で目隠しをして過ごしてみたり、私なりのアプローチを一ヶ月間試みました。 

 そしていよいよツアー当日。二月だというのに、お花見にでも出かけたくなるような暖かい気候の中、 
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笑顔一杯のクラブ員の方々と、ちょっと心配そうな表情の新人研修生を乗せたバスは、一路尾瀬岩倉へ。

和気あいあい、笑い声が絶えないバスの中の雰囲気に雨が遠慮したのか、私達がゲレンデに到着する頃

にはすっかり快晴になっていました。 

 午後、私達新人研修生は二人一組で、コース状況の説明の仕方、滑り出すタイミングの確認、ゲレン 

デ内の移動の仕方などを詳しく教えていただいた後、ブラインド役の方のすぐ後ろを滑りながら声で誘

導する練習を行いました。パートナーが左右を間違えてしまったり、滑走方向の安全確認が不十分だっ

たり、その間違えにパートナーが慌ててしまうと、ブラインドの方がとても不安になる事も実感できま

した。 

 二日目、私は生まれて初めて花ちゃんのパートナーとして滑りました。自分が花ちゃんの目になって

滑る事、花ちゃんが安全に滑るのに必要な情報を常に伝える事、どうしたら花ちゃんが楽しめるか？ 

それだけでもう頭が一杯でした。 

 三日目の私と一緒に滑ってくれたのは由紀ちゃんで、彼女のスキーの目標は「かっこいいスキー！」

でした。由紀ちゃんの滑りを誘導しながら、彼女の目標に近づく為にはどのような技術を、どのように

伝えたらいいのか、とても考えさせられました。ブラインドの方々とスキーそのものをもっと楽しめる

ように、今年の反省点を踏まえて、もう少し自分のスキーの技術の幅を拡げなければ・・・と感じてい

ます。 

 両日共、チームレディースの皆さんをはじめ、クラブの皆さんのサポートのおかげで、事故もケガも

なく無事に帰る事ができました。花ちゃんと由紀ちゃんが笑顔で｢また来年も一緒に滑りたい｣と言って

くれた時、思わず涙が出ていました。 

 そして、涙といえばもうひとつ。懇親会のジェスチャーゲームの「ゴンドラ」と、帰りのバスの中で

の｢ピンクのたいやきくん｣には泣きながら大爆笑でした。 

 最後になってしまいましたが、このツアーの円滑な運営の為に力を尽くしていただいた実行委員の皆

様、快適な空間と美味しいお食事を提供してくださったロッジかぶらぎの方々、そしてこのクラブに係

わる全ての方々に心からお礼を言いたいと思います。 

本当にありがとうございました！！  

そして、今後ともよろしくお願いいたします！！ 

                                   

 

 

【スキーツアー 感想 ⑥】  太田 充咲 

 

初めてブラインドスキーに参加させて頂きました。 

  

短い板だったので、スピードが出ないのと、ストックが無いこと

がネックらしく、二日目からはレンタルしました。久しぶりの長い板だったので技術的に本当に不安でした。 

実際、一緒に滑らせて貰いましたが、ブラインドの方とぶつかってしまったり、判断が遅れてしまったり、 

出す声が小さかったり、左右逆の方向に指示してしまったり、自分がリフトからハンケツで乗り損ねそうに

なったりと、反省ばっかり。かなりのプレッシャーで、帰った日の夜もドキドキしながら 

ガイドしている夢を見ました。（多分寝言、言ってたと思います）それでも往復のバスや、『夜の部』が本

当に楽しくて。（夜の部は得意分野なもんで。）いろんな年代の方ともお話できるし、音訳活動の方にも参

考になりました。次回は、もう少し自分の技術をあげてから参加したいな、と思います。 

まずはシーズン終わりに神保町あたりを散策して新しい板とブーツを探さねば！そして次回参加するまでに

は何回か足慣らししなければ！とバランスボールに乗りながら思っております。 
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【スキーツアー 感想 ⑦】  小島 昌子 

 

「ブラインドスキーツアーに参加して」 

 

友人から誘われて、初めて、参加することが、できました。参加するのに、 「友人が、いるなら、ま、

大丈夫でしょう」という気持ちと、ブラインドの方と共にスキーをするのは、初めてで不安が、あった

のも、正直な気持ちでした。出発するまでは、「大丈夫」と「不安」が交互に私の気持ちの中では、入

れ替わっていました。出発日のバス内では、早速自己紹介タイム。 

（ま、そうだよね。これから、一緒に滑る仲間になるんだから）と、苦手な自己紹介というものに、納

得して、耳を澄ましていると・・・ 

これが、面白い！ 開けっぴろげで、開放的で、実に楽しい時間となりました。 この楽しい時間で、

かなり気持ちは、和んできました。 

  

ゲレンデ情報では、我等の到着前は、雨だったのですが、バスが、到着する頃には、（クラブ員の３人

いる晴れ男さんのおかげ？？？）止んでいました。 

初日は、講習。人ごみの中での、ブラインドの方を誘導する方法や、リフトの乗降方法、滑り出し等で

の諸注意を、学びました。 

また、実際に自分が、目を瞑って、滑ってみる経験もしました。（これは、普段使えていない五感が、

敏感になる気がしますね。）「聞くのと、やるのとでは、違う」というのが、感想でした。 

そして、誘導をするにあたって何を気をつけたら、良いのか色々な方に、聞いてまわりました。 

（これも、話すきっかけとなって、親密さが増しますね） 

  

２日目は、ブラインドの方と一緒の、グループにて、実践です。 

経験豊富な諸先輩方の誘導方法と、慣れてるブラインドスキーヤーの見事な滑りに、ただ、ただ、関心

するばかり。 

「昨日教えてもらったけど、出来るかしら？怪しいかもしれない」と心の中では、思ってました。いざ、

私が誘導をする番がきて、ブラインドスキーヤーに、安全を守りながら、ターンの指示を出す。ところ

が、右に曲がるはずが、「左」と逆を指示出すこともあり、冷や汗です。 

しかし、そこは、ベテランブラインドスキーヤーですから、「えっ、違うんじゃない？」と声をかけて

くれたり、サポートしてくれている同じグループの人に、助けられました。 

誘導初心者の私、をクラブの方々が協力して、成長させてくださってるんです。本当に頭が下がります。 

  

都合で、２日間の参加でしたが、安全

に、安心してスキーを楽しみ、それぞ

れが、人を思いやり、温かみを感じる

心遣いをしている事が心地よい時間

となったと言うことと何事も、「習う

より、慣れろ」ですね。つくづくそれ

を感じた２日間でした。企画、運営、

準備してくださった方に、感謝します 

 

 



、 
 

 

 

 

【スキーツアー 感想 ⑧】  鈴木 智美 

 

初参加でしたが、皆さんがいろいろ親切にしてくださり、楽しくスキーが滑れました。 

 何よりも皆さんが前向きで楽しむ気持ちいっぱいでスキーを滑っているのがとても印象的でした。 

まだまだスキーは下手ですが今後も教えてもらったことが活かせる機会が 

あればいいと思っています。本当に３日間ありがとうございました。 

 
 
 

【スキーツアー 感想 ⑨】  西村 奈緒美 

 

朝日新聞を見て参加しました。 

北海道出身といえど、スキーは○年ぶりでしたが、「ブラインドスキー」という未知の体験に、心惹れ

るものがありました。しかしながら、好奇心だけで飛び込んだために、２日目以降も「串田パパのスキ

ー教室」にお世話になるなど、お役にたてることはほとんどありませでした。反省しております・・・。 

それでも、 

①スキーは楽しい！ 

②一緒に滑る仲間がいるって素敵！！ 

③体力・技術共に上達していつかは立派なパートナーに！！！ 

と強く感じ、ブラインドスキーに精進することを誓いました。 

また、老若男女の方々との交わりも刺激的で、大変心地のよい時間を過ごさせていただきました。 

次回以降は、何らかの役割を見出していけるよう頑張ります。 

バレンタインデーが（別の意味で）楽しみです。 

 

 

 

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

 

【編集後記】 

 

 今回は新人の方にツアー参加の感想文をお願いしましたので ページ数が増加しました。 

それぞれの方の新鮮な感動や熱い思いが伝わる文章です。 

来シーズンは 25周年企画ツアーも予定されていますので 大いに盛り上がりましょう！ 

 

 

 『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 

 
 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/ 

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

http://www.kanagawa-blindski.com/
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今回はハイキング 出欠用ハガキを 同封しています。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【2009 年度  総会報告】  

 実施日時 2009 年 6 月 14日（日）14：00～16：30 

 会員総数 94名 

出席 31名 委任状 35名 過半数にて総会成立 

 ＜議事＞ 

議長 衣笠さん 書記 太田さん 

①2008 年度事業報告について 

事務局 白崎さん 

企画 中西さん 

実行委員 川添さんからそれぞれ報告。 

・2008 年度スキーツアーは初参加 8名 

・クラブホームページ・・・現在はあまり更新されていない 

・広報・パンフ・・・志村さんによるデザイン& 外山さんによる業者選定のおかげで

安く出来た。 

以上、全員の拍手にて承認 

②2008 年度決算報告 

会計   高梨さんから報告 

・支出が 20万円超えたのは初めてですが人数も増え、積極的な活動が行われたからだ

と思います。 

会計監査 成田さんから報告 特に特記すべき点はなし。 

以上 全員の拍手にて承認 

③役員改選 

・任期が 2年で今年が役員改選になる。 

会長   岩崎さん 

副会長 小西さん 

事務局長 白崎さん 

事務局員 中西さん 渋谷さん 川添さん 外山さん 

以上の方々の留任を全員の拍手にて承認 

会計  高梨さん→藤田(滋)さんへ交代 →全員の拍手にて承認 

新規事務局員   町田 泉さん・小須田さん →全員の拍手にて承認 

監査 田中さん →全員の拍手にて承認 

顧問 高梨さん  →全員の拍手にて承認 
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④2009 年度 事業計画案について 

事務局 白崎さん  企画 中西さん  実行委員 志村さんより それぞれ報告 

・ハイキング 下見に行き 10/11（日）湯河原を予定。 

・クラブ創立 25周年記念ツアー 2010.1月中旬 北海道 糠平の予定。 

・定例ツアー 2/13～15 前回と同じ 尾瀬岩鞍 ロッジかぶらぎの予定。 

・お花見 & 親睦会 2010.4/4（日）（第一週の日曜日）を予定 

・スキーツアー実行委員 藤田(滋)さん・福田さん・渋谷さん・太田さんが新たに参

加 

⑤2009 年度予算案 

事務局 白崎さんより報告 

・役員の交通費が 今回 役員が増えたので少しキツイが予備費で賄える範囲である。 

・成田さんより提案…役員の交通費だけでなくお茶代とかもクラブより支給必要なの

では？ 

→役員より交通費だけで大丈夫ですと回答。 

・スキーツアー実行委員の交通費等はツアー費から支払われている。 

・長谷部さんより 資機材購入・記念事業積立金とは？ 

→25周年記念 Tシャツ・ゼッケン・無線等の購入費です。 

今後は繰越の一部を積立に回そうと検討中。 

以上 全員の拍手にて承認 

⑥その他 

・町田 泉さんより、クラブニュースをテープ送付でお願いしたいとのコメントあり。 

→役員会にて検討します 

・町田 由美さんより、クラブの HP運営が現在 休止中。誰か手伝ってくれないか？ 

→高野さん 町田 由美さん 中西さん 外山さん 白崎さんで担当予定。 

・クラブニュース メールと郵送と重複しているので希望者はメールのみでいいので

はないか？ 

→メールのみの場合の行事出欠返信の方法(ハガキの代わり)などを役員会で別途

検討します。 

 

【事務局だより】 

スキークラブのメール配信を今後も継続することになりました。 

メール配信方法は 

① クラブニュースのワード用ドキュメント（拡張子ＤＯＣ）を添付ファイルで 

② クラブニュースのテキスト（文字情報のみ）を添付ファイルで 

③ クラブニュースのテキスト（文字情報）部分を通信文として 

③  携帯メール用にニュースの文字情報を通信文として 

以上の４つの方法を考えています。 

 

メール配信を希望する方は上記の配信方法の希望番号と配信の宛先メールアドレスを明記

したメールを事務局 白崎に送信してください。 

また総会の意見交換で クラブニュース録音テープ版の希望がありました。 

他に希望者がおられましたら事務局 白崎までお知らせください。 
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【秋のハイキングのお知らせ】 
今年も、スキーシーズン前に、自分の体力チェックをしましょう 

 

今回は、湯河原温泉です。JR湯河原駅から、城願寺を経て、城山山頂をめざし登ります 

コースは、コンクリートも多く、歩き易いのですが、急勾配もあります。楽しみにしてい

て下さい 

下りはしとどの窟を見学し、途中からバス（￥６５０円）を利用し、湯河原駅に戻ります 

湯河原駅前にて、皆さんお楽しみの温泉です 

日程：10月 11日(日) 

集合時間・場所：  am 9：００ JR湯河原駅 改札口を出たところ 

持ち物：ハイキングに相応しい服装。昼食（湯河原駅前にお弁当を買える店がほとんどあ

りません）等 

温泉：湯河原温泉 ホテル城山（入浴料￥１１４０円 浴衣とバスタオル付き）手拭いは

持参 

申込時期： まだ先の１０月のハイキング案内のため、クラブ員の皆様は、１０月の予定は

まだ分からないと思います 

今回は特別に参加/不参加の返信ハガキ受付を９／１～９／３０としますので、 

はがきの返信時期をお間違えのないようにお願いします 

     

※ ブラインドの方でハイキングに参加する方はハガキの切れ目の入った角を左下に

して右上の対角線上の角を１センチ程度斜めに切り取って投函して下さい。 

ブラインドの方で不参加の方は何もしないでそのまま投函してください。 

尚、今回の行事に関して何かご質問ありましたら、企画 中西までご連絡下さい 

 

  

 

  【研修会・忘年会のお知らせ】 

① 日程               12月 6日（日） 

② 研修会時間・内容   未定 

③ 忘年会           昨年も好評だった横浜駅近くのイタリアンレストランの予定 

☆詳細は次回クラブニュースにてお知らせします 
 

 

 【2010 年スキーツアーについて】 

 私たちのこのクラブも誕生から今年で 25 周年となり、今年は久々に 1シーズン２ツアー

を企画することになりました。 

恒例の岩鞍ツアーと、記念ツアーは北海道です！ 

 

＜岩鞍ツアー＞ 

日程   2010年 2月 13（土）14（日）15（月） 

 

＜北海道ツアー＞ 

2010年 1月中旬、スキー場は糠平（最寄りはとかち帯広空港）を予定しています。 
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あまり名前は知られていないスキー場ですが、そこそこコースもあり、とにかく空いてい

る(^^)vそして温泉が最高です。雪の中の露天風呂は疲れを癒してくれますよ。 

今後、格安ツアーを探すことになりますので、詳細は秋にならないとお伝えできません。 

次のお知らせに 乞うご期待！！ 

 

特に岩鞍の定宿「かぶらぎ」は 40名以上で貸切りにしてもらえます。 

北海道だけに心を奪われることなく、岩鞍にも奮って参加してください。 

冬に堂々と休みがとれるよう、夏から秋はしっかりお仕事＆体力 UPに精を出してください

ね。 

 

＜2010年度 スキーツアー実行委員＞ 

6月の総会にて次の 10名の方々に決定しました。 

（ブラインド）  大橋 由昌   川添 由紀   渋谷 清二 

（晴   眼）  藤田  滋   中西 太郎   福田 靖久   小須田 佳代  

         太田 充咲   宮副 竜生   志村 好枝 

 

 

【特別寄稿  大橋由昌】 

４０２スタから、こんにちは！  

 ＮＨＫラジオ第２放送で「聞いて 聞かせて ～ブラインド・ロービジョン・ネット～」

という番組があります。毎週日曜日の１９時半から３０分、再放送は翌週の日曜７時半か

らです。多くの家庭が   ＴＶを中心にした生活だと思いますので、あまりラジオを聴いて

いる人は少ないかもしれませんが、  この番組は１９６４年から４０数年続く長寿番組の

上、視覚障害者やその関係者を対象にしていますので、是非 頭の片隅にとどめておいて下

さい。スキー技術のレベルアップにはつながらないでしょうが、   ライトセンターではな

く、自宅での座学研修のひとつと思えば、十分な情報量だといえます。         視覚障害

者の実態を知るためには、お手頃な内容です。第４週の「今月のトピックス」を聞くだけ

でも、視覚障害者の動きが分かって、いろいろ参考になるはずです。 

 番組名は、最初の４半世紀が「盲人の時間」で、たしか１９９１年からだったか、「視覚

障害者のみなさんへ」に変わり、そしてこの４月から冒頭の長い名前になりました。とか

く組織の改変には大きな人事異動がつきもので、番組編成も同じです。影響力のあるチー

フディレクターが着任すると、     

番組内容もおのずと変わってきます。 

 

６月２８日の放送では、当クラブ会員だった金沢 真理さんが、東京都盲人福祉協会の職員

の立場で出演していました。相変わらず明るく若々しいはきはきとした口調で、「今月のト

ピックス」のコメンテーターを務めてました。中途視覚障害者の初期リハビリ指導の専門

家らしく、指導した訓練生とともに、失明直後のメンタルケアの難しさを熱く語っていま

した。おそらく、彼女を知らない聴取者が聞いたら「メタボ気味の怖いお姉さん」だとは

決して感じないだろうなと思いつつ（これは本人には内緒です）、布団の中でぼんやり再放

送を聞いていた次第です。文明の利器とはすばらしいもので、ラジオ番組も後日パソコン

のインターネットで簡単に聞くことができます。なじみの薄い番組にダイヤルを合わせる

のも億劫でしょうから、カナマリさんのお声をインターネットで拝聴するのも、自宅研修
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の良いきっかけになるかもしれませんね。 

 この番組には、僕もコメンテーターとして、１０年ほど毎月レギュラー出演していまし

た。最初の８年間は、高橋秀治（現ロゴス点字図書館長）さんと二人で、その時々の視覚

障害者関連のニュースを伝えていたのです。４０２スタジオを使用することが多く、僕た

ちとディレクター、そして「音声さん」と呼ばれる録音技術者の男４人で、ぼそぼそと打

合わせをしてから録音室に入る、という実に「花のない」放送風景でした。そして、テー

ブルに点字の番組進行表と放送原稿をおいて、いつでも確認できるように蓋を空けたまま

の腕時計も並べて待つ。テーマが流れ、向かい合った高橋さんがＱサインをみて点字資料

に触れている僕の手をチョンと叩いたら、「皆さんこんにちは、視覚障害者のみなさんへの

時間です」と僕が話し始めるというのが、収録の手順です。 

 本番直前に、ディレクターが「このテープは○月○日・・・の視覚障害者のみなさんへ

です。」とマスターテープにクレジットを入れ、退室してからテーマが流れるまでの数１０

秒間の緊張感！。今、思い出してもぞっとします。気が弱いからだとはいえ、あのストレ

スによってずいぶん寿命を縮められたように感じます。しかし、それほどの代価を支払っ

た割には、出演料は微々たる物でした。ここだけの話ですが、ＮＨＫの番組評価の格差は

ものすごいですよ。テレビでもなく、第１放送でもないので、まあ仕方がないとあきらめ

るほかはありません。ではなぜ条件が悪いのに長く担当したのかと問われれば、収録は苦

手でしたが、あちこち取材して歩くのはとても好きだったからだ、と答えます。大会や集

会などに、デジタル録音機のＤＡＴを持ってよく音取りに出かけたものです。高橋さんが

盲福祉施設関係を、僕が運動団体の様子を主に分担して情報を集めていました。業界風に

いえば、与党キャップと野党キャップとなりますかね。いずれにせよ、僕は何をやっても、

結局野党的役割を担うことになるのでした。これもゲバ学生の宿命だ、と達観するほかあ

りません。 

 蛇足になりますが、盲界は実に狭いもので、高橋さんは当クラブの会員だった忍さんの

お父さんです。彼女は今、マラソンにはまっているとか。スキーは季節限定の上、お金も

かかりますからねえ。趣味の選択を間違えたかな、と定年前のしょぼくれたオジサンは考

えたりしております。すみません、話を戻しましょう。 

 ３０分番組だからといって、３０分ぴったりに終わることはめったにありません。１、

２分は長めに取るのが通例です。とちったり、咳ばらいしたり、聞きづらい部分を編集で

きるからです。ところが、３、４分も伸びると、録音テープを切り貼りするのに時間がか

かるため、ディレクターから「巻き」が入ります。僕にはガラス越しの指示が見えません

ので、高橋さんがチョンとたたいてくれる訳です。エンディングテーマが終わり、ほっと

していると、ディレクターから取り直しの指示が出ることもあります。悪魔の声に聞こえ

ます。ひとこと間違えたり、不正確な説明だったりしたところを修正するためです。意外

に想われるかもしれませんが、会話中の声のトーンを再現するのは、僕のような素人に限

らず、大変難しい作業なのです。したがって、ディレクターは修正部分の前後を再生して

聞かせてから、１分前後同じように話させて録音しなおします。最初のころは、ずいぶん

ダメだしを受けました。 

 判りやすい例を挙げるならば、「点字ブロック」といったことに対して直されたケースで

す。     

 

それは私企業の商品名で、誘導ブロックや警告ブロック、あるいは、点状ブロックなどと

言い換えなければなりません。さらに、しばしばうっかりミスをしたのは、各団体名を略
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称だけで説明したことです。ライトセンターも所属している、「日盲社協」は日本盲人福祉

施設協議会ですし、「全視情協」は全国視覚障害者情報提供施設協会、と一度はいわなけれ

ばならないのです。また、１９５５年９月９日付の『朝日新聞』夕刊の『せめてひと揃い

の点字教科書を！』という記事がきっかけで、全国の盲学校生徒が立ち上がった「全点協

運動」というのがありました。この「全点協」も、全国盲学校生徒点字教科書問題改善委

員会としっかり伝えなければならないのです。 

 余談ですが、戦後の学制改革が進む一方、１０年たっても盲学校における高等部の点字

教科書すらそろっていなかった事実は、決して昔話ではありません。普通学校で学ぶ視覚

障害児童・生徒の点字教科書が、無償給付されることになったのは、なんと２００４年で

す。点字教科書をめぐる環境の向上などを目的とした「全国視覚障害児・生徒用教科書点

訳連絡会」（教科書点訳連絡会）の設立総会が、ようやく２００５年１月１１日に開かれて

いるくらいなのです。いやいや、また野党の顔が出てきました。 

 こうした番組がありますので、聞いてみてください、というのがこの拙文の主題です。

メチャ長いですねえ。とにかく、再放送であっても日曜日の朝、ゆっくり朝日新聞に眼を

通しながら第２放送を聴く、というのはいかがでしょうか。平和な１週間の始まりにつな

がります。（了） 

 

 
 

 

 

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

【編集後記】  

今回は クラブニュースの新しい試みとして大橋さんに特別寄稿を依頼したところ 

快く受けて頂きました。私がインターネットで NHKラジオに出演していた大橋さんの 

情報を見つけたことがきっかけでした。 今後もみなさんのためになる企画を入れて 

いきたいと思ってます。 (H.T) 

  

   

 『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 

 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/ 

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



 

・創立２５周年記念・ 

北海道スキーツアーへのお誘い 

 

スキー＆温泉＆カニ料理満載！！ 

糠平２泊３日の旅 

皆さ～ん！ いよいよ白銀シーズンがやってきます。 我がクラブも早いもので創立四半世紀を迎えます。    

節目の年、老いも若き（？）も一堂に会して、記念ツアーを一緒に楽しく祝いませんか？ 

日程は 1 月 8 日（金）～10 日（日）で 翌日は休日です。 場所はとかち帯広空港から車で 1 時間半の源泉糠平温泉

スキー場。 ゲレンデも急斜面は少なく、何より空いているので安心して滑れます。 

クラブツーリズムのパックツアーに便乗しますが、夕食はクラブで独立した一部屋を借りられます。 

 １日目の夕食はホタテ、２日目は肉厚の毛ガニが丸ごとドーン！ お楽しみの『25 周年 Party』も計画中です。   

これで参加費がなんと驚くなかれヨンキュッパッ。 航空券とリフト券、２泊４食付で 49,800 円ぽっきり！     

さぁ早目に予定を入れましょう。       ☆最終申込みは 11月 16日必着でお願いします☆ 

同封の返信はがきに｢参加｣とたくさん書いてあることを、実行委員一同願っています。 

ブラインド 7名、パートナー18名の総勢 25名が目標ですが、オーバーした場合は抽選とさせていただきますので予め

ご了承ください。 

                                         

【スキーツアー概要】 

☆ 日程  ２０１０年１月８日（金）～１０日（日）  ２泊３日 

☆ 集合  羽田： ７時００分 

☆ 出発  羽田： ７時４０分～ ８時１０分の間 

☆ 到着  帯広： ９時４５分～１０時１０分の間 

☆ 帰着  羽田：２１時４５分～２２時１０分の間       ＊フライト便は１２月に決まります 

☆ 宿泊  糠平館観光ホテル（予定） 

       〒080-1403 北海道河東郡上士幌町字糠平北区 48-1 

              電話 ０１５６４-４-２２１０ 

☆ 料金  ４９，８００円（傷害保険、通信費等を含む）    ＊12月 19日以降はキャンセル料が発生します 

☆ 連絡問合せ先  大橋 由昌  

        福田 靖久  

        藤田  滋  

                                               2009/10 

 



 
 

 

 

 
今回は 研修会・忘年会の出欠連絡用ハガキ & 北海道スキーツアー出欠ハガキを同封しています。 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【研修会のお知らせ】 

晴眼のみなさんは、これまで視覚障害者と接してきて、誘導は慣れてますよね 

しかしながら、点字はどうでしょう。ほとんどの方が経験していないのではないでしょうか？ 

ということで今年の研修会テーマは 『点字を体験し、点字で年賀状を書いてみましょう』です。 

ブラインドの方でも点字が読めない方がいらっしゃると思います 

この機会に、点字を習得しちゃいましょう 

最初は、自分の名前を点字で 打てるようにしましょう 

さらに、もっと頑張れる人は、気になる人や、御世話になった人、恋人などに年賀状を出しちゃいましょう! 

ブラインドで、点字が分かる人は、講師役となって、わからない人に教えてあげて下さい 

参加者のみなさん、年賀状を出す相手の住所の控えを、忘れずに持参してください 

尚、今回は 体力測定は実施しません。 

 

日時    12/6（日）14:00～17:00 

   場所    ライトセンター 

   持ち物   筆記用具など (年賀状，点字器はこちらで用意しておきます。) 

   講師：   川添由紀さん、そして参加者のブラインドの皆さん！     

 

 

【忘年会のお知らせ】 

今年も あと２カ月となりました。皆さん、今年はどんなスキーシーズンだったのでしょうか 

さて、今年を振り返り、また、これからのシーズンに向け、忘年会 盛り上がりましょう 

今年も、毎年好評の横浜東口のイタリアンです 

前菜から、パスタ、メインディッシュ（魚・肉）、デザート、コーヒー付。 もちろんドリンク飲み放題ですよ 

 

日時  12/6 (日) 18:30～ 

場所  イタリアン レストラン アントニオ 横浜店 

横浜駅東口スカイビル 28 階    電話 ０４５－４４２－０６８８ 

会費   ６，３００円 

忘年会のみ参加の方は アントニオ 横浜店 （スカイビル２８階）のお店前に 18:30 にお越し下さい 

           当日、誘導が必要な方は、事前に中西までご連絡下さい 



 
 

【研修会・忘年会 出欠はがきについて】 

 ブラインドの方へ 

この返信用はがきのみ裏面に氏名ラベルを貼ってあります。（北海道ツアー出欠ハガキは氏名ラベルではなく手書き） 

また 予め はがきの左下の角を切り落としてあります。 

研修会・忘年会の両方参加の方は既に切り落としてある角の対角の角を 1cm 程度切り落として投函して下さい 

研修会のみ参加の方は切り落としてある角の右側の角を 1cm 程度切り落として投函して下さい 

忘年会のみ参加の方は切り落としてある角の上側の角を 1cm 程度切り落として投函して下さい 

研修会・忘年会の両方 不参加の方は 何もせず そのまま投函して下さい 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

【ハイキング実施報告】 中西 太郎 

 10 月 11 日（日曜日）、気持のよい秋晴れの中、下は３歳（Ｙ君）から、上は○○歳？まで 

老若男女総勢 23 名の参加者と共に湯河原の城山に、ハイキングに行ってきました 

湯河原駅を 9 時半に出発し、途中、無人販売所でみかん（なんと！10 個入って 100 円）を購入し、 

休憩時に美味しくいただきながら、そして、心地よい汗をかきながら山頂へ向かいました 

約二時間で山頂に着き、お昼です。大島や初島、真鶴半島、三浦半島を眺めながらの贅沢なごはんとなりました 

Ｆ山さんが皆のために持参した煮玉子が絶品で、お昼ごはんが、いつも以上に美味だったのは言うまでも 

ありません。みんなで記念撮影し、１２時半に出発となりました 

下りは皆さん、スムーズだったのではないでしょうか 

バス乗り場手前で‘ししどの窟（いわや）‘見学への上り下りは少しきつかったようですが… 

２時４０分頃にバスに乗り、湯河原駅に向かいました 

３時２０分頃駅に着き、ハイキングは解散です、が、ここではもちろん終わりません。 

そう、皆さんの大好きな温泉＆ビールですね 

今回は、湯河原駅近くのホテル城山でラドン温泉に入りました。温泉に入り、ビールを飲んで 

皆さん大満だったようです。さて、今回参加されなかったクラブ員の皆様 ここ何年かは、晴天続きのハイキング日和です。

参加された皆さんは、気持のよい汗をかき、リフレッシュになったようです 

次回は、是非、ご参加ください。 企画役員一同より (晴眼 12 名, ブラインド 11 名参加) 

 



 
 

 

特別寄稿 

 

【 気ままな旅行記 】 藤田 滋 

現役を退いて 9 月末で 4 ヶ月半が過ぎた。 

最初は、毎日が日曜って退屈だろうな～って思った。でも違った。考え方次第で幾らでも忙しい・・・。 

まず最初に、元気な内に沢山旅をしよう・・・と決めた。 

そして年内は狂った様に旅をしてみよう・・・と・・・。 

その結果先日迄に、立山黒部アルペンルート４回・上高地３回・蔵王・八ヶ岳山麓・富士登山そして 

先日の北海道道央の旅が各１回と・・・。 

多分、これをお読み頂く頃には、裏磐梯箕輪と北海道道南の旅も終えている筈・・・。 

この旅々の一番の特徴は、過去に行って楽しかった思い出の地である・・・と言う事。 

唯一、富士登山だけは処女行であるが・・・。 

そして僕の旅のもう一つの特徴は、観光も然り乍ら宿泊先での一献にある（あまりアルコールには強くないのだが・・・）。 

アルペンルートの時・・・宿泊は４度共「富山全日空ホテル」。 

最初の時、そこの最上階のバーにふらり立ち寄った。 

バーカウンターのスタッフの接客が気に入り、それ以来 毎回そこへ立ち寄っている。 

上高地・・・露天風呂が有るホテルが２軒、いつもそこでのんびり・・・風呂上がりの生の美味い事 旨い事・・・。 

北海道キロロ・ホテルピアノ、ここはブラインドスキーでも利用したからご存知の方も多いはず。 

今回も夜ヒマなのでバーに寄る。 

８時頃からクローズの 12 時まで、全くの貸し切り状態・・・。 

バースタッフが気の毒になり帰るに帰れず（涙）。 

結果、ビールから始まりカクテル・ウイスキーロック迄記憶にあるのは７～８杯か？。 

お勘定を見て愕然！！！・・・野口英世が３枚でお釣りが少々（福沢諭吉でも樋口一葉でもありませんよ！・・・念の為）。 

それで１０月中旬にまたピアノ泊まりのツアーに・・・。 

そんなこんなで まだまだトピックスはありますが、この辺で・・・。 

 

 

【 ひとりごと 】 志村 好枝 

つい最近ひょっとしたきっかけで 10 周年記念誌を読み返す機会があり、入会したての頃の新鮮な気持ちを 

思い返しました。 視覚障害者の何たるかもわからずいきなりのパートナーで、とにかく緊張の２泊３日だったなぁと．．．。 

そして私に視覚障害者の何たるかの一からを教えてくれたのはブラインドご本人だったなぁと．．．。 

あれから 15 年以上の時が過ぎ、いつの間にかイニシアチブを握っているには晴眼者か？とも．．．。 

本来 このクラブはブラインド中心のクラブであるはずであったろうに、「何か役に立ちたい」 

「自分に何ができるだろう」などなど模索しているうちに必要以上に言葉を発したり、行動を起こしていたんじゃないか、 

出しゃばり過ぎていたんじゃないかとの思いに突き当りました。 

ブラインドの目の役割だけでいいのに、私達よりもっともっと優れている能力にまで手や口を出してしまってきたんでは 

ないかと。 



 
 

 

 

ブラインドの皆さん、出過ぎていたら遠慮なく言ってください。 もっとご自分の意見を発信してください。  

そして視覚障害者の何たるかを教えてください。 

「やってもらっている」「やってあげてる」 そんな気持ちは「親しき仲にも礼儀あり」程度に納めて私たちを引っ張って行ってく

ださい。 

こんな「ひとりごと」を投稿するのに相当勇気を必要とした私ですが、ブラインドと晴眼者が一つになってこれから先のこのク

ラブの充実、発展になればと思った次第です。 

皆さんはどうお考えになりますか？ 

 

 

【 海外事情 】 外山 尚 

 仕事でアジア各国(中国, 台湾 ,韓国,シンガポール, フィリピン)に出張した際 いろいろな現地の TAXI に乗ってきた。 

 かなり運転の粗い TAXI に乗車できるのは何と言っても台湾、中国である。交差点の信号は参考程度に見るだけで 

 横から車が来ていなければ信号無視する危ない運転手もいた。 

いちばん強烈な印象を受けたのは上海で乗った ある TAXI である。なんとスピードメーターが故障していて 

ずっと針が０をさしたまま。 確実に 120km/H 以上は出ていたであろう猛スピードであったが。 

日本の TAXI は交通ルールを守るし（あたりまえだが）、 接客態度も比較的いいし 車もきれいで  

よく整備されていることを改めて認識させられる。 

 

 

【クラブニュースメール配信】 

 今後 クラブニュースの郵送は不要で メール配信のみ希望される方は事務局 白崎さんまでご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

【編集後記】  

 スキーシーズンはもうすぐとなってきました。 

風邪には十分 気を付けてスキーツアーを Enjoy しましょう！ 

 

『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 

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



2009 年 11 月 1 日 

スキーツアー実行委員会 

 

 

   

2010 年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍 

スキーツアー事前ご案内！  
 

 

みなさん！こんにちは。今年の夏は暑かったですねぇ！なんてったって、総選挙が一番暑かった！！！細かい

ことはよく分かりませんが、政権は自民党から民主党へ、季節は夏から秋冬へと移ろい、毎年ながら我々の心は

浮ついてきたハズッ。ちょっと大人な表現をすれば浮気な季節！？！？そんな方々は、乗り遅れないように岩鞍の

準備を始めましょう。 

今年は 25 周年ということで、岩鞍ツアーの最大のライバル“糠平ツアー”も実施されます。がががっ、本流は“岩

鞍ツアー”です。北海道、カニ、ウニ、ホッケ、味噌ラーメン、生キャラメル、白い恋人、、、の言葉に騙されることなく、

岩鞍に行っちゃいましょう！ 

本ツアーの参加募集案内と申込ハガキは、12 月初旬頃に実行委員会よりあらためて皆様へ発送します。 

 

 

 

【スキーツアー概要】 

 

☆日程  2 月 13 日（土）朝出発 ～ 2 月 15 日（月）夕方解散 

☆行先  ホワイトワールド尾瀬岩鞍 

☆宿泊先 ロッジ かぶらぎ 

〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出 2609-201 

  TEL: 0278-58-7788  FAX: 0278-58-7194 

※宿泊先詳細⇒URL：http://rkaburagi.com/ 

☆利用バス 横浜市福祉バス もしくは 民間貸切バス 

☆募集定員 35～40 名程度 （原則として先着順ですが、晴眼者とブラインドの割合を考慮して決定します。） 

☆参加費       35,000 円程度（交通費、宿泊費、２朝食、2 昼食、２夕食、リフト券３日分、保険料、雑費込み） 

☆問合せ先 2010 年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキーツアー実行委員 

 志村 好枝 

 宮副 竜生 

 



 

 

今回は総会・懇親会出欠用ハガキを 同封しています。 

 

2010 年度 総会のご案内 
 

日 時：  2010 年5 月30日（日） 14: 00 ～17: 00  

会 場：  神奈川県ライトセンター 2 階 第 1講習室 

内 容  

      ＜議事＞ 

             1． 2009 年度 かながわブラインドスキークラブ 事業報告書 

2． 2009 年度 かながわブラインドスキークラブ 決算報告書 

3． 2010 年度 かながわブラインドスキークラブ 事業計画書案  

 14 : 00 ～ 16 : 00      4． 2010 年度 かながわブラインドスキークラブ 予算案 

5． ツアー実行委員 決定 

 

16 : 00 ～ 17 : 00      6． 意見交換 

7.  その他           

 

☆ 年一度の大事な総会です。安全で楽しいスキーを続けられるように、みんなで意見を出し合い、 

みんなで協力し、それぞれが自分のためにそしてクラブのために、役割を分担し力を合わせる。  

そんなクラブでありたいと思いませんか。お待ちしています。 

 

総会終了後  以下のように懇親会を行いますので こちらも是非ご参加下さい。 

 

【ブラインドスキークラブ懇親会】 

 

日時    平成 22 年 5 月 30 日（日）  17:30～19:30 

       

場所   「和民」か「はなの舞」 事前試食調査のうえ最終決定します。 

    止むを得ず総会は欠席で懇親会のみ参加される方は当日 中西 or 外山まで連絡下さい。 

 

会費    ￥5,000 程度 

  

※ ブラインドの方は出欠回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして、右上の対角線上の角が総会と懇親

会の両方に参加する方、左上が総会だけに出席する方、右下が懇親会だけに参加する方として、１センチ

程度斜めに切り取ってください。 

※ 総会に欠席される方は出欠回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長に対する委任状と

させていただきます。 

※  毎年委任状が少なくて総会の成立に苦慮しております。出欠回答ハガキは必ずご返送ください。 

尚、同封の出欠回答ハガキは 5 月 16 日までに投函ください 

 



【2010 スキーツアー 報告】     実行委員  志村 好枝 

 

≪ツアー報告≫ 

今年はクラブ創立２５周年ということで、恒例の岩鞍ツアーに加え、記念行事として北海道・糠平ツアーも企

画実行されました。 どちらもたくさんの方々に参加をいただきました。以下報告です。 

 

＜糠平ツアー＞ 

日程 １月８日（金） ～ １０日（日） 

場所 糠平温泉郷スキー場 糠平館観光ホテル泊 

参加 ブラインド １０名  晴眼者 ２１名 計 ３１名 

 

 旅行社の企画ツアーに乗る形で、安価な北海道スキーが実現しました。 

出発当日は７時羽田集合という早い時間にもかかわらず、誰一人遅刻もなく、さすが KBSC のメンバーはスキ

ーとなると気合が違います。 

 １時間半のフライト後、１月の北海道とは思えない青空と白い雪が私達を迎えてくれました。 

きりっとしまった上質のパウダースノーは、さすが北海道！ ３時くらいでリフトが終ってしまうのも納得の夕方

からの冷え込み．．． しばれるぅ。  でもでもゆっくり浸かる温泉がまたまた格別！！ 

現地には北海道点字図書館の方々や帯広養護学校の先生方、そしてクラブ員の知人の方々などが駆けつけ

てくださり、総勢４０名を超えるスキーは静かなゲレンデを席巻し、宴会はホテルを華やかに 

していました。 

 記念行事としてのツアーでしたが、「毎年来たいね」という声も多々ありました。 

今後のことはまた皆さんで考えていきましょう。 

 

 

＜岩鞍ツアー＞ 

日程 ２月１３日（土） ～ １５日（月） 

場所 ホワイトワールド尾瀬岩鞍  ロッジかぶらぎ泊 

参加 ブラインド １１名  晴眼者 ４０名 計 ５１名 

 

 参加者が５０人を超え、従来のゼッケンが足らなくなり、急きょ２５周年記念としてゼッケンを新調するというア

クシデントに嬉しい悲鳴でスタートしました。 

１日目は交通渋滞で到着が遅れ、「早く滑りたい」気持ちはピーク！！ 

各班に分かれ早々にゲレンデに散って行きました。 

２日目、３日目も好天に恵まれ、雪のコンディションもよく、ほとんどリタイアもなく、ケガもなく全員無事に滑り終

えることができました。 

今年はブラインドの初心者新人さんの加入、そして晴眼者の新人さんも１２名を数え、フレッシュなツアーとなり

ました。毎年１歳ずつ平均年齢が上がっていたクラブにも新しい風が吹いてきています。 

クラブの基本理念は守りつつ、新旧の皆さんでますます充実したツアーが来年以降も続けていければと 

思います。 

 

 

 

 

 

 

 



【スキーツアー 感想 ①】  宮副 祐子 

 

 今回は初めての参加でしたが、きっかけは夫が活動している様子を横目で見て、何だか楽しそうにだなぁとい

う印象がありました。私自身も学生時代にスキーの指導経験があるので、自分が楽しむだけのスキーから一歩

広げてみたいという気持で参加させていただきました。 

目の不自由な方と接するのは全く初めての経験で、スキーのお手伝いはもちろん、どう接すれば良いのか未知

でした。でも一緒に合宿生活する中で、晴眼者は「彼らの目になる」役割だということを生で学びました。研修で

は実際に目をつぶって滑り、誘導される側の感覚も体験しました。一緒に滑れば滑るほどに安全上気をつける

ことや、楽しくスキー出来るように誘導を考えたり、初めてなりにも徐々にいろんなことが見えてきました。また

驚いたことは、ブラインドの方々が非常にパワフルなことです。私は久しぶりに滑ったので、休憩まだかな・・・と

しばしば思いながらついて行った感じです。 

また嬉しかったことは、一緒に滑ったブラインドの方に安全・技術上のワンポイントをお伝えしたら、「滑りやすく

なった、ありがとう」と言われてとても嬉しかったです。やはり練習して、気持ちよくスムーズ滑れるようになった

時が嬉しく＆楽しいから、どんどんヤミツキになっていくと思うので、スキーの楽しさは皆一緒だな！と 

思いました。 

この合宿を通して、スキーの楽しさを改めて実感出来、とても爽やかな気持ちで充実した時間をすごさせていた

だきました。受け入れて下さった関係者の方々に感謝したいです。 

 

 

【スキーツアー 感想 ②】  小幡 次男 

 

 高木さんの紹介で、2/13 からの岩鞍スキー場でのブラインドスキーに、田嶋さんとともに初めて参加させて頂

きました小幡です。奇しくも出発日が第二子誕生の日と重なったことで、途中からの参加となってしまい、 

皆様にご迷惑をおかけし、大変申し訳なく思っております。 まさか予定日の 10 日以上前に生誕を迎えるとは… 

冬季オリンピックの開会式に合わせて 顔を出してきたところは父親ながらお見事と言いたく 

なりますが、何も初めて参加するブラインドスキーの出発日にぶつけてこなくても… 

何となく先が思いやられてなりません。 さて、今回は初めて参加ということで、福田さん、志村さんから基本を 

ご指導いただき、宮副さん、小須田班長の元、飯田さん、初瀬川さんのパートナーにつかせていただきました。 

 自分の感覚だと、「右」といわれると右足に体重を乗せるイメージがあり、「左」に進んでしまうため、左右の声

かけに大変戸惑いました。実際、ブラインドの方に情報を伝えるときも何度か左右を間違えたりとひやりとする

場面もありました。ただ、ブラインドの人も心得たもので、皆さんご承知のように、こちらが間違えたときは簡単

には曲がってくれません。その辺りよく分かっていらっしゃって、不謹慎で大変恐縮ですが、本当は見えている

んじゃないかと何度も思いました。 また、今回ほど 2人乗りのペアリフトがこんなにも早いと思った事はありませ

んでした。滑っている時よりも単位時間当たりに発しなければならない情報量、確認事項が多いのでは 

ないでしょうか? リフトの衝撃で繰り返しひざ裏にダメージを負わせてしまった初瀬川さんには 

心からお詫び申し上げます。 今回は初めて参加ということもあり、自分にも余裕が無く、安全を優先させるあま

り、スキーの楽しみでもある開放感、自在感を感じられるようなサポートができなかったことが悔やまれます。 

 次の機会があれば、ブラインドの方がスキーの楽しみをよりたくさん感じ取れるようなサポートがで 

きるようになりたいと思いますので、是非次回、懲りずに呼んでいただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 



【スキーツアー 感想 ③】  田嶋 英尚 

 

 初めての参加でしたが 皆さんの明るい雰囲気のおかげでリラックスした 3 日間を過ごすことが 

できました。参加前には濃霧でホワイトアウトや雪が緩んで全面コブ斜面など悪条件 の妄想で 

戦々恐々だったのですが天候に恵まれたおかげで余裕を持って誘導に集中することができました。 

一緒に滑ったブラインドの方々も的確にスキーをコントロールをされておりもう少し練習を 

積めばバッジテストの２級に手が届くかも知れません。 

この度は貴重な経験と楽しい時間をありがとうございました。 

かながわブラインドスキークラブの一層の発展を祈念しております。 

 

 

【スキーツアー 感想 ④】  長谷川 藤子 

 

 初めてのブラインドスキーは久しぶりの緊張感をもって参加させていただきました。 

研修では「右」と「左」を逆に言ったり、状況説明で言葉に詰まったり、また実際目を閉じて滑った時は不安感で

体が硬くなってしまい、声が頼りということを実感しました。周囲の状況判断も、混んでいるゲレンデ、座り込ん

でいるスノボーの人等ブラインドの人に不安感を与えてはいけないこと、さあ大変と心の中で叫んでいました。 

 その後、グループに分かれてから私の不安は驚きに変わりました。前を滑る人にぴったりついて滑るブライン

ドの方の速いこと！！後ろからの言葉かけが早く適切なこと、内心私に出来るのかと不安が増しました。 

 一緒に滑ることでブラインドの方から教えられることが沢山ありました。言葉は簡単に、「１，２，３」と「３，２，

１」のちがい「ストック」と「ストップ」の似た発音など普段何気なく使っている言い方が行動に違いが出ることなど

言葉のニュアンスの違い。 最終日は月曜ということもありゲレンデもすいていて、 良い条件の中いろいろなコ

ースを滑れたこと、前を滑ったり、後ろからの言葉がけ，サイドのカバーなど私もやっといろいろな役割が把握

できるようになったかなとうれしくなりました。 それ以上にブラインドの方々と短い時間でしたが一緒に生活す

る事で私自身の視野を広めてくれたように思います。（先週朝日新聞で視覚障害の方々のいろいろな状況が連

載でありました。読んでいて身近に考えることができました。） 綿密な計画と運営、楽しい企画の夜の時間、 

クラブのメンバーの皆様の優しさあふれている素晴らしいクラブにご一緒させていただけたことは私のスキー生

活に新しい１ページが加えられました。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

【スキーツアー 感想 ⑤】  青木 卓 

 

 先日の尾瀬岩鞍ツアーが初パートナー体験となりました青木卓（あおき すぐる）です。 

ツアーにご参加の方々には「声の高い青木」として覚えていただけたのではないかと勝手に 

思っております。１２月の忘年会から参加させていただいて、メンバーの皆さんが生み出す雰囲気の 

良さが印象的だったので、ツアーも楽しみにしていました。初日横浜ではあいにくの雨でしたが、 

現地は２日目３日目と快晴で、皆さんと一緒に気持ちよく滑れてなによりでした。特に３日目は 

「ゲレンデを独り占め」状態で、パートナー初心者の私でも少し余裕を持って声かけができたように思います。 

しかし、そこに油断があったのかもしれません。それは町田さんとペアを組んで２本目のことでした。私はゲレン

デ説明で左ターンから入ると言っておきながら、いざ町田さんが滑り始めたら堂々と元気よく「リラックスして～、

は～い、みぎー！」と声かけしてしまったのです。実は、その後町田さんが動ぜずに無事下まで滑り降りたこと

以外あまりよく覚えていません。町田さん、ごめんなさい。この場を借りてお詫びします。そんなこんなで初めて

のツアーは、悔しさ半分楽しさ半分でよい思い出となりました。今回拙いパートナーの私でも快く引き受けて 

くださった４名の方をはじめ、ツアー参加全員の方、本当にありがとうございました。そして、次回は楽しさ１０

０％を目指したいと思いますので、これをお読みの皆さんどうぞよろしくお願いします。 

 



【スキーツアー 感想 ⑥】  朝木 潤 

 

 初めてブラインドスキーツアーに参加させていただきました。一日目の研修の中で実際に目を 

つぶってスキーをし、ブラインドの方にはサポートが必要なことを身を持って体験しました。 

研修後、ブラインドの方のサポートを行うとコース取りや声かけのタイミング、状況説明など 

難しいことが様々あり、非常にドキドキしながらサポートを行っていました。 

二日目、初日の研修、サポートがあったおかげで声かけのタイミングやコース取りにも慣れ、 

上手くサポートすることができました。 

今回は二日間の参加でしたが、大変貴重な経験をさせていただきました。ブラインドの方との 

スキーだけでなく、様々な年齢や職業の方とも関わることができました。 

来年もぜひブラインドスキーツアーに参加したいと思います。 

 

 

【スキーツアー 感想 ⑦】  田口 秀光 

 

 今回、川添さんの紹介でスキーツアーに初めて参加させて頂きました田口です。 

私は中途視覚障害者で、晴眼であった２２歳まで、スキーを楽しんでいました。 

それから何十年も遠ざかっていましたが、この３年程前から友人に誘われて 

何回かスキーに行くようになりました。 

このスキーツアーでは、視覚障害者１人に対してパートナーが２～３人ついてくれて、的確な指示も出していた

だき安心して滑ることが出来ました。 

初日は、パートナーの指示に従って滑り、フォームなどの修正もしてもらいました。 

最終日は、自分の希望でフリーで滑らせてもらいました。勿論パートナーの方が後ろでフリーで滑れるコース取

りをしてくれました。 

風を切って滑ることが出来て晴眼の時の自分にもどったようで本当に大満足でした。そのほか夜には懇親会で

ゲームなどで盛り上がり楽しかったです。 

沢山の方と知り合いになれて良かったです。 

又、皆さんとお会い出来るのを楽しみにしております。 

お世話になり有難う御座いました。 

 

 

【スキーツアー 感想 ⑧】  郷戸 真秀 

  

「ブラインドスキーでは大変お世話になりました。これまで、ブラインドの方々と接する機会の 

無かった私にとっては、とても勉強になったワクワクドキドキがいっぱいの楽しい 2 日間でした。 

また、年令もお仕事も様々な方々と過ごすことができたことも、私にとっては大変魅力的なものでした。学級の

子どもたち（小学校の教員をしています・・・）に公言した、私の今年の目標の一つに『友達を１００人増やす』と

いうものがあります。今回のスキーツアーでちょっぴり増やすことができたかな、なんて思っています。ぜひ、次

回も参加させて いただけたらと思っていますので、よろしくお願いいたします。スキー大好き・人間大好き・ビー

ル大好きな郷戸真秀でした！！」  

 

 

 

 

 

 



2010.2.27～28 盲ろう者のスキーツアー（新潟県中里スキー場, 往復福祉バス利用）が行われ、 

当クラブより 4 名参加しました。（草郷さん、岩崎かおるさん、射場さん、外山） 

このツアーは毎年行われていますが当クラブから参加したのは初めてです。 

盲ろう者は小学 6 年生から成人までの男女 6 名であり 彼らの母親 or 父親も一緒に参加してスキーを 

しました。 そこで代表して草郷さんの感想文を掲載します。 

 

 

【盲ろう者スキーツアー参加 感想文】  草郷 世津子 

 

初めてのブラインドスキーの体験がよみがえってきました。ゆるい斜面を一本滑っただけで、 

すでに足にきている。そのスキーは腰にハーネスを付けて水上スキーのようにバランスを取り、 

両手を左右でささえ、４人で滑り降りていく。盲と聾の他に、いくつかの障害を抱えた子ども達との 

スキーは、言葉で言うより、からだで表現したいものでした。とくに外山さんが担当したけい子さんは、滑る時は

自分でほとんど立つ意思がなく、ずーと抱えて降ります。その重労働たること、小さなゲレンデ半分が限界。そ

こで知恵を絞り、コマネチハーネスを考えてみました。 

ところが、違和感を感じたのか、一回滑っただけで、その日はお終いということも。そんなスキーでもいい笑顔

が見たくてと、今まで７回も続いています。それでも、初日は４人ですべり降り  

ていたのが、翌日は両手を離してさっそうとすべるたくちゃんがたくましく、なかでも、はやとくんと、こうきくんは

ハーネスもそれほど頼らずにすべってました。手話の出来る方が一人いたら我がクラブで、もっと楽しくもっと上

達すること間違いなしとかってに決めてしまう程。日常生活では、元気な二人を除いて、寝ている以外は常にタ

ッチしているか、目の離せない生活でした。多分、子ども達の笑顔が元気の元になっている親御さん達から、私

たちはパワーを頂いてきました。 

一日がマンネリ化するなかで、非日常の大切さと、解放感を私たちが共有することで、パワーを頂いた親ごさん

に、ほんの少しお返しすることが出きるのかなと思いました。また、お仕事とはいえ、ご一緒した先生方の自然

体に向き合う姿勢には大変勉強させて頂きました。それにつけても、私には気がつかない事が多くて申し訳なく、

反省することもいっぱい有りました。でも、チャンスがあったら、 

もう一度参加して、自然体に近い向き合い方を勉強させて頂けたらと欲張ってます。  

 

 

【特別寄稿】 町田 由美 （二人の子育てに奮闘中） 

 

スキーデビュー 

 今年５歳になったばかりの私の息子が、ついにスキーデビューしました。私がスキーに出会ったのは２４歳の

時でしたが、こんなに楽しいのならもっと早く始めた かったなと思ったものです。ちょうどテレビでバンクーバオリ

ンピックの様子が流れていたとき息子が (お母さんの大好きなスキーだね。僕もスキーやりたいな。) と言って

いたのを聞き漏らすことはありませんでした。だって母は、そのやりたいなという言葉を待ち続けていたのです

から。「オリンピックが行われているこのゲレンデでお母さんも滑ったことがあるのよ。」とそれとなく自慢しつつ

も更に気分を盛り上げてやりました。「エッほんと？ボクもスキーで金メダルもらうんだ。」 

あれ？ちょっと誤解させてしまいました。でも、夢は大きい方がいいですよね？ 

とにかくこの機を逃してはならぬということで、息子にはなるべく早くスキーをさせたかったのですが、実際   

私自信がブラインドなので、教えてやることはできません。人生のパートナーである旦那様はインドア派なので、

スキーはやりません。困ったなと思い、スキースクールに入れることを検討してみました。 結果導き出された 

答えは、息子にスキーを体験させるためだけにスキー場に行くことでした。 

 息子はスクールに入り、父、母、２歳の娘はスノーパークで遊んで待つ。 

  

 



しかし、それではやはり私が悲しい。我侭だけど、ゲレンデを前に滑ることができ ないなんて耐えられるのだろ

うか？いや かわいい息子のため、それにこれから先の長いスキー人生のため耐えてみせよう。 

などとあれこれ考えていたときに、プライベートのスキーの話があり、息子同伴でもかまわないと言っていただ

けたのです。持つべきものは友です。（私の大切な友人たち、本当にありがとうございました）。 

こうして息子はスキーデビューを果たし、私もスキーを満喫するという最高の条件が揃ったのです。 

「スキーに行けるよ。」と話してやると、息子はもう大喜び。「カナダに行くの？」との声に私は爆笑してしまいまし

た。 当日は朝から早起きし、テンションも上がり過ぎの我が息子。ゲレンデまで体力もつのか不安になるほど

でしたが、なんとか無事に到着。板と靴を借りて気分はもうスキーヤーです。 

初めてのことばかりで苦戦もしたようですが、滑ることの楽しさをばっちり感じさせてもらえたようで、大満足して

いました。とても大変な息子のスキーに付き合ってくださったみなさん、本当にありがとうございました。 

私は自分のスキーを楽しませていただいていたので、息子の様子は詳しくは分からないのですが、途中で息子

の姿をみつけると、パートナーの人が様子を話してくれました。それに休憩の時に興奮気味に話してくれたあの

息子の幸せそうな声は全てを物語っていました。 

「おかあさんぼくシューって早いスピードですべったんだよ。」勿論一人で滑ったわけではなく、抱えてもらった状

態で滑ったのですが、もうその感覚は彼の心をがっちり掴んでしまったようです。 

楽しみのためには頑張らなくてはならないことがたくさんあるということもちゃんと教えてもらったようで、 

息子なりに頑張って初めてのスキーに取り組めたようでした。 

スキーの楽しさは勿論ですが、もっとたくさんの大切なものが身に付けられた旅行でした。 

今も息子は「また、スキー行きたいな。お母さん一緒に行こうね。」と言ってくれています。 

 そして私自身にも大きな収穫がありました。それは、久々のスキーで皆さんと会い、楽しい時間を 

過ごせたことで、リフレッシュできたことです。このスキーの間、私は一度も息子をしからずに 

過ごせました。これって日常から考えるとすごいことなんです。そしてそれはすごく幸せなことです。 

そうそう、もうひとつお留守番していた父と、娘にとってもこの時間は貴重なものになったようです。 

というのも、２歳の娘は「お父さん嫌い。あっち行って。なんて言うようになっていたので、父はすっかり落ち込ん

でいたのですが、二人っきりの時間を持てたことで、親子の気綱を修復したそうです。 

時々は私がいないほうがよいのかもしれません。」 最近は子育てに追われてスキークラブの活動になかなか

参加できずにいますが、今後はもう少し息子と共に参加して行けたらなと思っています。将来のパートナー育成

に繋がることを期待しつつ。今後は息子ともどもよろしくお願いします。 

 

★お願い 

 子供用のスキー用品で もう使わなくなったものがありましたらいただけないでしょうか？ 

ウエアー、ゴーグル、etc・・・。 

もし、ありましたらご連絡いただけると幸いです。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

【特別寄稿】 金澤 真理 (日本網膜色素変性症協会 会長としてご活躍中) 

 

 「あきらめなくてもいいんだ！」と教えてくれたスキーとの出会い 

 

ブラインドスキークラブの2010年のお花見の３次会にお邪魔しました。ずっとクラブにも参加していないし、長年

ご無沙汰してしまったので、きっと私のことを知っている人はあまりいないだろうな」と思いながら白崎さんに連

れられて、考える時間もないまま恐る恐る参加しました。 

 

 



「新しく入られた人は「誰じゃあ」と思われていたかもしれませんが、私にとっては思いもかけず 

「あの人もこの人もええお元気そうな会いたかったあの人」…もたくさんいらしていて、突然出没したのにもかか

わらず大歓迎してもらいました。私はうれしくて、うれしくて握手もたくさんしてもらいました。「行くのどうしよう」な

ど思っていたことも会場に足を踏み入れたとたん吹き飛んでいました。 

さて、私とスキーとの出会いは「見えなくなってもあきらめなくてもいいんだ」と思える大きなきっかけを作ってく

れました。。私は普通に見えていたのが長いこと時間をかけてだんだん見えなくなっていく「網膜色素変性症」と

いう眼の難病でだんだん見えなくなりました。「あれも出来なくなった」「これもできなくなった」とあきらめなくては

ならないことがちょっとずつ見えなくなるのと同じようにできないことが増えていきました。そんな時、自分の頭の

中で「水泳はコースロープがあればなんとか泳げる」と思えたし、「マラソンも誰か一緒だったら走れる」と考えら

れましたが見えなかったら「スキーはできない」と思いこんでいました。なのに、「視覚障害者のスキー」と言うの

を聞いて「えっえっ、そんなことできるの？きっと見えている時やっていた特別な人にちがいない」とまた激し 

く思いこみ人ごとのように思っていました。ところが、好奇心だけはあって、「見えなくなって何か挑戦したい」と

思い始め見えていた頃、できなかった「スキー」をしてみたいと思ってしまいました。 

「いったいどうやって滑るのだろうか？」と思って参加してみると、「見える人たちがたくさんおられて私たちと同

じように参加費を払い、食事やお風呂も一緒に時間を過ごしてくれていました。だんだん見えなくなった私にとっ

て、こういう人たちもいるんだと衝撃的なことでした。「なぜ、一緒に滑ってくれるの？」と尋ねたことがありました。

そしたら、「だって、私たちスキーが大好きなの。だからスキーをしたい人がいてそれが眼の不自由な人でも一

緒に滑るのは楽しいよ」と言ってくれました。 

私に取っては、視覚障害の人と一緒に何かをやって「楽しいと言ってくれる人がいるんだ」と思えた瞬間でした。

それまではなんとなく「足手まとい」「迷惑かける」とマイナス思考でしたがこのスキーで一緒に滑ってくれるパー

トナーとの出会いが「一人ではできないかもしれないけれど一緒にやれば出来ることがあるんだ」と教えてもら

いました。このことが私のキーワードである「あきらめない一歩」と「どうしたらできるかと言う知恵」の原点になり

ました。 私が実行委員をやっていた時は企画も一緒に考えたり、バスや宿の手配をしたりいろんなことをさせ

てもらいました。それが今、とても役にたっているのとなにしろ経験がものをいうんだということが身にしみて感

じます。うわ～、楽しかったことが次々に蘇ってきました。こうして、私が見えなくなって、大きく成長できるきっか

けになった一つがスキーで皆さんとの出会いだったので、いつまでもいつまでも仲間でいられることの喜びを再

認識した３次会でした。皆さん、本当にありがとう。  これからも笑顔で迎えてください。いつまでも。 

 

 

【実行委員会からのお知らせ】 

尾瀬岩鞍スキーの帰りのバス中や、帰ってからも実行委員から個人的にメールやお電話で『捜索願い』を 

出しておりました、双方向トランシーバーの片割れは無事発見されました。お騒がせいたしました。 

  

 

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

 

【編集後記】  今回も盛りだくさんの内容になりました。感想文、特別寄稿に ご協力頂きました方々 

         ありがとうございました。 

 

 『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 

 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/ 

 

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

http://www.kanagawa-blindski.com/
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今回はハイキング 出欠用ハガキを 同封しています。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【2010 年度総会議事録】 

 14:15  議長・成田さんの挨拶  自己紹介  書記自己紹介 

会員数 ８９名、出席 ２５名、委任状 ４０名、合計 ６５名 

本総会の成立承認を得る。 

総会議事進行 

事務局から説明 

今年は、点字の資料が間に合わず、お渡しできなかった事をお詫び申し上げます。 

メールで受け取れる方には、送信済であるが、確認のため、すべて読み上げる。 

 

２００９年度活動報告 

[1] ２００９年度総会の開催  日時、場所、人数の説明 

   総会後懇親会の実施 

[2] 秋のハイキング「城願寺・城山山頂・湯河原温泉」 

   10 月 11 日（日）  23 名（ブラインド１１名）参加 

[3] ブラインド初心者及び、パートナー会員募集&説明会 

   募集は新聞社とライトセンターだよりに記載 

   11 月 7 日  ライトセンターにて開催 

   参加者  3 人  個別対応 2 人 

[4] 研修会&忘年会 

   12 月 6 日   

   研修会： ライトセンターで点字の体験、年賀状を出そう。29 名（ブラインド 12 名） 

参加 

   忘年会： 27 名（ブラインド 9 名）参加 

[5] クラブ創立 25 周年記念ツアー 

   2010 年 1 月 8 日～10 日 

北海道糠平温泉スキー場 

糠平観光ホテル泊 

参加者： 36 名（内ブラインド 9 人・晴眼 21 人・現地支援者 5 人） 

[6] 定例ツアー 

  2010 年２月１３～１５日 

  ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場 
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  ロッジかぶらぎ泊 

  参加者： 51 名（ブラインド 11 人・晴眼 40 人） 

 

 [7] お花見（懇親会） 

  ４月４日 

  中国料理 大陸 

  参加者： ３３名（ブラインド９人） 

[8] 体力アップ教室 

  毎月第２日曜日  １０時～１２時 

[9] クラブホームページ「声のきずな」の運営 

[10] クラブニュースの発行 

     年３回 

  細かいことは、クラブニュースでお知らせ済の為割愛致します。 

 

２００９年度決算書の読み上げ 

  収入の項目 

  支出の項目 

  質疑応答 

Ｑ１ 予算と実算の差異が大きいのはなぜか？ 

Ａ１ ２５周年ツアー、岩倉と年２回のツアーになった事。 

   参加人数が大幅に増えたため、又、スキー協会から、スキークラブへと名称が変わり、 

 ゼッケンの作り  

   直しが必要になった事が理由である。 

Ｑ２ ゼッケンの費用は、予備費で賄えなかったのか？ 

Ａ２ 予備費については、帳尻合わせの為にあり、端数の細かい単位合わせの項目として使  

っている為、 

予備費からは使えない。 

Ｑ３ 資機材購入・記念行事用積立金の内容が分かりにくい。 

Ａ３ 前年度から引き継いだ７７万何がしからの取り崩しである。 

Ａ３ 活動資金が大きいことは、それだけ活動が活発になってきたということだ。 

Ｑ４ ゼッケンや交通費など経費など積立金を使うときは、細かな数字をのせるべきだ。又、 

足りない段階で 

   補正予算を組み立て直すこともできるのではないだろうか。 

Ａ４ 決算書の数字がわかりにくいということで、もっと分かりやすい表にする。決算と予 

算がつながるように作り直す。 

Ｑ５ ゼッケンは何枚作ったのか。 

Ａ５ ６５枚です。 

Ｑ６ 役員交通費の差が大きいのはなぜか。 

Ａ６ 今までは、ツアーの会費の中に入っていたのを、今回から外に出した為、取り扱いが 

変わった。 

今後もそのようにしていきます。 
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議長    他に質問がなければ、承認願います。 

       ２００９年度決算書は拍手で、承認された。 

 

 

２０１０年度 かながわブラインドスキークラブ事業計画（案）について 

事務局 読み上げ。 

[1]  ２０１０年度総会の開催 

    ５月３０日    会場： ライトセンター    終了後懇親会 

[2]  ハイキング 

    １０月３０日（日）  箱根をしっかり歩く予定。 

[3]  パートナー会員募集 

[4]  研修会と懇親会 

    １２月５日（日）   会場： ライトセンター 予定 内容は検討中。 

[5]  ２０１０年度定例スキーツアー 

    ２０１１年 ２月１２～１４日 （土日月） 

    場所： 岩倉ホワイトワールド   宿は予約済み 「かぶらぎ」 

[6]  春のお花見&懇親会 

    ２０１１年 ４月３日 （日） 予定  会場、詳細は検討中。 

[7]  体力アップ教室 

    毎月 第２日曜日  １０時~１２時 

[8]  クラブホームページ「声のきずな」の運営 

[9]  「クラブニュース」の発行 

    年３回予定 

 

２０１０年度  予算（案） 

 事務局 白崎さんが読み上げる。 

事業計画及び予算案について、質疑応答。 

Ｃ１ この予算案は妥当な数字だと思います。 

Ｃ２ この予算案の数字は分かりづらいので、もう一度整理し直して昨年度の取り崩し金を 

含めて決算書から、報告し直してほしい。 

Ｃ３  現、決算書を作り直すべきと思います。 

Ｃ４  もっと具体的に計上してほしい。 

Ｃ５  決算のもっと細かい説明を、要求します。 

Ｃ６  藤田さん  ２０１０年度の予算案は再度検討し、詳細を入れ報告し直します。 

Ｃ７  田中さん  次回はゆとりのある監査をしたいと思います。 

 

議長  事務局から再度報告という事で、承認いただけますでしょうか。 

    拍手で承認された。 

その他   無し。 

 

１５：０５  ２０１０年度総会終了 
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【2009 年度決算書 & 2010 年度予算書】  

  

２００９年度 決算書 

収  入   (単位：円)  

項  目 予  算 決  算 差  異 
備        

考 

前期繰越金 86,191  86,191  0  ２千円８０人分 

年会費 160,000  160,000  0    

雑収入 1,000  0  -1,000    

積立金取崩 0  286,697  286,697  ２５周年事業用に 

合計 247,191  532,888  285,697    

         

 

 

 

    

支  出     (単位：円)  

項  目 予  算 決  算 差  異 
備        

考 

通信費 50,000  54,190  -4,190    

事務費 25,000  55,985  -30,985    

用具購入費 30,000  179,760  -149,760  ゼッケン更新等 

行事補助金 40,000  63,710  -23,710  
２５週年ツアー追

加 

役員交通費 20,000  82,600  -62,600  
実行委員交通費を

追加 

広報費 40,000  39,360  640    

予備費 42,191  40,892  1,299  
通帳取り纏め・振

込手数料等 

合計 247,191  516,497  -269,306    

     

次期繰越金 16,391  円 

     

     

資機材購入・記念行事用積立金計算書 

２００８年度繰越  755,992  円 

２００９年度内取崩  286,697  円 

次年度繰越金 469,295  円 
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 ２０１０年度 予算書(案)    

収  入   (単位：円)  

項  目 予  算 前期実績 差  異  

前期繰越金 16,391  86,191  -69,800   

年会費 200,000  160,000  40,000   

雑収入 5,000  0  5,000   

合計 221,391  246,191  -24,800   

         

支  出     (単位：円)  

項  目 予  算 前期実績 差  異  

通信費 40,000  54,190  -14,190   

事務費 35,000  55,985  -20,985   

用具購入費 20,000  179,760  -159,760   

行事補助金 50,000  63,710  -13,710   

役員交通費 35,000  82,600  -47,600   

広報費 40,000  39,360  640   

予備費 1,391  0  1,391   

合計 221,391  475,605  -254,214   

 

【2010 年度 会費納入】 

 今回の「クラブニュース２０１０年８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。 

  

2010.7.18 役員会での決定事項〉 

クラブ未加入者が初めてツアーに参加する場合は通常の参加費として、次回ツアー参加から

はクラブ入会を参加条件とする。（晴盲に関わらず） 

 

【2011 年度ツアー新人募集】 

 「ライトセンターだより１０月号」に下記の原稿を掲載依頼しました。 

 

アルペンスキーの参加者を募集します。 

 「かながわブラインドスキークラブ」は毎年２月にクラブ公式のスキーツアーを実施して

います。来年も２月１２日から１４日（土日月）の３日間、群馬県の尾瀬岩鞍スキー場でス
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キーツアー２０１０を実施いたします。 

クラブ会員の募集は１１月から開始しますが、これに先だって、失明後（視力低下も含む）

初めてスキーに挑戦する人を事前に募集することにしました。 今年はクラブ創立２５年を

記念して、３人のブラインドスキー初心者を募集いたします。 

 視覚障害でアルペンスキーの初心者、あるいは失明後初めてスキーに挑戦する中途視覚障

害の方に対して、晴眼のパートナーと一緒に滑る方法を講習します。 

 募集対象は６０歳未満で、平成２３年２月１２日（土）～１４日（月）のクラブスキーツ

アー（参加費３万円予定）と、今年１１月７日（日）午後の説明会及び１２月５日（日）の

クラブ スキー研修会に参加できる方です。 

併せてパートナーとして協力する晴眼者も常時募集しています。 

申し込み・問い合わせは「かながわブラインドスキークラブ」事務局白崎までご連絡くださ

い。 

  

クラブ員以外の視覚障害者をお誘いいただく場合は、恐れ入りますが、この案内に準拠する

形でご知らせいただくようお願いします。 

 

 【秋のハイキングのお知らせ】 

今回は、箱根の大涌谷から神山を経由し、駒ヶ岳山頂を目指すコースを企画しま 

した。 

ハイキングというよりは山歩きです。アップダウンも多く、足元も頭上も危険で 

すので、ウォーキングシューズは不向きです。トレッキングシューズ、帽子、汗 

拭きタオルは必ず持参下さい。 

又、昼食、水筒、敷物も忘れずご持参下さい（お弁当は箱根湯本駅売店でも購入 

可能です）。 

箱根湯本駅からバス、ロープウェイを利用する往復の交通費がおよそ 3000 円かか 

ります。 

駒ヶ岳ロープウェイで箱根園に下山後、時間に余裕があれば、どこかの温泉に行 

きたいと思います。 

今から足腰のトレーニングを始めましょう  

 

集合時間・場所 

2010 年 10 月 3 日(日)8:45（厳守） 

箱根登山鉄道箱根湯本駅改札口 

9:05 発大涌谷行きのバスに乗るので、遅れる方をお待ちすることはできません 

持ち物   ハイキングに相応しい服装、シューズ、タオル、飲み物など 

     

※ ブラインドの方でハイキングに参加する方は同封ハガキの切れ目の入った角を左下

にして  

右上の対角線上の角を１センチ程度斜めに切り取って 9/21 までに投函して下さい。 

ブラインドの方で不参加の方は何もしないでそのまま投函してください。 
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尚、今回の行事に関して何かご質問ありましたら、企画 中西までご連絡下さい 

  

【研修会・忘年会のお知らせ】 

① 日程               12 月 5 日（日） 

② 研修会時間・内容   未定 

③ 忘年会           未定 

 

☆詳細は次回クラブニュースにてお知らせします 

 

 【2011 年スキーツアーについて】 

＜岩鞍ツアー＞ 

日程   2011 年 2 月 12（土）13（日）14（月） 

場所   岩鞍スキー場 ロッジかぶらぎ 

 

〈2010.7.18 役員会での決定事項〉 

 晴眼者がパートナーとして参加を希望する場合は必ず事前の説明会参加と往路のバス乗

車を原則と 

秋の説明会にプラスしてツアー直前にも説明会を実施する。 

    ツアーの余剰金処理については下記の通りとする。 

①ツアーの実施に際して残高が生じた場合は全て本会計に繰り入れ、参加者に返金すること

は行わない。 

②ツアー参加は全日程参加を原則とする。やむを得ず途中参加、途中帰宅の希望が合った場

合は実行委員長と会長の承認を得る。この場合は１泊２日の料金を事前に実行委員会で決定

し会長の承認を得る。 

 

 

 

【特別寄稿 小西 武彦 】 

  

 春スキーアラカルト 

極上のパウダースノーは快適で楽しいですが、首を振るだけで板が曲がるほどでは、あまり

技術の向上に役に立たないこともあります。春になると雪も緩み、服装も軽くなり、少々重

い雪が練習にいい刺激になります。風も寒くなく、アイスバーンもなく屋外での飲食も楽し

いものです。子供にはむしろ春のほうが良いと思ってるくらいです。３，４，５月は体も慣

れて技術も向上し、楽しい時期です。 

行き先は、志賀、苗場、ガーラ湯沢、川場、丸沼、神楽田代あたりでしょうか。 

志賀は３月下旬に草津経由がオープンして行程が冬と比べて６０ＫＭ程短縮されます。横手

山は標高２３００Ｍですから、ＧＷでも十分です。 

苗場、丸沼も標高が高く，ＧＷまで大丈夫です。川場は４月上旬までですが、取り柄はアク

セスのよさです。近くの「道の駅、田園ﾌﾟﾗｻﾞ」から無料のシャトルバスが運行しているの
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でﾌﾟﾗｻﾞに車をおいてゲレンデにいけます。ココは一定のピッチでこぶとキッカー（ジャン

プ台）を設置してあるのでモーグルが楽しめます。ガーラ湯沢はなんといっても新幹線パッ

クです。往復、リフト券付で８０００円から１００００円くらいで、日帰りスキーがゴルフ

感覚で楽しめます。湯沢まで１時間半ですから、夕ご飯は家で食べられます。来シーズンか

ら湯沢高原とロープウェーで連絡しますので湯沢の町からも楽に行けます。丸沼は川場がク

ローズのあと便利です。標高差があり、結構楽しめますし、日光経由でも春はＯＫです。最

後までスキーが楽しめるのは「かぐら」です。今年は５月３０日まで滑れました。硫安をま

いて維持された雪は適度な締りがあり鯉のぼりのもとで快適にすべれます。ここも新幹線パ

ックがありコストパフォーマンスに優れています。車で行く場合は半日券で午後滑り民宿に

泊まり翌日は午前の半日券（１時まで）で夕方には家に着きます。リフト券は民宿経由で買

うと窓口より安くなります。さらに街道の湯が３５０円になります。高速は休日割引で行き

ますが、込む時は一般道、大宮バイパス、熊谷バイパスで結構走れます。もちろん只です。 

春は安心してオフピステ、ハイクアップできますので、飲み物（ビール、コヒー？）をザッ

クに入れて楽しめます。どうです来年は試みてみませんか？オフシーズン体を鍛えましょう。 

 

 

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

【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 

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/


 
 

 

 

 
今回は 研修会・忘年会の出欠連絡用ハガキを同封しています。 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【研修会のお知らせ】 

「研修会っていう題目で何を設定すればいいのだろう？」 

近年、企画の段階で煮詰まってきました (>_<) 

うんと昔、救急法を何年か連続して実施していたこともあったという話から、救急法に立ち返って 

みようと思います。 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）が 駅や公共機関に設置されるようになって久しいですが、 

みなさん使い方を知っていますか？ 

心肺停止状態になっても３分以内に蘇生を行えば、生命が助かるだけでなく、脳にダメージをきたさないので 

身体に障害を及ぼさないことがわかり、ＡＥＤが誰でも使用できるものとして普及しています。 

今年度の研修会では、このＡＥＤを使用して心肺蘇生法の体験を行います。 

講師はクラブの志村 好枝さんです。 

有事の際に慌てず適切な行動を取って人命救助に関われる一助となればと思います。 

この機会に是非ご参加下さい。 

 

日時    12 / 5 （日）14:00～16:30 

   場所    ライトセンター ２階 第１講習室 

   持ち物   筆記用具など  

     

【忘年会のお知らせ】 

 皆さん、今年ももうすぐ終わろうとしていますが スキーシーズンはこれからですね 

今年も、忘年会でスキー談義に大いに盛り上がりましょう！ 

今回も、毎年好評のイタリアンレストランを予約しました 

但し この会場は今年限りの予定です。 奮ってご参加下さいませ！ 

会場の大きさの都合で、定員は先着 30 名です 

 

日時  12/ 5 (日) 18:15 お店の前に集合 

場所  イタリアン レストラン アントニオ 横浜店 

横浜駅東口スカイビル 28 階    電話 ０４５－４４２－０６８８ 

会費   ６，３００円 

           尚, 当日 誘導が必要な方は、事前に中西までご連絡下さい 



 
 

 

【研修会・忘年会 出欠はがきについて】 

 ブラインドの方へ 

この返信用はがきのみ裏面に氏名ラベルを貼ってあります。  

また 予め はがきの左下の角を切り落としてあります。 

研修会・忘年会の両方参加の方は既に切り落としてある角の対角の角を 1cm 程度切り落として投函して下さい 

研修会のみ参加の方は切り落としてある角の右側の角を 1cm 程度切り落として投函して下さい 

忘年会のみ参加の方は切り落としてある角の上側の角を 1cm 程度切り落として投函して下さい 

研修会・忘年会の両方 不参加の方は 何もせず そのまま投函して下さい 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

【スキーツアー概要】 

 

☆日程  2011 年 2 月 12 日（土）朝出発 ～ 2 月 14 日（月）夕方解散 

 

☆行先  ホワイトワールド尾瀬岩鞍 

 

☆宿泊先 ロッジ かぶらぎ 

〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出 2609-201 

  TEL: 0278-58-7788  FAX: 0278-58-7194 

※宿泊先詳細 ⇒ URL：http://rkaburagi.com/ 

 

☆利用バス 横浜市福祉バス もしくは 民間貸切バス 

 

☆募集定員 35～40 名程度 （原則として先着順ですが、晴眼者とブラインドの割合を考慮して決定します。） 

 

☆参加費       正式には別途連絡 ( 30,000 程度)  

            (往復交通費、宿泊費、２朝食、2 昼食、２夕食、リフト券３日分、保険料、雑費込み) 

 

☆問合せ先    2011 年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキーツアー実行委員 

 志村 好枝  

 宮副 竜生  

 

☆本ツアーの参加募集案内と申込ハガキは、12 月初旬頃にツアー実行委員会よりあらためて皆様へ発送します。 

 

 

 

 

http://rkaburagi.com/


 
 

【ハイキング実施報告】 小須田 佳代  (企画) 

 

 去る 10 月３日(日)、箱根でハイキングを実施しました。 
 参加者はＢ７名、Ｓ10 名の総勢 17 名でした。 
 ハイキングの企画は元々、スキーのオフシーズンにも体力アップや維持を心がけてもらいたい 
ということで続いています。 
 例年ののんびり楽しく歩くハイキングから、今年度は体力の必要な少しハードな「山歩き」を 
目標にしたコースを企画しました。 
 
当日は箱根湯本駅で集合し、路線バスに乗車。富士山の雄姿も素晴らしい大涌谷から神山山頂を経由し、 
更に駒ヶ岳山頂を目指すコースを歩きました。 
大涌谷は黒たまごでも有名な温泉独特の匂いが漂い、その有毒ガスの影響で周囲の木々が 
みな立ち枯れているのが印象的でした。 
足下はほぼ全行程を通して険しく、膝くらいの高さや時に脚の長さもの高低差をよじ登ったり、 
ずり落ちるように降りたりすることもしばしばでした。 
大涌谷を過ぎるとずっと緑豊かな山道で、時折見晴らしから下界を望むと、箱根の雄大さと自然の 
大きさが感じられ、初秋の風も爽やかで言葉に尽くせぬ心地よさです。 
コースは狭く、小休止するのも立ったまま。2 時間ほどで神山山頂に到着しました。 
ここも、山頂というイメージには遠い狭い空間しかなく、昼食タイムで 30 分ちょっと休憩しました。 
ふつうのハイキングは登って来たら下るものですが、ここから更に駒ヶ岳山頂に向かってほぼ登りが続きます。 
岩場が多く、体半分の高さから両手をついてひやひや降りたり、両側が 1～2ｍの崖で幅 50ｃｍくらいの 
足場を歩いたり、スリルとサスペンスに溢れた行程です。 
 
駒ヶ岳山頂手前では、腰の高さまで鬱蒼と繁り、足下も見えない笹を掻き分け、箱根神社で遂にゴール。 
ここは文字通り 360 度の大パノラマ！左手に真鶴、小田原から相模湾を見渡し、正面真下には 
思っていたより大きく見える初島、右に目を移すと遥かかなたまで高い山並みがうねうねと続く 
伊豆半島、更に右に目をやると駿河湾まで一望でき、そこから富士山の裾野が続いているのがよくわかります。 
大涌谷からは見事に全景を見せていた富士山は、14 時過ぎの駒ヶ岳からは雲に覆われ全貌は 
見られませんでしたが、険しい山道を歩き続けた疲れも忘れる見事な景色に、皆笑顔で癒やされていました。 
 駒ヶ岳ロープウェイの山頂駅からは芦ノ湖の全貌が一望でき、風で波立つ湖面がきらきら輝き、 
ゆっくりと進む遊覧船が湖上に何隻もいる景色を見下ろすのはなんとも優雅な気分で時間を 
忘れてしまいそうです。 
4 時間かけて登って来た山を、ロープウェイを使って 7 分で降りてくるのは、時間の経過と空間の移動を 
錯覚しそうな あっという間の下山でした。 
 
ロープウェイ山麓駅のある箱根園からは、なんと！渋滞する 
箱根の町を通らずに箱根新道を通って小田原駅に直行する便利な路線バスに乗車。 
車窓からの箱根の景色も素敵でしたが、ほとんどの方は心地よく夢の中の景色を見ていたようでした。 
小田原駅でバスを降り解散としました。お風呂で汗を流し、ビールを飲まないと気が済まない半数の人たちは 
その後 鶴巻温泉に向かいました。 
 



 
 

 
足腰を鍛えたくなるようなコースを企画し、金時山の下見から始まった今回の企画は、「険し過ぎる」 
「誰もが参加できない」「コースが長過ぎて時間がかかる」などの理由で次々却下。５月に始まった下見は毎

月繰り返され、実に４コースを歩きました。 
 やっと辿り着いた今回のコース、参加者の皆さんは満喫していただけたでしょうか。  
 30 代から 60 代の方まで、引き離される方なく、又、転倒も怪我もなく無事終えられて何よりでした。 
度々の下見にご一緒して下さった皆さん、下見だけで当日は参加できなかった皆さんも、 
ご協力ありがとうございました。 
 
今回の感想、次回のご要望なども是非お寄せ下さい 
 
 
 

 

 

 

 

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

【編集後記】  

 スキーシーズンはもうすぐとなってきました。 

体力づくりは大丈夫でしょうか？ 万全な体調でスキーツアーにご参加ください。 

       また 12 月の研修会･忘年会にも積極的にご参加ください 

 

『クラブニュース編集・発行』 広報Ｔｅａｍ  外山 尚  川添 由紀 

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



2010 年 12 月 5 日 

スキーツアー実行委員会 

 

 

  2011 年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍 

スキーツアーご案内！ 
 

みなさん！こんにちは。猛暑、酷暑が終わったかと思ったら、一気に冬将軍がやってきたカンジですね！クリス

マスソングが流れ始めるのが、毎年早すぎると感じております。今年の冬は、寒波がやってきて相当寒いらしいで

す。ということは尾瀬岩鞍スキー場の雪質も、期待しちゃいますよ！！ 

さて、滑る準備は進めていますか？体力アップに何かしていますか？今年もゲレンデ直結の『ロッジ かぶらぎ』

を押さえてあります。あと 2 ヶ月ちょっとですが､駅の階段を登ったり・降りたり、少しでも体力つけて、風邪などひか

ないようにして､楽しいスキーツアーにしましょう。 

 

参加ご希望の方は、本紙と同封の「返信用ハガキ」にて、１２月１7 日（金）消印有効でお申し込みください。なお、

ツアーに参加希望の方は、保険に入るため返信用ハガキに以下のような欄がありますので、ご面倒ですが洩れな

くご記入ください。   

住所・氏名・電話番号・携帯番号・生年月日･ツアー中の（留守宅）連絡者・本人との続柄・その方の電話番号・レン

タルスキーを希望する・しない、する場合はブーツは足のサイズ（cm）・板は身長（cm）（実行委員が事前にレンタ

ルしておく予定です） 

 

【申し込み方法】 

晴眼者の方へ：参加、不参加、保留のいずれかに○印をつけて投函してください。なお、保留の場合は参加、不参

加の決定時期をご記入ください。 

 

ブラインドの方へ：ブラインドの方の返信用ハガキには、住所、氏名は墨字にて記入済みとなっております。また、

あらかじめハガキの左上の角を 1cm ほど切り落としてあります。参加希望の方は、既に切り落としてあるカドの反

対側を、同様に 1cm ほど切り落として投函してください。不参加の方は何もしないで投函してください。保留の方は、

既に切り落としてあるカド以外の残り全てを切り落として投函してください。なお、保留の場合は参加、不参加の決

定時期をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【スキーツアー概要】 

☆日程  2011 年 2 月 12 日（土）朝出発 ～ 2 月 14 日（月）夕方解散 

☆行先  ホワイトワールド尾瀬岩鞍 

☆宿泊先 ロッジ かぶらぎ 

〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出 2609-201 

  TEL: 0278-58-7788  FAX: 0278-58-7194 

※宿泊先詳細⇒URL：http://rkaburagi.com/ 

☆利用バス 横浜市福祉バス（往復とも当選しました！） 

☆募集定員 35～40 名程度 （原則として先着順ですが、晴眼者とブラインドの割合を考慮して決定します。） 

☆参加費       26,000 円（交通費、宿泊費、２朝食、２昼食、２夕食、リフト券３日分、保険料、雑費込み） 

☆問合せ先 2010 年 ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキーツアー実行委員 

 志村 好枝 

 宮副 竜生 

 

【ツアーコンセプト】 “心も身体もまずコントロール～みんな大人なんだから～” 

・心のコントロール  ： はやる気持ちを少し抑え、スピード抑えてコントロール！ 

・身体のコントロール： 歳と体力を認識し、安全技術でコントロール！ 

・追伸コントロール  ： 健康第一、飲み過ぎ、吸い過ぎコントロール！ 

（スピードは控え目に抑え、自己のスキー技術がアップすることを楽しみとしましょう！） 

  

【“ロッジ かぶらぎ”に関して】 

・建物は地上３階、地下１階で、７．５畳、６畳の部屋が７部屋ずつあり、各部屋トイレ付き、冷暖房完備です。 

・場所はゲレンデの目の前で、乾燥室も広く、そのままゲレンデに出ることができます。 

・昼食は自慢のカレーなどなど！カレーはお替り自由です。ちなみに味は GOOD！ 

 

【注意点】 

・リフト券は事前に団体申込みをしますので、ツアーキャンセルの場合、一週間前からリフト券代のキャンセル料が

発生します。 

 

【スキーツアー実行委員会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者には後日、詳細な日程等を送付いたします。 

尚、これまでブラインドスキーかながわのスキーツアーに参加したことがある方は、ツアー参加時に年間のクラブ費

（2,000 円）の納入をお願いいたします。 

委員長 

委員長代理 

大御所 

会計・懇親会担当 

運営担当 

バス担当 

 

： 渋谷 清二 

： 川添 由紀 

： 志村 好枝 

： 中西 太郎 

： 宮副 竜生 

： 太田 充咲 

 



 

 

今回は総会・懇親会出欠用ハガキを 同封しています。 

2012年度 総会のご案内 
 

日 時：  2012年 6月 17 日（日） 14: 00 ～17: 00  

会 場：  神奈川県ライトセンター 2 階  

内 容  

     14 : 00 ～ 16 : 00       1． 2009 年度 かながわブラインドスキークラブ 事業報告書 

2． 2009 年度 かながわブラインドスキークラブ 決算報告書 

3． 2010 年度 かながわブラインドスキークラブ 事業計画書案  

                       4． 2010 年度 かながわブラインドスキークラブ 予算案 

5． ツアー実行委員 決定 

 

16 : 00 ～ 17 : 00      6． 意見交換 

7.  その他           

 

☆ 年一度の大事な総会です。安全で楽しいスキーを続けられるように、みんなで意見を出し合い、 

みんなで協力し、それぞれが自分のためにそしてクラブのために、役割を分担し力を合わせる。  

そんなクラブでありたいと思いませんか。お待ちしています。 

 

総会終了後  以下のように懇親会を行いますので こちらも是非ご参加下さい。 

 

【ブラインドスキークラブ懇親会】 

 

日時    2012 年 6 月 17 日（日） 17:30～19:30 

       

場所   

 

会費    

  

※ ブラインドの方は出欠回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして、右上の対角線上の角が総会と

懇親会の両方に参加する方、左上が総会だけに出席する方、右下が懇親会だけに参加する方とし

て、１センチ程度斜めに切り取ってください。 

※ 総会に欠席される方は出欠回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長に対する委

任状とさせていただきます。 

※  毎年委任状が少なくて総会の成立に苦慮しております。出欠回答ハガキは必ずご返送ください。 

尚、同封の出欠回答ハガキは 5 月 31 日までに投函ください 

 



 

 

【2011.12 研修会 参加感想】   木村 蘭子 
 

２０１１年３月１１日の東日本大震災から約、９か月 の １２月４日 ボランティ 
アで現地に赴いた方、阪神淡路大震災を体験された方、このような大規模な自然災害 
が、起きた時の障害者のあり方 まわりの方々からのサポートの受け方 
色々な立場でのお話を聞かせていただきました。 
それらの お話を聞いて一番感じたのは、震災後、自分にもなにかお手伝いできるこ 
とはないものかと 色々なところに問い合わせてその窓口がみつかると すぐに現地 
にとんでいってボランティアとして働くという行動力のある方々が、スキークラブの 
中に何人もいました 
そしてその方々は 一度だけではなく、三回も四回もそしてこれからも 幾度となく 
被災地に行ってボランティアをしてくださると思うんです。 
それに引き換え、私ときたら、目の悪い者が被災地に行ったら 足手まといになって 
他の人たちの邪魔になるだけと 勝手な言い訳をしながらわづかな義捐金で自己満足 
していたようにおもいます。 
 
だからと言ってハテ何ができるのでしょう 
節電 
節水 
防災用品の用意 
これでは やはり自分のことしか考えていないのでしょうか。 
今後は、日々周りの方々にご迷惑をおかけしないように だからといって 意地をは 
りすぎないようにして 
(白杖はカバンから出して) 
普段から視覚障害者があなたの近所にもおりますよ。と歩いていこうとおもっていま 
す。 
 
 

【2012 尾瀬岩鞍スキーツアー 報告】      実行委員 太田 充咲 

 

2012 年スキーツアーを終えて 

 

 今年も大盛況に終了しました、クラブ恒例『尾瀬岩鞍スキーツアー』（2012.2/11～13） 

総勢 43名。初めての参加者はブラインド 1名、晴眼 5名。そして 10年ぶり位に参加したブラインドの方（や

べっち）もいらっしゃいました。 

 

初日、先発隊のおかげもありまして、荷物はお部屋にスタンバイ。しかし連休ということもあり､道路は激

しく大渋滞。（こんなにスキーする人がいるのか？というくらい関越が混みましたので遠回りルートになりま

した）ランチも赤城高原は大混雑。滑りたいのにたどり着けないジレンマ･･･(来年はお弁当持参とかにして

ロスタイムを少なくしたいな） 

そんなこんなではやる気持ちを抑えつつ、チーム毎に集合し滑り出しました。新人さんの研修チームの他、

ブラインド 2~4 名を入れた 4 チーム。足慣らしにほどよいコースで滑るチームもあれば、ゴンドラで上の方

へ行くチームもあり。「リーダー、着いていきます！」 

研修チームが手取り足取りレクチャー受けている姿を横目に､ピュンピュン滑る快感･･･。 



 

二日目、チームは少し大きめに3チームに組まれましたが､サブリーダー制をとり、チーム内でやりくりす

る事に。新人さんも早速パートナーとしてつき、ドキドキながらも大声で指示を出していました。ゲレンデに

響く「右、左、右、左」の声。他のスキーヤーからも驚異の目で見られ、話しかけられる事、多数。多分この

時期の岩鞍名物となってますね。 

そしてお楽しみはやっぱり「夜の部」。懇親会とは名ばかりの（かぶらぎの可愛いスタッフも巻き込んでの）

大ゲーム大会。串田さん発案の「頭頂部を触るゲーム」は見ている側も、触る側も、触られる側も「こんな

の初めてぇ」な超感覚ゲームでした。毎年、ゲームにはアタマを悩まされております、今後も楽しいゲーム

思いつきましたら是非実行委員まで教えてくださいませ。 

 

 最終日、帰る日ってなんてお天気がいいんでしょう。ゲレンデもほぼ貸切だし､コンディションはいいし。

「また来年もおいで」って言ってくれてるみたい。 

今年で何年目になるのでしょうか､尾瀬岩鞍でのスキーツアー。なれている方はビュンビュンで､初めての

方もスイスイなゲレンデ。これもスキー場の方々や、「かぶらぎ」のスタッフやおやじさん、おかみさんのお

陰です。 

 

今回は大きな接触やケガも無く（雪に突っ込ませてしまいましたが､柔らかくて良かった･･･）楽しく滑り終

える事ができました。また来年に向けて体力つけて、練習して臨みましょう！ 

 

 

 

【スキーツアー 感想 ①】    大澤 克也 

 

今回初参加させていただきました。 
いままで視覚障害者の方と接する事も無く、何も知らないままで参加させていただいたので、いろいろ

びっくりの体験でした。まず研修で目を閉じたまま滑った時は想像より怖いのと、自分がどの方向に向

いているのか？考えていたより解らない事にびっくりでした。 
研修後に皆さんの後をすべらせてもらった時はそんなに感じ無かったのですが、いざ自分がパートナー

となった時の緊張感は凄かったです。２日目に先行でパートナーをさせていただきましたが自分がどう

滑っているのかとか考える余裕も無く、とにかく一定のスピードをキープするだけで精一杯でした。３

日目は後追いしましたが、これも全く余裕ナシでした。皆さんがブラインドの方達と楽しく滑れたと仰

っていたのですが、とても楽しんで滑れる余裕は無かったので、サブパートナーぐらいでもう少し慣れ

る時間が欲しかったと思います。 
ただブラインドの皆さんがとても楽しそうに滑っておられるのが、とても印象的でした。 
“スキーが上手くなりたい”ばかりが先行して楽しく滑っていなかったのでは？と思うようになりまし

た。 
今回参加させていただいけてまたスキーが楽しく滑れそうです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【スキーツアー 感想 ②】   矢部健三(視覚障害) 

 

12年ぶりのご無沙汰でした！ 

前回クラブの皆さんと一緒にスキーをしたのは、2000年のカナダ・ウィスラー。もう 12年も前のこと。

とても楽しい 1 週間で、「また滑りましょう！」と成田空港で皆さんと分かれたのですが、それからい

ろいろあって、スキーを諦めざるを得ませんでした。 

 今シーズン、ようやくすべりにいける状況になったので、久しぶりでクラブのツアーに参加しました。

板も靴もウェアも、きっぱり諦めるために処分していましたので、今回は、友人からもらったお古のウ

ェアと、レンタルスキーセットでの参加です。出発の日が近づくにつれて、期待よりも不安のほうがむ

くむくと大きくなりました。忘れ物はないか、皆さんの足手まといにならないか、大きな怪我をしない

か…。妻も「昔のようには滑れないんだから、怪我だけはしないでね！」と追い打ちをかけます。 

 実際に滑って驚いたことが三つありました。 

 一つ目は、思いのほか楽しく滑れたことです。12 年のブランクがあるので、斜度が少し急になると、

どうしても腰が引けてしまいましたが、日頃感じることのないスピード感を満喫し、気持ちよく滑れま

した。案外、体が覚えているものなのですね。パートナーの衣笠さん、伊庭さん、鈴木さんの声掛けも

よく、とても安心して滑れました。本当にありがとうございました。 

 二つ目は、他のブラインドの皆さんがとてもうまくなっていたことです。12年ぶりに見るのですから、

当たり前といえば当たり前ですが。帰宅後そのことを妻に話すと、「置いてけぼりを食らった感じ?子育

てを終えて社会復帰する女性の気持ちが少しはわかった？」とチクリ。 

 三つ目は、加藤さんやはつせがわさんがお元気に滑っていらっしゃったことです。とても勇気をいた

だきました。嬉しくなって、「これからスキーを再開しても、僕もあと 30年近く滑れるんだな」と言う

と、妻が答えていわく、 

「でも上達はしないんじゃない？人生も体力も下り坂なんだから。あっ！スキーは初めから下り坂を滑

り降りるんだからいいのか。せいぜいけがの内容に、上手に滑り降りてね！」だって。本当に口の減ら

ない妻です。 

 でも、スキーは再開できそうなので、改めてよろしくお願いいたします。志村さんの一筆のおかげで、

来シーズンはマイ板とマイブーツを持って参加できそうです。 

 

 

【スキーツアー 感想 ③】  大久保 貴義 

 

今年初めて、ブラインドスキークラブのツアーに参加した大久保と言います。 
ブラインドスキーについては、誘って頂いた草郷さん、白崎さんや射場さんから話し 
で聞いて、なんとなくのイメージはありましたが、今回が実際にブラインドさん達と 
滑るのは初めてでした。 
 
初日、まずは研修。 
皆さんも経験したのでしょうけど、私も経験しました。そこで、二人ペアでブライン 
ド役とサポーター役を交互に担当して、練習しました。 
最初にやったのは、サポーター役。説明してもらった通りに「はーい、右。はーい、 
左」と声かけをしてみました。が、これが難しい。 
こっちが意としているタイミングと相手が実際に曲がるタイミングにズレがありま 
す。 
他の一般客の動きを予想し、今曲がって欲しいというタイミングがあるのですが、多 
少後れます。 



じゃ、早めに言おうとすると、今度は「早め、早め」を意識しすぎるがあまり、「は 
い、右！はい、左！」と焦ってしまいました。 
そして、次はブラインド役。これまた大変。目を閉じて滑ることがこんなにも気持ち 
悪くなるとは知りませんでした。 
感覚が狂って、まだ滑っていると感じていたら、止まっちゃっていたりして、不思議 
な体験をしました。 
それに、なによりも目を閉じ滑ることがとても怖かったです。思わず、何かにぶつか 
るんじゃないかと、ファイティングポーズをとっていました。 
けれど、目を閉じて滑ることの恐怖を知ったのと同時に、聞こえてくる声の有り難さ 
も知りました。目を閉じると聞こえてくる声だけが頼りです。 
つまり、自分の指示がブラインドさんにとっては全てであるので、責任があることだ 
と実感しました。 
 
そして、迎えた二日目。 
実際にブラインドさんのパートナーを担当させてもらいました。研修で教わったこと 
をしっかりと思い出しながら、挑戦しました。 
意外と順調にできるなと思った矢先、急斜面にさしかかりました。 
スピードを抑えることを知らず、どんどんスピードが出てしまい、狭い間を駆け抜け 
る事態となり、危険なことをしてしまいました。 
そんな時は、「抑えてー」と言う掛け声をかけるんだよと教わり、その後は安全運転 
で滑っていきました。 
 
そんなこんなでしたが、皆さんからとてもよくしてもらい、多くの方と交流ができ、 
楽しくツアーを楽しむことが出来ました。 
１つ心残りなのは、二日目の夜の宴会に参加できなかったことです。もっといろんな 
人と話をしたかったです。 
けれど、それはまたの機会のお楽しみにということにします。 
 
 

【スキーツアー 感想 ④】  近藤さん親子   

 

 近藤英敏（父）より 
かながわブラインドスキークラブの皆様、先日は大変お世話になりました。私も別な所で目の不自由な

皆さんとスキーを楽しむ事があり、そこで川添さんに知り合い今回の参加となったのですが、かながわ

ブラインドの皆さんのスキーの技術レベルの高さには正直驚きました。お手伝いしに行ったのに逆にご

迷惑をおかけしたのではないかと思うほどでした。でも、私も皆さんと一緒に楽しく滑らせて頂いたの

でとても良かったです。また次回お手伝いする機会があれば今度は私自身が技術アップをして皆さんに

遅れないようにしておきたいと思います。ありがとうございました。 
    
近藤充人 より                        
かながわブラインドスキークラブに参加させて下さりありがとうございます。父と一緒に参加しました

が、スキーのレベルが高く驚きました。僕も何度か目の不自由の方とスキーをしてなれたと思いました

が、皆さんとスキーをしたとき、なれていると思ってはいけないと参加して思いました。 
研修をしたときにブラインドの方達は、怖くないのかと思いました。僕はとても怖かったです。また次

回も参加するときがあれば、参加したいです。 
ありがとうございました。 



                           

 

【盲ろう者スキーツアー参加報告】    射場眞行 

 

雪で遊ぼう”ツアー 

 

 去る 1 月 21 日、22 日の一泊二日の日程で中里スキー場にて開催されました。 

かながわブラインドスキークラブから白崎さん、草郷さん、私（射場）の 3 名がお手伝いに参加しました。 

このツアーは盲聾の子供達に雪遊び、スキーの楽しみを味わって貰おうと、横浜訓盲学院の三科聡子先

生が中心になり催されており、一昨年からお手伝いを始め、今年で三回目になります。 

初回は様子も分からず手探り状態でしたが、三回目ともなると多少お役に立てたかなと言うのが率直な感

想でした。 

 

 具体的には、子供達の腰にハーネスを着け、後ろから支えてプフルークでゆっくり滑り降ります。子供と

言っても、高校生ぐらいの年齢の子もいますから、結構足腰には負担がかかります。最初はリフトの乗り

降りすらままならない状態ですが、何度も練習しているうちに、リフトの乗り降りは勿論、滑りもしっかり支

えなくても、自分の力で何とか滑り出すようになります。こうなると子供達もルンルン気分ですが、支えてい

るほうもルンルン気分。苦しみが喜びに変わる瞬間です。コミュニケーションは声も聞こえず、こちらは手

話すら出来ず、最初は戸惑いますが、何度も一緒に滑るうちに、ボディーランゲージで、何となく意志が通

じるようになります。醍醐味と言っても過言では無いでしょう。 

 

 三科先生から伺ったのですが、以前はお手伝いの人数が足りず、子供達は滑る順番待ちで、中々上達

するまでには至らなかったそうですが、休まず滑れる状態になると、どんどん上達し、どんどんスキーが楽

しくなると仰っていました。 

確かに、一緒に滑っていると彼らの喜びがこちらにも伝わって来るような気がします。足腰の負担は半端

では無く、老人には少々きつい面もありますが、心地よい疲労感と達成感は充分味わえます。ご興味のあ

る方は是非ご参加を！ 

 

 

 

 

 

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

/// 

 

【編集後記】  スキーツアー報告・感想文に ご協力頂きました方々 ありがとうございました。 

          来シーズンに向けて クラブ新規会員募集中。クラブ説明希望の方がおられましたら 

          まずは事務局 白崎さんまで一報下さい。 

 

 『クラブニュース編集・発行』 広報Ｔｅａｍ  外山 尚  川添 由紀 

 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/ 

 

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

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


1  

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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今回はハイキング 出欠用ハガキを 同封しています。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

【秋のイベント「ハイキング」のお知らせ】 

実施日 平成２４年１０月１３日（土） 

コース 広沢寺温泉→日向山→日向薬師→展望台→七沢温泉 

○集合時間・場所  午前９時 小田急線 本厚木駅 東口改札口（新宿よりの改札） 

○解散         ①七沢温泉１５時３０分又は ②本厚木駅１７時予定 

○持ち物        ハイキングに相応しい服装。 昼食、飲み物 

 

※１ 実施前や当日の天候によっては、休憩や避難設備が完備した「七沢森林公園」に変更し、多少の

小雨でも実施いたします。その場合でも集合場所は変わりません。 

※２ 時間に余裕のある方は七沢温泉の七沢荘に立ち寄り湯を、更に今回は７月のニュースでお知らせ

したように昨年のリベンジとして「日向山と日向薬師」のコースにいたしますが、昨年の下見や奉仕団の

ハイキング参加者からの情報を元に何点かの注意をお知らせします。 

①最近の丹沢方面の森には「山蛭（やまびる）」が多く発生しています。昨年の下見の際も、長ズボンを

着用していたにもかかわらず、メンバーの足に取り付いた物好きな蛭がいました。 

役員で蛭よけの食塩水散布用ボトルを用意しますが、皆さんも長袖、長ズボン、長靴下着用と、襟元か

らの進入を防ぐために首巻き用の手ぬぐい等を用意してください。 

②９月９日の下見によっては行き先が変更される場合もあります。お申し込みのハガキに必ず連絡先を

お願いいたします。 

③ブラインドの方で参加される方は同封の回答ハガキに入れた切れ目の対角線の角を切り取って返送

してください。 

参加できない方は角を切り落とさないで返送願います。 

返信期日 ９月２０日（木） 

※ハイキングに関する問い合わせは事務局まで 

 

【会員からのメッセージ】 

 （今回は総会直前に頂いた藤田さんと、クライミング体験会に参加した加藤さんの原稿を紹介します） 

 

今日は、ブラインドの藤田です。 

肌寒い日に成ってしまいました。 御無沙汰いたしておりますが、如何お過ごしでしょうか？ 御忙しい

日々を送られているのでしょうね？クラブの総会が、迫って来てしまい、慌ててメールを書いています。 
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クラブのツアーから離れ、会も３０周年の記念事業等を考えて行こうと言うこの頃ですが、会発足からの

「楽しんでスキーを滑る」から、「スキー技術アップ」を皆で話し合ってみたいなあ！と、思っているのです。 

と言うのは、昨シーズン、今シーズンと SAJ のバッチテストに挑戦した方が何名かいらっしゃいました。 

これからも検定に挑戦する方も出て来るのではないでしょうか？ 

このような希望を持つ人のニーズに、どのように考えたらよいのでしょうか？ 

私は以下のような思いを持っています。 

１ 実際に検定に挑戦したブラインドの体験を聞き、それらの方がバッチテスト前に受けた講習      

の様子等に御付き合い下さった、晴眼会員の方からも御話を聞いてみたいと思っていました。 

２ これからの課題として、バッジテスト前にやられていたような、技術練習が、クラブでやれるのだろう

か？話し合ってみたいのです。 

それから、今後はブラインド スキーヤーの「技術向上」の為に、ブラインドに対する技術指導（滑ってい

る中で、気のついた点のアドバイス）、今までも行われていたとは思うのですが、もっと積極的なアドバイ

スをして欲しいと思います。ブラインドにアドバイスする為にも、 

３ 晴眼パートナーの皆さまの技術向上の為の「講習会」も考えて頂きたいと思っているのです。（このよ

うな晴眼者の研修会、と言う話は、過去の総会の時にも出ていましたね。） 

以上上手く思っている事が書けていないように思いますが、ブラインドの滑るスピードも技術が上がって

来て事故が無ければいいけどなあ。と、とても気に成っているのです。 

取りとめも無く書きました。御理解いただければ幸いです。 

 

 

フリークライミングに挑戦 

ブラインド 加藤 勝 

 8 月 12 日 日曜日 夏期研修会でウォーミングアップとクールダウンの予定がフリークライミングに変更

されたので挑戦をしてみました。当日は 午前中スキークラブのトレーニングがあったので筋トレとプール

で体力アップを行いました。 

昼食後 2 時３０分から 白崎さんの 指導と説明により 研修に入りました 私もフリークライミングが ど

のようなものか知りませんので 指導を受けなければ判りませんでした。クライミングボードと専用の靴な

どの説明を受けました。 

いざ クライミングボードの前にたつと高さ 3 メートルで第一の壁は 80℃、第二の壁は 90℃（垂直）、第三

の壁は 110℃（オーバーハング）、で下には 30 センチのマットが敷いて有りました。クライミング専用の靴

を 500円で借りてはきました。足先が痛く居なる位です。 この靴が登る時に威力を発揮しました。私は少

し甘く思っていました。いざ登ると手足に力が入り途中で落下、2 回 3 回ほど挑戦しましたが難しく力が無

くなりギブアップしてしまいました。 

今回は初めてなのでまた挑戦します。帰りに参加したみんなとコーヒーを飲んで研修会を終わりました。 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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今回は 研修会・忘年会 及び １月のスキーツアー(岩原) 出欠連絡用ハガキを同封しています。 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

【研修会のお知らせ】 

日時  12 / 2（日）14:00～16:30 

場所  ライトセンター 

内容：1 部、ウォームアップとクールダウン 

    2 部、スキー技術について 

 

     ☆ 今年の研修会は、スキーの前後に行う体操(ウォームアップ・クールダウン)の大切さについて、 

その理論と実技を行います。 

引き続きスキー技術について、クラブニュース 9 月号の藤田 功三さんの意見を元に、皆さんと 

話し合いをしたいと思いますので宜しくお願い致します。 

     

【忘年会のお知らせ】 

 皆さん、今年ももうすぐ終わろうとしていますが スキーシーズンはこれからですね 

今年も、忘年会でスキー談義に大いに盛り上がりましょう！ 

 

日時  12/ 2 (日) 18:00～ 

場所  「華の舞」二俣川駅南口 

 

【研修会・忘年会 出欠はがきについて】 

 ブラインドの方へ 

この返信用はがきのみ 裏面に氏名ラベルを貼ってあります。 

 (裏面に氏名ラベルの貼っていないハガキは 1 月のスキーツアー出欠用ですのでご注意下さい) 

また 予め はがきの左下の角を切り落としてあります。 

研修会・忘年会の両方参加の方は既に切り落としてある角の対角の角を1cm程度切り落として投函して下さ

い 

研修会のみ参加の方は切り落としてある角の右側の角を 1cm 程度切り落として投函して下さい 

忘年会のみ参加の方は切り落としてある角の上側の角を 1cm 程度切り落として投函して下さい 

研修会・忘年会の両方 不参加の方は 何もせず そのまま投函して下さい 

出欠の返信を 11 月 25 日(日)までにお願いします。  
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 【スキーツアー概要】 

 今シーズンはスキーツアーを 2 回企画します。 

 

  1 回目のツアー 2013.1.25～27 岩原スキー場 (新潟) 

  2 回目のツアー 2013.2.16～18  岩鞍スキー場 (群馬) 

 

☆ 今回は 1 回目のツアーの案内を同封しています。 

 (2 回目のツアーは 12 月に改めてご案内します) 

 

 

【ハイキング レポート】  

① 飯田清一さん  秋のイベント「日向山ハイキング」に参加して。 
 

 今年の秋のイベントは、昨年雨で中止となった日向山へのハイキングでした。 

今年は、まずまずの天気に恵まれ、涼しい秋の空気を満喫しながらの楽しいハイキングとなりました。 

 10 月 13 日（土）の朝 9 時に小田急の本厚木駅に集合。総勢 12 名（視覚障碍者 5 名、晴眼者 7 名）での

出発となりました。 

 本厚木駅からは近くのバスターミナルへ移動。そこから七沢温泉行きのバスに乗り、途中神奈川県リハ

ビリテーションセンターを経由して、広沢寺温泉でバスを降り、日向山へと出発しました。 

出発してしばらくは舗装された道を歩き、日向山へのハイキングコース入り口へと向かいました。 

しかし……、歩いても歩いてもハイキングコース入り口へ到着せず、「まだぁ？？」と思った頃には道も行き

止まりとなり、そこで道を間違えていたことが判明！！ 

 そこから、道を引き返すこと 30 分、かなり下のほうで本来行くほうの道を発見しました。 

このあいだに、標高差 100ｍ、2ｋｍくらいの道を往復するはめとなってしまいました。 

道を間違えた理由は、本来行くほうの道の入り口に、昨年はなかったフェンスが設置されており、それを開

けて入らないといけなかったことにありました。 

 う～ん、今年もちゃんと下見しておくべきだったかな？？と反省の幹事でした。 

そこから、途中岩壁クライミングの練習場を横目に見ながら、20分ほどでハイキングコース入り口の滝に到

着。 

そこで、ヒルに対する注意を聞き、万全の対策をして、ハイキングコースへと入っていきました。 

ハイキングコースはよく整備された歩きやすい道で、特に危険なところや難しいところもなく、30 分ほどで日

向山の山頂へと到着することができました。 

 日向山山頂では 30～40 分ほどの休憩をとり、お弁当を食べたり、写真を撮ったりし、午後 1 時過ぎには

下山開始となりました。 

 そこから 40 分ほどで日向薬師に到着。そこでトイレに寄ったりとしばし休憩。一部の人は近くの売店でソ

フトクリームを買って食べていました。（もちろん私も買いましたが…（笑い）） 

そこからは、また舗装道路をしばらく歩いて、七沢温泉へと戻りました。 
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途中、「展望台」というところに寄りましたが、そこからは、遠く町並みが見渡せるだけで、特別すばらしい景

色でもなく、みなさん「何のための展望台？？」と言っていました。 

七沢温泉では、希望者のみ温泉に入って帰るということでしたが、全員が温泉に入浴。汗を流してまったり

としているところに、「飯田さん、ハイキングの感想書いてくれない？？」とがんちゃんに頼まれ、これを書い

ている次第です。 

 温泉に入浴後、またバスに乗って本厚木駅に向かい、そこで解散。一部の方たちは海老名で懇親会をし

たようでしたが、私はまっすぐに家へと帰宅しました。 

 今回のハイキングでは、ハイキングコースよりも舗装道路を歩くところが長く、ちょっと足が痛くなってしま

いました。 

もうちょっとハイキングコースを歩きたかったという感想でした。 

 心配されていたヒルも、季節が晩秋であったこともあるのか、だれも被害にはあわず、とりあえずは良かっ

たと思いました。 

 参加の皆様、お疲れ様でした。 
 

② 小林さん（企画】 

 

10 月 13 日天気快晴。今回のハイキングは昨年、前日の降雨で中止になった「日向山と日向薬師」コースの企

画を 実施しました。 

 集合場所の本厚木駅からバスで広沢寺温泉入口に到着。 

 Ｂ６名、Ｓ６名は暖かい日差しの中、舗装されたなだらかなハイキングコースから出発です。 

 広沢寺温泉から少し遠回りをしましたが約２時間で大釜大弁財天尊に到着。 

ここで山蛭対策の虫よけスプレーを足首や腕に十分に噴霧、タオルを首に巻き舗装道路から山道に入り日向

山を目指します。 

歩き易い道から、急な丸太の階段と木の根が剥き出しの細く険いコースを進み３０分ほどで伊勢原と厚木市

の県界、標高４０４ｍの山頂に弁財天を祀る祠のある日向山に到着。 

 全員の背中は汗でシャツの色が変わっていました。 

 きつい山道でしたが全員元気。遠くに江ノ島が見える山頂の景色を楽しみながら昼食と休憩。 

下山は「登りより困難」と注意を受けてから出発。 

片側が山、片側ががけの道や、夏の大雨の影響か、根元を剥き出しの大木や倒木も有り、崖から落ちたら助

けにいけないと慎重に進む。 

きついコースとはいえ下り道、１時間弱で日向薬師寺に着き休憩。元気を回復したところで、展望台を経由し

て七沢温泉へ。 

七沢温泉では下見の時に好評の七沢荘で肌がつる

つるする温泉にたっぷり浸かり、七沢荘を出発する時

には皆なもう一度山登りができそう顔つきに戻ってい

ました。 

 天候に恵まれた事が一番ですが、けが人も山ヒルに

好かれる事も無く楽しいハイキングを実施できました。 

皆さんお疲れ様でした。 
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【JRPS ユース部会スキーツアーのお誘い】 （晴眼会員へのお知らせ） 

 

 今年の活動計画に挙げられたＪＲＰＳ（日本網膜色素変性症協会）ユース部会スキーツアーへの協力につい

て、 依頼がありました。 

  メール登録の方には既にお知らせしましたが、まだ、申し込みが大変少ない状態です。 

 弱視の方が多いと聞いていますので、お友達にも声をかけていただければと思います。 

  

内容は次の通りです 

 

□ 開催日時： 2 月 23(土)～24(日) 

 

□ スキー場： 岩原スキー場（新潟） 

 

□ 宿泊宿： 岩原高原ハウス 

  宿のＵＲＬ  http://yuzawa.gr.jp/kougen/n.html 

 

□ 交通：新幹線往復利用、東京駅８時頃 集合  

  ※新幹線切符（特急券・乗車券）は事前に西川さんが身障者割引で人数分購入。 

  

ユース部会は弱視の３０代が中心です。 

現在７～８名の希望者がいるそうですが、晴眼参加者の人数に目処がついたところで、ブラインドの最終参加

者を 決めることになります。 

  

参加が可能な方は早めに白崎までご連絡ください。 

出来れば１１月中頃までには大まかな実施規模を決めていきたいと思います。 

クラブツアーの翌週というタイトな日程ですが沢山の参加をお待ちしています。 

 

 

 

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

【編集後記】  

 スキーシーズンはもうすぐとなってきましたが 体力づくりは大丈夫でしょうか？ 

万全な体調でスキーツアーにご参加ください。 

 

『クラブニュース編集・発行』 広報Ｔｅａｍ  外山 尚  川添 由紀 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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今回は総会・懇親会出欠用ハガキを 同封しています。 

 

  2013 年度 総会及び懇親会のご案内  
  

 

日 時：  201３年 ５月１９日（日） １４：００～１７：００ 

会 場：  神奈川県ライトセンター ２階 第１会議室ＡＢ 

 

内 容  

    ＜議事＞ 

１．２０１２年度 クラブ 事業報告 

２．２０１２年度 クラブ 決算報告 

３．役員改選 

４．２０１３年度 クラブ 事業計画案 

５．２０１３年度 クラブ 予算案 

  ＜意見交換＞ 

６．2013ツアーについて 

７．３０周年事業について 

８．その他の行事について 

９．その他運営等について 
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☆ 年一度の大事な総会です。安全で楽しいスキーを続けられるように、みんなで意見を出

し合い、みんなで協力し、それぞれが自分のためにそしてクラブのために役割を分担し

力を合わせる。  

そんなクラブでありたいと思いませんか。お待ちしています。 

 

 

 

総会終了後 以下のように懇親会を行いますのでこちらも是非ご 参 加 下 さ い 

 

【ブラインドスキークラブ懇親会】  

日時 平成２５年５月１９日（日） 17:30～19:30 

場所 団欒（炎）二俣川店（045-360-8010）予定 

会費    ￥4,000 (飲み放題付) 

  

☆ ブラインドの方は出欠回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして右上の対角線上の角が

総会と懇親会の両方に参加する方、左上が総会だけに出席する方、右下が懇親会だけに参

加する方として、１センチ程度斜めに切り取ってください。 

☆ 総会に欠席される方は出欠回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長に 

対する委任状とさせていただきます。 

☆  毎年委任状が少なくて総会の成立に苦慮しております。 

出欠回答ハガキは必ずご返送ください。 

尚、同封の出欠回答ハガキは４月３０日までに投函ください 
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【2013 岩原スキーツアー 報告】 飯田 清一 

 

 スキー実行委員の飯田です。今年は年 2回のスキーツアーを行うこととなり、1月に岩原ツアー

を企画し、その実行委員長を勤めさせていただきました。まず、岩原スキーツアーを行うこととな

ったいきさつについて説明します。そもそも、昨年（2012 年）の岩鞍ツアーのブラインドミーテ

ィングのとき、もっとスキーツアーを企画して欲しいという意見も出ていました。 

それを受けてかどうかはわかりませんが、昨年夏に臨時のスキー実行委員会の召集があり、そのと

きに 2回のツアーを行うことが決まりました。そのときは、3日間のツアーを 2回行うのはちょっ

と難しいのではということから、2日間の日程で充分スキーを楽しめるようにという条件で場所探

しから始まりました。いろいろと場所の候補はあったのですが、交通アクセスの良さ、ゲレンデ、

宿などの条件が揃ったところがなかなか見つからなくて困りました。そうしたときに、最初のブラ

インドスキークラブのツアーは岩原スキー場でやったという話があり、そこならいい宿も知ってお

り、上越新幹線を使えば短時間で行けるということから、岩原でツアーを行うことに決まりました。

そのあとは、岩原ツアーと岩鞍ツアーの 2つのツアーをスキー実行委員で分担したり、協力したり

しながら企画を進め、無事 2つのツアーを行うことができました。 

 

 

では、実際の岩原ツアーはどうだったかについて報告します。 

今回は、久しぶりの 2回ツアーということもあり、岩原ツアーは 20名程度のこじんまりとしたツ

アーということで募集し、視覚障碍者 6名、晴眼者 13 名の 19 名でのツアーとなりました。出発

は 1月 25日（金）の夜、会社を早めに切り上げて東京駅中央改札に集合。夜 8時過ぎの上越新幹

線に乗車し、10 時には岩原の宿へと到着しました。やっぱり新幹線は早い！！その日は宿でゆっ

くり休んで、明日のスキーに備えました。1 月 26 日（土）。「今日は一日スキーを楽しむぞ！」と

張り切ったものの、あいにく外は大雪。ゲレンデは圧雪が間に合わず、深い雪に足を取られ、顔に

当たる雪が痛くて大変な一日となりました。1月 27日（日）。昨日の大雪も峠を超え、朝から小雪
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舞うなか、2日目のスキーとなりました。ゲレンデは朝早くから出ていた圧雪車によって圧雪され

ていて、朝から快適なスキーを楽しむことができました。お昼には、名物おかみのいるロッジで食

事をしたのですが、超大盛りのもつ煮込み丼や特製カレーうどんにみんな苦労していました。 

この日は、午後 3時まで存分にスキーを楽しみ、帰り支度をしたあと、午後 5時頃に帰路につきま

した。その後、越後湯沢駅でおみやげを買ったりして、午後 6時前の新幹線に乗車。午後 7時頃に

は東京駅に到着し、解散となりました。ほんと、新幹線を使うと往復の時間を短くでき、短い日程

ながら存分にスキーを楽しむことができて良かったです。ただ、ちょっと交通費が高くなるのが難

点ですが・・・。今回、2回のスキーツアーを実施できたことで、また来年も 2回のツアーを企画

したいという気運が高まっています。それには、スキー実行委員が集まらなければできません。ス

キー実行委員をやってもいいという方、ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

【岩鞍スキーツアー 感想①】古野 友紀   

 

  初めてのスキークラブツアー参加の感想は、とにかく「楽しかった」です。 

昨年のツアー反省会（4月 1日）からの参加で、この 1年、本当に楽しみでした。  

一方、「パートナーは、声かけで一緒に滑る」という前知識のみで参加したので、どういう研修

を経て実践するのか不安でした。初日の研修は、志村さん指導で、至近距離で滑る練習・声かけ

という基本から、最後は目をつぶってパートナーの声で滑りました。  

研修後、実際に高木麻里子さん・高野さんペアについて滑ってみましたが、スピードが早くてつ

いていけませんでした。 このクラブのスキー技術が非常に高いことを認識すると同時に、 

「早く実際に、やってみたい」と、はやる心で初日終了。  

2日目は、川添由紀ちゃん・対馬さんペアについて実践練習。 ２人とも息ぴったりで、ついてい

くのがやっと。  
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実際にパートナーになると、リフトまでの誘導・乗り方・降り方など、いろんなことで声かけが

必要なのを実感しました。 滑っているときは、声かけするのが精一杯で、左右を言い間違えた

りと申し訳ない気持ちばかりでしたが、 由紀ちゃんが「おかしい？」と気がついてくれたり、

ターンの間隔についてどうだったか、フォローしてくれて少しずつ緊張が取れました。  

リフトに乗っている間に、お互いの事を話したり、直前の滑りについての感触を聞いたりするの

が重要だと思いました。 ３日目は、初瀬川さんのパートナーになりました。 自由に滑ってもら

いながら、ゲレンデの真ん中を滑ってもらうことを心がけました。  

初瀬川さんが、かなりスピードを出して滑り、追いつけなくなり、白崎さんをハラハラさせまし

たが、「すごく気持ちよく滑れた」という感想を頂き本当に嬉しかったです。 

自分の前をのびのび滑る姿は高木麻里子さんの言葉をお借りすると、まさに「背中が笑ってる！」。 

これからも自身のスキー技術の向上を図るとともに、ツアーに毎年参加して、皆さんと一緒に滑

りたいです。実行委員の皆様、おつかれさまでした。今後とも、よろしくお願いします。 

 

 

【岩鞍スキーツアー 感想②】赤城 啓太 

 

  私は、平成２５年３月１６～１８日にかけて、尾瀬岩倉スキー場で初めてかながわブライ

ンドスキークラブの活動に初参加しました。 

もうとにかく驚いたのは、ブラインドの方々のスキーの上手さです！私自身７年ぶりのスキーで、

正直ついていくのが精一杯でした・・・。笑 

晴眼者とブラインドの方々が力を合わせて、スキーに対し真剣に取り組む姿勢や、懇親会等での

ハジけっぷりは普段とのギャップがすごい！そんな皆様にいろいろな意味でパワーをいただき

ました。まだ参加したことない方！冬の一大イベントとして、スケジュール帳に予定を毎年書き

ましょう！私も今後継続して参加していきたいと思います。 

それでは皆様、雪山でお会いしましょう！ 
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【岩鞍スキーツアー 感想③】鈴木 恵子 

 

今回、初参加させていただきました。 スキーをやるのは１０年振りで、しかも、その頃は

白杖も使わずに、少しは歩けてたので、前を滑る人を追いかけて滑ることが出来ました。 

しかし、今は盲導犬と一緒でないと、歩けない状態です。不安と緊張がありましたが、思い切っ

て犬と参加しました。犬はホテルで待機。 おとなしく待っていてくれました。 

いざ、私のスキーを滑ることになった時、 板をはく時点で、なかなかはけず 10年前とは、明ら

かに視力の低下を痛感しました。 こんな状態で、滑れるのだろうかと、正直怖かったです。 

でも、「パートナー」と呼ばれる一緒に滑りながらサポートしてくれる方が、すごく安心感を与

えてくれて、怖かった気持ちがだんだん薄らいで、楽しくなってきました、 

最終日を終えた頃には、疲れてはいるものの、気分は心地よく、もっと上手くなれたら、もっと

もっと楽しいだろうなと思いました。同行の方、みなさん明るく楽しい方ばかりで、あっと言う

間の３日間でした。また、機会があれば、ぜひ、参加させていただきたいと思います。 

お世話になりっぱなしでしたが、ありがとうございました。 

 

 

【岩鞍スキーツアー 感想④】鈴木 勝 

 

妻の「スキーをまたやってみたい」、娘にスキーを体験させたい、母親（おばあちゃん）の

「孫とスキーを滑りたい」、そんな思いの中、僕は付き添い気分、横浜からのバスに乗って日程

票をもらうまではそんな感じでした。いただいたチームでは到底無理だと思ったと同時にすぐや

さしい方に移れるだろうとも思いました。なにせ自分は１０年ぶりのスキー、体力も落ちている

だろうしそもそも付き添い気分、かなり不安の出発となりました。さて実際にゲレンデにでてみ
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ると、１０年前とできることにそれほどのブランクは感じなかったもののとにかく恐いのです。

１本目のリーダー小林さんの「久しぶりなのでゆっくり行きましょう」にほっとしたのも束の間、

外山さんからは「もっとスピードを」とのアドバイス。帰るときは自分なりに少しは上達したか

なあと思ったものの、このときは正直かなり後ろ向きでした。１日目の午後にゴンドラに乗って

ミルキーウェイに上ったときは不安は最高潮でヤバイクラスに入っちゃったなあと思うばかり

でした。それでもそこをなんとか滑り降りられると少しだけ安心したのといまさら頑張ってみよ

うかという気持ちになり、スキーをやっているという実感もでてきました。 

数年前にスキーはもうやることもないだろうと、ウエアなど全部処分してしまって、それが秋ご

ろのライトセンター便りからチャンスとご縁をいただき、なにより妻も娘も楽しかったとのこと、

おばあちゃんの「次は孫をスキーに連れて行く」との楽しみができたことは収穫でしたし、僕も、

もう少しうまくなりたいと思ったのとこの方たちと行けたら楽しいだろうなと思いました。 

ブラインドミーティングは勉強になりました。とても大事な必要なことだなあと感じました。 

そういうことも含めてこのクラブがさらに、すてきな方向に進んでほしいと思いました。 

三日間ご一緒いただいたパートナーの方を始めご配慮いただいたスタッフの皆様、参加された皆

様本当にお世話になりました。いまはとても満足感で、また家族でお邪魔できたらと思っていま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

【岩鞍スキーツアー 感想⑤】 杉 夏彦 

 

今回、スキー初体験・スキーツアーに初参戦。事前の研修会にも出席させていただき説明を伺い

ましたが、当日までは「自分にも本当にスキーできるのか？」との心配を抱きながらの参加でし

た。実際に参加してみると、リーダー＋パートナーに付いていただき、ブラインドならでは、ビ

ギナーならでは、私ならではの段階的なアドバイスを適宜、丁寧にして下さり当初の心配は徐々

に晴れ、表情もほぐれていきました。スキー、とりわけ ブラインドスキーは、奥深い印象を受
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けました。紛れもなくブラインド自身が滑っているのですが、快適に滑走できるためのパートナ

ーの適格な状況判断や要所を抑えた声掛けに支えられている面も多分にあり、この共同して創り

上げていく感覚には新しい面白さを感じました。それから、ツアー運営については実行委員さん

を中心に綿密な事前準備にとどまらず、当日の打ち合わせ、細々としたハプニングにも柔軟かつ

タイムリ－に対応されており、個別性にも配慮が及んでおり、感心しきりでした。更にこのツア

ーに携わったお一人お一人が声を形にすべく今後もこのクラブを恒久的により良いものにして

いこうとする向上心にも頭が下がる思いです。私は視覚障害者としてどうにかこうにか世間を渡

ろうとしている道半ばですが、平生より"障害があること＝できない"という社会の否定的障害観

に、自分の不甲斐なさを棚に上げては勝手に沈んでいるさなかでした。"ならぬはならぬ"の保守

的&消極的で、他罰傾向の強い障害者にありがちなよくある負のスパイラルのまさに典型例では

ないでしょうか？そんな中、ブラインドミーティングにも参加させていただきました。 

「ブラインド自身がもっと主体的になろう」、「晴眼に甘えて、できることまでやってもらっては 

いないか？」などなど、私の日常を省みても身につまされる案件が取り上げられていました。ス

キーを楽しく続けていきたいとの共通したブラインドの諸先輩方の思いが聞かれ、そのうえで、

どうしていくべきか意見がかわされていました。このツアーに参加して、スキーにチャレンジす

る好機を得られたことと併せて幸運だったことはハートフルでファンキーな人々と出会えたこ

とです。年齢や性別、職業、障害の有無などを超えて（もちろん一定の礼節や敬意は払いながら）、

語り合い、歩み寄る皆さんの姿を目の当たりにしてなんだか元気がでました。 

日常生活の中でも希望する課題に出会えたとき、「なぜできないか？」以上に「どうしたらでき

るか？」を先行させて考えるよう暮らしてみたいと思います。 

 

 

【岩鞍スキーツアー 感想⑥ 鷺谷 広道 

 

・「全体の感想はいかがでしたか。」に関して  
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スキーを愛する人の集まりでもありますので、感想を一言で言うと「楽しかったです。」と

なります。  

・「実行委員」に対しては何か希望がありますか  

特に何もしないでスキーを楽しむことが出来たのですから、「準備等大変でしたね。ご苦労

様でしたね」と言いたいです。きっと誰もがそう思うのではないでしょうか。  

それでもみんな遠慮していて、希望があっても遠慮しているのではないかと思うかもしれま

せんが、あまりの高見を求めない方が良いと思います。  

 

・ブラインドの方、パートナーの方がより満足していただけるツアーにするになにか意見があり

ますか  

スキーと言う共通のキーワードは一緒ですが、期待する中身は多種多様であると思います。

例えば、「スキーを上達したいので、もっとしっかりレッスンをしていただきたい」「休憩

を入れながら、のんびりしたスキーを楽しみたい」「スピードとスリルを楽しみたい」「懇

親会を楽しみたい」「夜は部屋でゆっくりしたい」等々。すべての方により満足のいくツア

ーの企画を組むのは相当難しいのではないでしょうか。実行委員の方は「ケガがなく、楽し

いスキー」にするために最低限何をしなければいけないかを先ずは目指せば良いのではない

かと思います。それ以上は、参加者の多様性にどのように応えるのかを企画して見たらどう

でしょうか。  

 

・課題と感じたことがありますか  

カルテにも記載しましたし、帰りのバスでも指摘がありましたが、弱視の方の先導には何か

検討が必要かもしれません。私のケースですが、サブリーダーが止まった場所で、ストップ

の声をかけましたが遅れてしまい高野さんがコース外に飛び出てしまいました。後を滑るブ

ラインドの方との距離が離れていて、私が視野から外れていたことと、声かけの遅れにより
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起こった訳ですが、後を滑るブラインドの方との距離を一定に保つことは結構難しいです。

特に視野が狭い高野さんは大きなターンの後に見失うことが多かった様です。  

我々晴眼者は何色のウエアを着るべきでしょうか。当日私は白の上着と黒のパンツをはいて

いました。黒は見やすく、白は見にくいとのことでした。また黄色のゼッケンも見にくいと

のことでした。同じような状況が共通に起こるのであれば、この辺の配慮も必要かもしれま

せん。 以上です。感想を一言で言うと冒頭で述べたとおりです。  

 

 

 

 

 

 

【事務局からの連絡】 

 

ツアー実行委員がクラブ備品を整理した際に、ここ数年使用していなかったトランシーバーをま

とめて整理することにしました。用途によってはまだまだ使用できる物ですので、まずはクラブ

内でオークションにすることになりました。 物品は下記の通りです。 

 

アルインコ ＤＪ－Ｒ２０ 本体４個(設定で双方向通信可) 

ヘッドセット２個 

ケンウッド   DEMTOS L5 本体６個 

  〃 DEMTOS 20 本体２個 

ヘッドセット５個 

スピーカーマイク２個 
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サンヨー TAPC7-M2 本体１個 

アルインコ DJCH９ 本体１個 

 

尚、入札ご希望の方は４月中に品名、個数、金額を事務局宛にご連絡ください。総会時に落札者

を決定いたします。 

 

 

 

 

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

 

【編集後記】 

・スキーツアー報告・感想文に ご協力頂きました方々 ありがとうございました。 

・今年は役員改選の年であり 新たなメンバーで役員会が運用されます。 

・外山が原稿を編集するクラブニュースも今回が最終号になります。 

これまでありがとうございました。台湾での生活は Face Bookで Upします。 

 

 『クラブニュース編集・発行』 広報Ｔｅａｍ  外山 尚  川添 由紀 

 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/ 

 

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

http://www.kanagawa-blindski.com/
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スキークラブニュース 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

２０１３年度総会報告 

 
ここから総会資料の抜粋 
２０１３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 ２０１３年５月１９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 
①２０１２年度活動報告 
②２０１２年度決算報告 
③役員改選 
④２０１３年度活動計画案および予算案について 
⑤今後の行事について 
30周年事業について 
2013年度ツアーについて 
⑥その他 
４ 議長および書記の解任 
５ 意見交換 
６ その他 
 
ここから201３年度 総会 議事録(敬称略) 
  
議長：衣笠 
書記：草郷 
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出席：会員29名  委任状40名  計69名(4月会員数107名) 
過半数を満たし､総会の成立を確認 
他に福田さんの知り合いの阿部さんが見学参加､後に会員登録した｡ 

《１》2012年度活動報告 
① 2012年度総会並びに懇親会の開催 

6月5日(日) 14：00～20：30   神奈川ライトセンター･よこはま農園 
総会出席；24名 委任状；71名 会員数；104名 総会成立 

② 夏期研修 ｢フリークライミング」 
8月12日(日) 14：30～16：30 ライトセンター体育館 参加者10名 

③ 秋のイベント ｢日向薬師ハイキング」 
10月23日(土) 広沢寺温泉→日向山→ 七沢温泉 参加者；B6名 S6名 計12名 

④ 研修会と懇親会並びに忘年会 
12月2日(日) ライトセンター･｢はなの舞」 

 ◎ウォームアップとクールダウン 
 ◎スキー技術について〈青木さん指導〉 
⑤ 会員募集と説明会 
 ｢ライトセンターだより」に参加の呼びかけをした｡B3名説明会に参加 
⑥ 2012年度スキーツアー 

<1> 岩原ツアー B6名､S13名 計19名 
    2013年1月25･26日(土･日) 岩原スキー場､宿は｢高原ハウス｣ 

28年前の初回ツアーを再現 
<2> 岩鞍ツアー B14名､S28名 子ども2名 計44名 

   2013年2月16～18日(土日月) 岩鞍ホワイトワールドスキー場､宿は｢かぶらぎ」 
⑦ 体力アップ教室 

毎月第２日曜日 10：00～12：00   
⑧ クラブホームページ｢声のきずな」の運営 

ホームページのURL     http//www.kanagawa-blindski.com 
⑨ ｢クラブニュース」の発行 
⑩ その他 
･JRPS(日本網膜色素)ユース部会スキーへの協力(西川さん中心に活動)｡ 
7名の協力により実施できた｡  

･他団体活動への協力｡今年も予定している｡ 
 

《２》 2012年度決算報告   
議案書にそって藤田さんが説明｡ 
期間の日付印刷ミスの訂正  6/1～5/31→ 5/1～4/30 
決算黒字の要因はツアー余剰金による｡ 
現金･預金保有状況は据え置きとする｡ 
監査役 串田さんから承認をいただく｡ 
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質疑･意見なし｡  拍手で承認された｡ 
 

《３》 役員改選 
会長･岩崎 副会長･小西 会計･藤田 企画･渋谷 広報･外山 企画･豊田  
監査･串田 ､以上７名の方から退任の申入れがあったことから､会長､副会長､会計､監査､

企画､広報の改選を行った｡ 
立候補者がなかった為､役員会の中で相談の上候補者名簿を作成し､配布された｡ 
会長･渋谷 副会長･串田 事務局･白崎 会計･福田 企画･町田､小須田､小林､ 
広報･川添､高野  監査･成田     
新しい役員候補者の自己紹介をして頂く｡串田･福田･高野･成田｡会長候補の渋谷さんは他 
の会合と重なり欠席の為､パソコンで挨拶を聞く｡ 
     
 Q､推薦したい人がいるが良いか｡  
 A､どなたですか｡ 
 Q, 西川さんを会長に推薦したい｡ 
 A,  本人がいない為､承諾の確認ができない｡ 
  S､ 西川さんの事について説明する｡他にも色々な事をやっている為､今の段階では無理 

と思われる｡未来の有力候補者として見てはどうか｡ 
 Q､そう言う事ならば推薦を取り消します｡ 
     
拍手による採決の結果､全会一致で承認された｡今後途中参加も有りうることが付け加え

られた｡ 
新役員挨拶 

･串田 ：全力投球でやります｡３０周年記念に向けて､新役員をさらに募集します｡ 
･白崎  ：ボランティアに忙しい日々を送っていますが､大好きなこのクラブに全力を注ぎ 

ます｡ 
･福田 ：一番大変な会費の徴収をしっかりチェックし､振り込み手数料などの問題点の解 

決をめざします｡ 
･町田 ：頑張ります｡ 
･小須田：企画が３期目になりました｡もう少しやります｡ 
･小林 ：昨年までは十分やれてなかったので､得意なイベントの分野も含めて､今年はし 

っかりやります｡ 
･川添 ：何年やっているか､忘れましたが､今年もがんばります｡ 
･高野 ：外山さんよりタスキを繋ぎましたクラブニュースに力を注ぎたいと思います｡ 
･成田 ：新幹線にかけて､ビシッとやります｡ 
旧役員挨拶 

･岩崎 ：以前､広報から会長となり､頑張るつもりだったが､私生活が変わり､上手くクラブ 
の仕事が出来なかったことが悔まれる｡この会はこれからもっと成長していくの 
で､これからも､皆様の協力をよろしくお願いいたします｡ 
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･小西 :カルテ制度など､進化が見られた｡大過無く終れたと思っている｡ 
･藤田 :満足な決算が出来てなかった事が悔まれる｡今年は､視援奉で役員が回ってきたの 

で､そちらで頑張りたい｡ 
･外山･ 豊田 欠席 
    
串田副会長からの提案 
この会を滞り無く運営するために､副会長を２名とする会則の改定を提案したい｡ 
当初は渋谷さんに兼務して頂き､今期中に選出する｡今期､会則の全面的見直し実施する予 
定だが､とりあえず本日はこの件のみ承認を頂きたい｡ 
ここで､副会長２名制について意見を募る｡ 

Q､ 副会長２名制の意図がわからない｡ 
A､ 会の継続の為､会長はブラインドであり､かつ､主体的な会にしたい｡その為､サポー 

ト役はブラインドと晴眼が協力することで､運営がスムーズにいくと思う｡又､渋谷 
さんの体力問題のサポートも含まれる 

Aa､1981年発足当時､会長､副会長はブラインドだけだった｡その後､晴眼が参加してい 
く｡今後の運営に関しても､ブラインドの参加がもっと必要である 

    
議長から会則変更の是非を問う 
拍手による採決の結果､副会長の人数変更(1名→２名)が全会一致で承認された｡ 
また､今期に限り新任の副会長が選任されるまでの間会長が兼務すること､副会長選任は 
役員会に一任することも併せて承認された｡ 
 A, 串田さん：今後､会則の改定を進めていきます｡ 
 Q, 会則の改定を行うに当たって､今後､ニュースなどで経過を流してほしい｡ 
 Aa, 他にも改定案が有れば､頂きたい｡ 
 Qa 役員会で決めて､総会で承認を問う形にすればスムーズに進むのではないか｡ 
 A, それではこの場で､新役員の立候補者を募る｡推薦も受けます｡ 
 議長： 推薦･立候補者がなかった為､議題｢３」の役員改選を終ります｡ 
 

《４》 ２０１３年度活動計画案について 
① 2013年度総会の開催･懇親会 
 5月19日 (日) 14:00～16:30 神奈川県ライトセンター 懇親会:二俣川 (団樂)炎) 
② 秋のイベント 
 10月13日(日) 内容 旭区の自然と歴史散歩を予定 
③ 新会員募集 
 クラブ説明会 11月10日(日) 
 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めざす｡ 
④ 研修会と懇親会 
 ◎ 夏期研修会 8月3日(日)14:00～16:00 内容；ブラインドと晴眼のミーティング 

会場；ライトセンター予定 (県民センターがなかなか取れない為) 
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終了後､そごうビヤガーデンで暑気払い｡予算￥4,000/人 
◎ シーズンイン研修会 12月8日(日) 会場；県民センターを予定 

終了後 忘年会  会場･会費未定 
⑤ 2013年度定例スキーツアー 
 1月ツアー 詳細未定 岩原が候補に挙がる｡ 
 2月ツアー 2014年2月15～17日(土日月) 岩鞍ホワイトワールド､宿は｢かぶらぎ」 
⑥ 体力アップ教室 
 毎月第2日曜日 10：00～12：00 ライトセンター内存続の為､継続 
⑦ クラブホームページ｢声のきずな」の運営 
 高野さんに依頼 ホームページのURL    http://www.kanagawa-blindski.com 

⑧ ｢クラブニュース」の発行 
 3～4回/年発行予定 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｡外山さんの後を引継 
いでしっかりやっていきたいと思います｡ 

 
《５》 ２０１３年度予算案       

収入の部 
前期繰越現金    87,924円 
年会費     170,000円 
雑収入       5,000円 
合 計     262,924円 
 支出の部 
通信費      30,000円 
事務費      27,924円 
用具購入費      40,000円 
行事補助金     100,000円 
役員交通費      25,000円 
広報費      40,000円 
合 計     262,924円 
  
福田さんから説明｡    
･期間の日付訂正(2013/5/1～2014/4/30) 
･収入の部で年会費納入予定者数85名(昨年78人分)  
･支出の部で用具購入費が多いのは､無線機の新型を検討｡  
･行事補助費が多いのは､ツァーが2回になった事｡福祉バスが利用出来なかった時際の補 
助の為で使わなければ固定預金に組める｡ 
 
2013年度活動方針･予算案は拍手による採決の結果､全会一致で承認された｡ 
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《６》 今後の行事について 

今年度も 
 ＊盲聾スキーの参加 
 ＊JRPSユース部会の協力 
を予定している｡それらのノウハウを広げていきたい｡又､こんなことをやりたい､やって 
いこう､といった提案を待っています｡ 
自分は年を取り年２回しか参加出来ないが､もっと滑りたい人の為に同じようなクラブと 
連携を取って参加できるようにしてはどうか｡又､ボランティアのガイドさんの連携も出 
来たら良いのでは｡ 
 ･ 障害者のPRが発信できる会になったら良いと思う｡ 
 ･ 広報からホームページの中でブラインドスキーのアピールをしてはどうか｡このクラ 

ブが発信場になったら良いと思う｡ 
      
◎ ３０周年事業について 

30周年に対して良いアイデアを募集中｡具体的なものが必要｡ 
 ･2回のツァーの内1回を記念行事にしてはどうか｡ 
 ･30年を超えて､2015年をスタートラインにする｡ 
 ･子ども対象に､キッズの為の体験ツァーの企画を提案する｡ 
 ･プロジェクトのメンバーに実行委員が手伝うのが良いと思う｡ 
 ･大勢の参加で､役員におまかせではいけない｡ 
 ･プロジェクトの意見を整理し､早急にまとめてほしい｡ 
 ･早急に作業を始めないと間に合わないから､6月29日の役員会までにまとめてきてほし

い｡ 
 ･プロジェクトのメンバーから早急に対処することが告げられた｡ 
 
◎ ２０１３年度ツアーについて 
志村さんから､今年も2回を予定している｡1月はまだ詳細がきまっていないが､昨年同様､

岩原を予定しており､平日に参加しにくい人の為に土日を使いたい｡又､他に良い場所が有

れば募りたい｡現在､実行委員はブラインド４名､晴眼4名､計8名で動いています｡ 
  
その他 
･企画の役員に推薦したい人がいる｡ 
･本人の承諾が必要になる｡ 

 
４  議長及び書記の解任 

 
   16：40 総会終了 
 
ここまで 
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お知らせとお願い 

 
①夏期研修会のお知らせ 

日時：平成25年8月3日(土) 14:00～ 
場所：ライトセンター ２階 第2講習室 
懇親会：よこはまそごう 屋上ビアガーデン(予定) 
 
今回の研修は､昨年度実施したスキーツアーの反省で意見が出ました「ブラインドミーテ 
ィングのあり方について」を取り上げました｡ 
議題は「安全性を考慮したスキー技術の向上について」｡ブラインドミーティング及び晴 
眼ミーティングを個別に行い､それぞれの立場で意見を出し合っていただきます｡ 
後半では､ミーティングでまとめられた意見を全員で検討を行い､今後のスキーツアーや 
ブラインドミーティングに役立つ資料としてまとめます｡ 
ぜひ多くの参加､ご意見をお待ちしています｡ 
 
【研修会・懇親会 出欠はがきについて】 

☆ブラインドの方は出欠回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして右上の対角線上の 
角が研修会と懇親会の両方に参加する方､左上が研修会だけに出席する方､右下が懇親 
会だけに参加する方として､１センチ程度斜めに切り取ってください｡ 

☆メール版受信の方はメール対応のテストとして､ハガキ回答に併せてメールでの回答 
もお願いします 

  

出欠回答ハガキは全員７月１９日までに必ず投函ください！ 

 
 

 
② メール配信について (事務局からのお知らせ) 

「クラブニュース」メール配信の実施について 
昨年から準備をとテストを繰り返しておりましたクラブニュースのメール配信を次号か 
ら実施を予定しています｡ 
今回､墨字版や点字版のクラブニュースと共にパソコンや携帯にメールでニュースをお送 
りした方は､次のクラブニュースからはメールだけの送付にしたいと思います｡ 
これにより､出欠席の回答もメールで頂くようになりますので､よろしくお願いします｡ 
もしメールでなく従来通りに点字や墨字版ニュースの郵送を希望される方は､お手数です 
が事務局にご連絡ください｡ 
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③ 年会費の納入について 
総会でもお話をしましたが､現在会費用に使用している郵便口座は利便性が低いことから 
市中銀行の口座を開設することにしました｡現在その作業途中で今回は間に合わないため 
今年度分までは同封の振込用紙で従来の口座へ振込をお願いいたします｡なお､昨年度分 
をお支払いいただいていない方は２年分の金額を明記してあります｡あしからずご了承く 
ださい｡ 
これまで､会費の振り込みには期日を設けておりませんでしたが､この会費が繰り越し分 
を除き１年分の活動費予算であり､できるだけ速やかな徴収が必要なことから､今年度よ 
り振込期日を設定させていただきます｡お忙しい中､少額の振り込みにわざわざ郵便局へ 
ご足労をお願いするのは心苦しいのですが､クラブ運営へのご理解･ご協力をお願いいた 
します｡ 
 

振込締め切り日：２０１３年８月３１日 

 
④ 新任役員挨拶 

  今回と次回に分けて､新任役員の挨拶を掲載します｡ 
  渋谷 : 病み上がりながら会長をお引き受けしました渋谷です｡より安全で楽しいスキ 

ーを皆さんと一緒に考えて行きたいと思いますので、宜しくお願い致します｡ 
福田 :10周年のエコーバレーツアー(だったと思う)から参加し､以後数え切れないほど 

実行委員を務めてきましたが､役員は初めてです｡気が付けば来年は30周年｡途 
中ブランクもあったけど､人生のおよそ4割をこのクラブで過ごしてきたと思う 
と感慨深いものがあります｡(みんな年をとるわけだ！) にもかかわらず､未だに 
年齢では下から数えた方が早いというのは大いに問題がありますよね｡第29期 
の役員として､まずは30周年記念行事を無事遂行することが目の前の課題です 
が､併せてこのクラブが介護団体とならないよう会員の若返り化にも注力してい 
きたいと思っています｡皆さんにもご協力をお願いいたします｡ 
 
 
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
【編集後記】 
  初雪まであと５ヶ月！！！ 
 『クラブニュース編集･発行』 広報Team : 福田 川添 高野 プラス白崎 

http://www.kanagawa-blindski.com/ 
事務局 白崎 

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

http://www.kanagawa-blindski.com/
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スキークラブニュース 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 
 ようやく夜には秋の訪れを感じる風がそよぐようになってきました。酷暑と大雨に見舞

われた今年の夏、皆さんはどのように過ごされたでしょうか？ 
 さて、スキークラブではありますが、夏の間もシーズンインに備えてコツコツと活動を

続けています。今回はその内容をお届けします。 
 

Ⅰ．研修会 (８/３開催) 
 安全なスキーに関する意識の共有化を目的として、ブラインド、晴眼者に分かれそれぞれが

スキーの際に経験、あるいは感じた危険や問題点を話し合いました。この内容は集約中ですの

でまとまり次第皆さんにお知らせすると共に、ツアーに生かしていきます。 
 

Ⅱ．秋のイベント「二俣川周辺の歴史散策とバーベキュー」のお知らせ 

実施日 平成２５年１０月１３日（日） 

〇コース：三佛寺→浄生院→おかご坂→切割神社→南本宿公園→畠山重忠公遺烈碑→ 

こども自然公園（バーベーキュー）→自然公園内の散歩→二俣川駅  

〇集 合：午前９時（時間厳守） 相鉄線二俣川駅 改札前 

〇解 散：午後４時（予定）   二俣川駅解散  

〇持ち物：舗装された道路を歩きやすい靴及び服装。飲み物。 

〇参加費：大人１５００円  中学生１０００円  小学生５００円 

     （参加費はバーベキューの費用です。） 

＊バーベキューからの参加も歓迎です！ １１時頃から始めます！！ 

 

二俣川とは、帷子川が二俣に分かれている川の一帯。万騎が原とは、牧と呼ばれていた広い場

所で、畠山重忠ら１３４騎が数万の北条の軍勢と戦ったことが由来。 

地名と歴史は意外と単純。畠山重忠ってだれ。など、短い時間ですが二俣川周辺を探索をして、

ハーベキューをしながら歴史を楽しく語りましょう。 

 

※ 実施前や当日の天候によっては中止またはコースの変更が有ります。 

※ 小雨でも実施しますが、バーベキューは中止になる場合もあります。 

※ 前日に大雨が予想される場合には中止の連絡をしますので、申込み葉書に必ず連絡先を記

入してください。 

※ ブラインドで参加される方は、同封の回答葉書に入れた切れ目の対角線の角を切り取って

返送してください。参加できない方は角を切り落とさないで返送してください。 

※ 返送期日 ９月２４日（火） 

  ハイキングの問い合わせは事務局まで。  
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Ⅲ．新規会員募集について 

３０周年を目指して会の充実を図るには会員の増強が必要です。 

そこで毎年、新しい会員を増強するためにライトセンター便りや各関係機関へ募集案内を行っ

ていますが、会員の皆様もぜひこれを機会に周りの人たちに入会のお誘いをお願いします。 

今年も入会希望者への「説明会」を１１月１０日（日）１３時３０分からライトセンターで行

います。 

参加を希望される方は、氏名、年齢、連絡先（メールアドレス又は電話番号か住所等）を下記

の申込先へご連絡ください。 

  

Ⅳ．シーズンイン研修会・忘年会 

 今年のシーズンイン研修会＆忘年会を１２月８日(日)【研修会=１４：００～、忘年会=１８：

００～】に開催します。皆さんふるってご参加下さい。詳細は次号でお知らせします。 

 

Ⅴ．２０１３年度スキーツアー開催予定 

 今年度も下記の通り２回のツアーを計画中です。 

① 第１回 １月開催 日程・場所は未定 

② 第２回 ２月１５(土)～１７(月) 尾瀬岩鞍スキー場 

 

Ⅵ．３０周年に向けたクラブ関連資料の提供について 

３０周年を迎えるに当たり資料（会報、ツアー参加のしおりやプログラム、個人的に撮られ

た写真やビデオ）などを、発足前後や１０周年から２０周年頃ものを中心に探しています。 

お心当たりがありましたら事務局白崎までご連絡ください 

 

Ⅶ．会費徴収の不手際について(お詫び) 

 本年度の会費徴収にあたり、一部の受領済みの方へ振込用紙を送付してしまう不手際があり

ました。ご迷惑をおかけしてしまったみなさんにお詫び申し上げます。また、来年度より会費

の振込先を郵便局口座から銀行口座へ変更したことに反対の意見をいただいております。この

理由は次号に掲載いたします。 

なお、９/１現在あと２７名の方からの振込をお待ちしています。９月中にはお手続きをお願い

いたします。 

 

Ⅷ．会則の改定案について 

５月の総会でクラブ会則を見直す方向で承認されました。普段、あまり目を通すことのない

会則ですが、下記に掲載いたしましたので、目を通していただき、会則改正に対するご意見を

年内に皆さんからいただけたらと思います。 

  

かながわブラインドスキークラブ会則（現会則） 

  

（名称） 

第１条 本クラブは、かながわブラインドスキークラブと称する（以下「クラブ」と称する。 

 

（目的） 

第２条 本クラブは、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。 
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（事務局） 

第 3 条 本クラブの事務局は、事務局長宅に置くものとする。 

 

（事業） 

第４条 本クラブは、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、本クラブの目的達成上必要と認められる事業 

（会員） 

第５条 本クラブの会員は、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、本クラブの目的に賛同し会費を納入した者とする。 

 

第７条  特別会員は、本クラブが委託した顧問等とする。また、賛助会員は、本クラブの目的

に賛同し会費等を納入した者とする。 

 

 

（役員） 

第８条 本クラブには、次の役員を置く。 

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 本クラブには、顧問若干名を置く。 

 

（監査） 

第１０条 本クラブには、監査若干名を置く。 

 

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代を

認める。 

 

第１３条 会長は、会務を統轄する。副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、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 総会は会長が招集する。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できる。 
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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）        予算及び決算 

（２）        事業計画および事業報告 

（３）        役員の選出 

（４）        その他本クラブ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招集する。 

 

第１７条 役員会は、本クラブに必要な事項を審議し、運営する。 

 

（資金） 

第１９条 本クラブの会費は、役員会で決定する。 

 

第２０条 本クラブの会計年度は、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。 

 

    附則 

この会則は、昭和６０年８月１８日より施行する。 

    附則 

この会則は、平成２年４月１５日より改正施行する。 

    附則 

この会則は、平成１３年６月３日より改正施行する。 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
【編集後記】 
  今年は長年会員として活躍された方の中で、年齢や体調不良により退会を申し出られた方が数名

いらっしゃいます。やむを得ない理由とは思いますが、スキーは難しくとも、いつまでも仲間と

してその他のクラブ行事等でお目にかかれる方法を考え、会則にも盛り込みたいと思っています

。こういった点もふまえ、会則改定に関する皆さんのご意見をお待ちしています。 
  
 『クラブニュース編集･発行』 広報Team : 福田 川添 高野 プラス白崎 

http://www.kanagawa-blindski.com/ 
事務局 白崎 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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スキークラブニュース 
 

 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 
 そろそろ､初雪の知らせが聞こえるようになってきましたね｡スキーシーズンは目の前!  
今回は､定例ツアーや合同のツアー､年末恒例の研修会や忘年会のお知らせなど盛りだくさんの

秋の号｡ 
 

Ⅰ．副会長決まる!! 

 今期最大の懸案事項であった副会長の人選がようやく決着しました｡ 
新副会長は町田由美さん(旧姓 岡さん)にお願いをし､ご了解をいただきました｡ 
まだ､子育ての真っ最中ですので行事等へ毎回出席することは困難ですが､役員会はブラインドの代

表の一人として彼女の意見も取り入れながら進めていく所存です｡また､企画の役員も兼務をお願い

しています｡改めて今期の役員をご紹介します｡ 
 
会 長 : 渋谷清二 
副会長 : 町田由美､串田直樹 
事務局 : 白崎正彦 
 同  企画担当 : 町田泉､町田由美､小林功弘､小須田佳代 
 同  広報担当 : 川添由紀､高野和夫､福田靖久 
 同  会計担当 : 福田靖久 
会計監査 : 成田好一 

 

Ⅱ．秋のイベント「二俣川周辺の歴史散策とバーベキュー」報告 

 平成２５年１０月１３日(日)､２３名の参加を得て秋のイベントを開催しました｡コースは､三佛

寺→浄生院→おかご坂→切割神社→南本宿公園→畠山重忠公遺烈碑→こども自然公園(バーベーキ

ュー)→自然公園内の散歩→二俣川駅  

公園の木々は稍色付きかかっていたものの､散策は半袖で十分な日差しの中を歩き､バーベキューに

舌鼓を打つ一日となりました｡今回は３人の方にその感想をお願いしました｡ 

 

～ 二俣川歴史散策とｂｂｑに参加して 鈴木 保美 ～ 

 10 月 13 日に行われたブラインドスキークラブの秋の企画に参加させていただきました 

当日はお天気もよく､お散歩と BBQ にはもってこいの一日でした｡ 

私はこれまで二俣川駅には降りたこともなかったので､いったいどんな歴史があるのかなと思って

いました｡お寺や神社を回ったのですが､企画係りの方が､とても詳しく調べてくださっていたので､

意外な歴史や､面白いエピソードなども知ることができ､とても楽しかったです｡ 

「はけと「はげ」毛がないのはドッチ？とか・・・｡ 
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散策の後は BBQ｡こちらも､お肉に野菜に､焼きそばにと､とてもおいしかったです 

みなさんありがとうございました｡ 

 

～ 岡 由実 ～ 

 今回鈴木さんをお誘いしたのは私です｡スキーより温泉タイプの人ですが､歩くことと飲むことが

好き｡大学の後輩でもあり､我が家にはときどき子供の遊び相手に来てくれています｡ 

実は今回は我が家の悪がきたちも参加させていただいたので､お目付け役にと誘ったわけでした｡ク

ラブにはさまざまな人がいて､子供たちにもとてもよい経験になりました｡ありがとうございました｡

私も久々の参加でしたが､皆さんが変わらぬ暖かさで迎えてくださったので嬉しかったです｡いつも

楽しい時間をすごさせていただき､元気をもらえる場所だなあと再認識しました｡忙しくてなかなか

クラブに顔を出せない方も多いかと思いますが､やっぱり集まると楽しいですよ｡是非次回はもっと

たくさんの方とお会いできたらと思います｡ 

 

～ 山下耕士 ～ 

お久し振りです！！しっかり幽霊会員になってしまった山下です｡渋谷会長のご命令により今回感

想文を寄稿することになってしまいました｡ 

実行委員でガイド役小林さんの概要説明の後 ９:００に二俣川駅を出発｡ 

三佛寺・浄性院と浄土宗のお寺を２か所見学｡源頼朝が狩りをした際そこに輿(こし)を置いたとされ

る「おかご坂」を経て南本宿公園で休憩｡ 

11:00過ぎにバーベキュー会場の大池公園(こども自然公園)に到着｡当地は鎌倉街道に近いせいか､

お寺は相当に古そうでした｡珍しいことに三佛寺(さんぶつじ)では横浜表装・インテリア協会が刷毛

(はけ)供養をする為碑が建っていました｡全国でもここと京都の二か所しかないようです｡ 

小林ガイドのお話では刷毛は動物の毛を使っていた為供養するとのこと｡納得する｡続けて､「刷毛に

毛があり､はげにけがなし」さらに続けて「瓜(うり)につめあり､爪(つめ)につめなし」大変ためにな

るお話しを拝聴しました｡思わず回りの人の頭を見ましたが皆さん帽子をかぶっていたので､吹き出

さずにすみました｡ 

大池公園では白崎さんグループによりバーベキューの準備が完了していました｡火もおきており下

準備等をされた方に心の中で感謝し､すぐに焼き始めおなかいっぱい食べました｡なすをそのまま火

のついた炭の中につっこんで焼く白崎流にはびっくりしましたが､短時間でうまくやけていました｡

今度どっかで真似してみようと思います｡ 

大池公園散策後､二俣川駅近くの「畠山重忠公遺烈碑」を見学｡畠山さんは鎌倉幕府開設に貢献し鎌

倉武士のかがみとして､当時のスーパースターだったようです｡幕府の権力争いに巻き込まれ「鎌倉

に異変あり」とのいつわりの招きにより鎌倉へ向かう途中この地で北条軍に待ち伏せされ戦死しま

した｡明治時代に地元有志５７人が畠山さんをしのび碑を建立したようです｡ 

元 「々牧が原」と呼ばれた場所に北条勢数万騎あまりが陣を構えたことから､その後「万騎が原」と

いうようになったようです｡ 

前日までの暑さに比べ当日は心地よい秋風がふき､雲一つない晴天に恵まれました｡ゆったりした散

策とバーベキューに大変満足しました｡私もそんな年回りになってしまったのでしょうか｡いやいや

企画準備と参加者がよかったからでしょう｡ありがとうございました｡ 

 

Ⅲ．シーズンイン研修会・忘年会 

① 研修会 

  スキーシーズン到来で～す｡準備開始ですよ～！ 
今年の 12 月研修会はスキー用具に関する勉強会(？)を企画しました｡ 
ブラインドスキークラブならではの皆さんの様々な工夫(ノウハウ？！)のお披露目会､そして､ス

キーメーカーをお招きして､昨今の用具類のトレンドについてお話をうかがうこととしました｡ 
皆さん､奮って参加してください｡ 
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日時 : 12 月 8 日 (日) 14:00～17:00 
場所: 神奈川県ライトセンター 
内容: 
   １､ 第一部:スキー用具/用品に関する情報交換(参加者) 14:00～15:00 
        ・ シーズン前後の用具/用品の準備と手入れについて 
        ・ 各個人としての工夫(ノウハウ)等の紹介 
    ２､第二部:「(仮)スキー用具/用品のトレンド」(サロモン社) 15:00～17:00 
        ・ ICI 様､サロモン様の企業紹介 
        ・ スキー用具(板と靴)の進化とトレンド 
        ・ スキー用品(ウェア､手袋､ゴーグル等)の進化とトレンド 
        ・ 質疑 
② 忘年会 

皆さん､暑い夏､台風に悩まされた夏から秋､秋の黄昏を楽しむ間も無いままに､もうすぐスキーシ

ーズンに入ろうとしています｡研修会の後は､忘年会でスキー談義に大いに盛り上がりましょう！ 
 

日時 : 12月8日 (日) 18:00～ 
場所 : ｢仕立屋二俣川ライフ店」二俣川駅ライフ４階 電話045-360-8115 
参加費 : \4,000- (飲み放題付き) 
 
【研修会・忘年会 出欠はがきについて】 

ブラインドの方へ 
研修会･忘年会用の返信はがきには角切と､裏面に氏名ラベルを貼ってあります｡ 
(裏面に氏名ラベルの貼っていないハガキは1月のスキーツアー出欠用ですのでご注意下さい) 
研修会・忘年会の両方参加の方は既に切り落としてある角の対角の角を1cm程度切り落として投函

して下さい 
研修会のみ参加の方は切り落としてある角の右側の角を1cm程度切り落として投函して下さい 
忘年会のみ参加の方は切り落としてある角の上側の角を1cm程度切り落として投函して下さい 
研修会・忘年会の両方不参加の方は何もせずそのまま投函して下さい 
出欠の返信はどちらも11月３０日(土)までに必ず投函してください｡ 
よろしくお願いします｡ 
 

Ⅳ．２０１３年度スキーツアー開催要項 

 別紙をご参照下さい｡ 

 

Ⅴ．JRPS ユース部会 合同スキーツアーへのお誘い 

 当クラブの会員でもある､西川隆之さんが所属するもう一つのクラブ､JRPSユース部会からのス

キーツアーへのお誘いです｡本案内は晴眼の方々を対象としています｡ 
 
いつもお世話になります｡西川です｡ 
今年も1月､2月両ツアーの実行委員を務めております｡今年のツアーも楽しいツアーとなるよう現

在企画に取り組んでおりますので､どうぞよろしくお願いいたします｡ 
さて､今回はJRPSユース部会との合同スキーツアーのご案内です｡ 
昨年､クラブの正式な二つのツアーとは別に､私の所属している視覚障害者患者会のJRPSユース部

会(以下､ユース)との合同スキーツアーを開催し､クラブ晴眼の方7名､ユース6名の計13名で開催す

ることができました｡ご協力いただいた皆さまありがとうございました｡ 
ユース参加者からは大変好評であり､再度参加したいとの声もあったため､今年も当クラブ晴眼の方
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々にご協力いただき開催したいと思います｡ 
以下ツアー概要をご案内しますので､ぜひご検討いただき奮ってのご参加をお願いいたします｡ 
 
【2013年度ユーススキーツアー概要】 
  ■日程: 2014年3月1日､2日(土日) 
  ■行先: 岩原スキー場 
  ■宿泊先: ホテルアルパイン 
  ■交通手段: 往復新幹線(土曜朝東京発､日曜20時頃東京着) 
  ■参加人数: 晴眼20名､ユース10名目標の合計30名のツアー 
  ■参加費: 25000円前後 
【参加申し込み】 
以下の応募先(メールまたは電話)に応募フォームの内容をご連絡ください｡ 
また､不明点､お問い合わせ等ございましたら以下の連絡先までお願いいたします｡ 
 ※参加応募は､メール､お電話で受け付けております｡ 
 ※参加希望をいただいた方々へ､個別で詳細をご案内いたします｡ 
 ＜応募先＞ 
  ■メールでの応募 
   ユースツアー実行委員会 
  ■お電話での応募 
   西川隆之  
   白崎さん  
 ＜応募フォーム＞ ※保険加入のため､項目数が多いこと予めご了承ください｡ 
  ①氏名 
  ②電話番号/携帯番号 
  ③住所 
  ④生年月日 
  ⑤ツアー中の(留守宅)連絡者氏名/電話番号 
  ⑥本人との続柄 
  ⑦レンタルスキーを希望する・しない 
  ⑧レンタルする場合はブーツは足のサイズ(cm)､板は身長(cm) 
 ＜応募締切＞ 
  2014年1月18日(土) 
 

Ⅵ．３０周年に向けたクラブ関連資料の提供について 

３０周年を迎えるに当たり資料(会報､ツアー参加のしおりやプログラム､個人的に撮られた写真

やビデオ)などを､発足前後や１０周年から２０周年頃ものを中心に探しています｡ 

お心当たりがありましたら事務局白崎までご連絡ください 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
【編集後記】 
   副会長の増員､会則改定､３０周年記念行事準備の推進､この3本の矢が今期の柱ですが､漸く1本目が

放たれました｡あと2本､がんばるぞ!!  
 『クラブニュース編集･発行』 広報Team : 福田 川添 高野 プラス白崎 

http://www.kanagawa-blindski.com/ 
事務局 白崎 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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スキークラブニュース 2014 年 4 月号 
 

クラブ史上初！ 雪でスキーツアーが中止に‼ 
 
今シーズンも2回のスキーツアーが企画され､1月の岩原は全員無事に帰ってきました｡ところが､2月15～

17日のツアーは､なな､なんと! 14日から降り出した今年2回目の大雪により参加者が集合できない事態とな

り､クラブ史上初､雪によるスキーツアー中止の珍事が起きました｡来年､創立30周年を迎えるにあたり､クラ

ブ10大ニュースの上位にランクされることでしょう｡ 
Ⅰ．岩原ツアー報告 
1月岩原ツアー報告 2013年度実行委員 矢部健三 
 去る1月24日(金)～26日(日)に､新潟県南魚沼郡湯沢町の岩原スキー場へのツアーを実施しました｡参加者は､ブ

ラインド10名､パートナー20名､キッズ3名の計33名｡昨年同様､東京駅発着の新幹線で移動｡宿はホテルアルパイ

ンでした｡25日(土)は天候に恵まれ､ABCの3班＋キッズ班に分かれてスキー｡皆さん気持ちよくシュプールを描

いていました(怪我の私は一人宿に残って温泉三昧でしたが)｡夜も自由参加の懇親会で大いに盛り上がりました｡

26日(日)は､朝から雨のぱらつくあいにくの天気｡そのため､スキーはABの2班＋キッズ班に縮小｡新たに結成さ

れた湯治班は､温泉やビールでまったり｡怪我人もなく､無事にツアーを終えることができました｡パートナーの

皆さん､ありがとうございました｡そして､今回初めて参加してくださった親子の藤原さん､ご一家の浅野さん､こ

れからもよろしくお願いします!! 
 
その藤原さん､浅野さんに感想を書いていただきました｡ 
 
 藤原陽一郎 
ブラインドスキーツアーに初めて参加の雄一郎です!…と言っても印象が薄いので誰だかわからないと思った方

､藤原早苗の息子と言ったおわかりでしょうか？ 元々ブラインドスキーは､ラジオ局の担当していた番組で取材

したのが縁で父が参加するようになったそうです｡もうかれこれ20年近く前の事だそうですが…何でも当時のブ

ラインドスキーはサブの笛を吹く方めがけてペアで滑って行ったそうで､時代と共にこちらのスキーも進化して

いるのだと思いました｡ 
 今回は父に替わり初めて母と二人で参加した訳ですがもう緊張の連続でした｡初日に30分ほどブラインドスキ

ーのレクチャーを受けその後はもう本番でした｡最初はパートナーのサブで後ろを滑りましたがその後遂に｢声

掛け｣の役が…｢右｣｢左｣緊張に声が震えながらなんとか滑り終えた時はどっと汗が！滑るごとにコツもつかんで

きましたがブラインドの方､ボクの時はいかがだったでしょうか？4月からは教員養成系の大学に進みますが､今

回のブラインドスキーはその為の大変良い経験になりました｡また来シーズン､お声がかかりましたら参加させ

ていただきたいと思います｡ 
 
浅野裕一  
新潟県点字図書館に勤めている妻からブラインドスキーに参加しないか？と言われたのは昨年末の事｡ 
私自身も視覚障がいのパソコン教室の手伝いをさせてもらっていますが､ブラインドスキーに参加する機会など

なかなか無いと思い､妻と子供二人と参加させてもらうことになりました｡ 
スキー当日､｢1日4､5本なんてヌルい滑りはしませんよー｡｣その言葉通り､皆さんの気合が感じられます｡ 
スキーのギアも気合の入った装備｡ヘルメット姿も凛々しいです｡こちらもテンションが上がります｡ここ数年､

子供と半日滑っておしまいでしたが､20代の頃はスキーにハマってました｡ブラインドスキーのレクチャーのあ

と､皆で準備運動｡体育会の合宿のような雰囲気がたまりません｡ 



 

使うゲレンデは幅広で長い中斜面｡ブラインドスキー初体験｡今回パートナーは後ろから声をかけて滑るスタイ

ル｡なんと｢2m以上離れないで｣との事､えー､そんな近づくの？しかも結構速いし！メチャ緊張しました｡ 
午後は志村さんにブラインド役になってもらい､パートナー役を練習？しました｡ 
2日目はなんと町田さんのパートナー役に！(町田さん､すいません｡不慣れなパートナーで・・・｡) 
それにしても皆さん､滑りますねー｡お昼もビール飲んだりはナシ！(スゴイ！) 
その分､夜､ガッパガッパ呑まれてましたね｡(笑)夕食後に寝てしまい､懇親会に参加できなかったのが残念でした

｡今回､子供たちも大変お世話になりました｡息子の周平は二日続けて姿をくらまし､皆さんにご心配をおかけし

ました｡娘のすずも皆さんに相手をしてもらい大変楽しかったようです｡ 
これまで学校以外で､こういう団体行動をしたことのない二人にとっては､良い経験だったと思います｡ 
僕も久しぶりに1日フルで滑ることができ､またスキーへの熱が再燃しました｡ 
機会があれば､また｢合宿｣に参加させて頂きたいと思います｡ 
初めての参加にも拘らず､皆さん気さくに接して下さり楽しく滑る事ができました｡ありがとうございました｡ 
 

参加費 ¥29,000 x 30 ¥870,000

現地集合 ¥16,050 x 4 ¥64,200

JR払戻金 ¥5,960 x 1 ¥5,960

¥940,160

宿泊費 ¥373,200

交通費 ¥305,540

リフト代 ¥125,000

傷害保険 ¥19,015

諸雑費 ¥26,110

キャンセル返金 ¥21,000

余剰払戻金 ¥60,000

¥929,865

¥10,295収支合計

2014年岩原ﾂｱｰ　会計報告

収入の部

支出の部

合計

合計

会計担当：射場正行

 
 残金は岩倉ツアーへの繰越しを参加者の皆さんにご承認いただきました｡ 
 
Ⅱ．(中止になったけど)岩倉ツアー顛末記 

2 月岩鞍ツアー報告 2013年度実行委員長 西川 隆之 

2014年2月15日(土)～17日(月)に35名の参加者にて実施を予定していた尾瀬岩鞍ツアーは､20年ぶ

りの記録的豪雪・悪天候に伴う各公共交,通機関のマヒ､岩鞍までの交通の安全面等を考慮し､ツアーは中止とな

りました｡実行委員会としても､過去に前例のない状況の中､2月15日(土)の早朝に苦渋の決断の末､中止にさ

せていただきました｡ 

以下に簡単に経緯を報告いたします｡ 

 

<中止判断の経緯> 

6:42 中止判断 

関東圏における各種交通機関の運行停止情報入手 

 実行委員メンバー内で相談､以下の理由により安全なツアー運営が困難と判断し､ツアー中止を確定 

 ・集合場所である横浜駅までの交通マヒ 

 ・バスによる岩鞍までの交通状況 

 

 



 

 6:50 参加者(35名)へのツアー中止連絡開始 

実行委員にて役割分担 

 ・全体統括､進捗管理担当 

 ・各参加者への個別連絡担当 

 ・集合場所(横浜駅)待機担当 

 

 7:45 参加者35名への連絡完了 

 

<ツアー中止後について> 

ツアー中止後の対応として､キャンセル料を確定するため､交通費､宿泊費､保険料等､その他各項目を確認､交渉

を実施しました｡ 

その結果､必要最低限の経費のみのキャンセル料に抑える事ができ､1泊参加者は3000円､2泊参加者は

4000円を頂戴する形となりました｡ 

各項目ごとの確認等に時間を要し､参加予定者の皆さまにおかれましては､返金対応が遅れてしまい大変申し訳

ありませんでした｡ 

最後に､ツアー自体が取りやめになるという初の事例であり､実行委員会としても大変残念な結果となりました

が､参加者の安全面を第一に考えた上での判断とさせていただきますので､何卒ご了承のほどよろしくお願いし

ます｡来年度もよいツアーになるよう実行委員一同取り組みたいと思いますので､どうぞよろしくお願いしま

す｡ 

 

 



 

会計担当：小幡次男
¥26,000 x 33 = ¥858,000

¥4,000 x 3 = ¥12,000 未徴収3名

¥3,000 x 1 = ¥3,000 未徴収1名

¥10 x 1 = ¥10

¥10,295 x 1 = ¥10,295

¥883,305

¥1,000 x 69 = ¥69,000 宿キャンセル分\2,000/泊/人のうち、\1,000本部負担

¥0 x 37 = ¥0 \550x37=\20,350は返金。振込/返金手数料のみ発生

¥0 x 0 = ¥0

交通費　(ガス代) ¥6,045 x 1 = ¥6,045

交通費　(高速代) ¥4,950 x 1 = ¥4,950

宿泊費 ¥0 x 1 = ¥0 志村さん前泊分、かぶらぎさん厚意により無料

交通費　(バス申し込み ¥1,060 x 1 = ¥1,060

交通費　(実行委員会) ¥59,180 x 1 = ¥59,180

通信費　(はがき/切手) ¥45 x 1 = ¥45

宿用　(事前振込) ¥420 x 1 = ¥420

宿用　(返金分) ¥420 x 1 = ¥420

保険　(事前振込) ¥105 x 1 = ¥105

その他 宿お土産 ¥3,150 x 1 = ¥3,150

¥144,375

事前キャンセル分
(キャンセル料：\0)

¥26,000 x 2 = ¥52,000

二泊分
(キャンセル料：\4,000)

¥22,000 x 29 = ¥638,000

一泊分
(キャンセル料：\3,000)

¥23,000 x 2 = ¥46,000

¥736,000

¥880,375

¥2,930収支合計 ① - ④

合計　①

支出小計 ②

2013-2014岩鞍ブラインドスキー会計報告

支出の部

返金

返金小計 ③

合計 ④ = ② + ③

参加費　(徴収分)

交通費(キャンセル代)

保険料(キャンセル代)

宿泊費(キャンセル代)

振込手数料

収入の部

志村さん前泊分

実行委員
活動費

2013年度岩原繰越金

銀行利息

キャンセル代　(1泊分)

キャンセル代　(2泊分)

 

Ⅲ．JRPS ユーススキーツアーに参加しました 

3月1～2日､JRPSユース部会が主催する岩原スキーツアーのサポートに参加しました｡3月初旬の越後湯

沢はすでに雪が腐り始めていて､初心者には気の毒なゲレンデ状態でしたが､そこは若さで大いに楽しんでもら

えたようです｡参加したユース部会の皆さんからお礼のコメントを頂きましたので､皆さんにご紹介します｡ 

 
西川隆之 
この度は､3/1､2に開催しましたユーススキーツアーにご参加いただきまして誠にありがとうございました｡ 
ブラインド8名に対し､クラブ晴眼の方13名と､多くのクラブ晴眼の方にご参加いただくことで､無事ツアーが開

催できました｡ 
当日は運営面やパートナーとしての役割にて､多々サポートをいただきありがとうございました｡ 
当日の運営面では､実行委員として至らない点が多々あり､皆さんにご迷惑をおかけする場面もあり､大変申し訳

ございませんでした｡実行委員としての課題は次回以降に改善できればと考えております｡ユース参加者一同､大

変貴重な経験をさせていただいたことを感謝しております｡二日目の昼食時に実施したユース参加者だけのミー

ティングにて､今回のツアーの感想を聞きました｡ 
以下簡単に皆さんの感想について､ご紹介させていただければと思います｡ 
(箇条書きにて失礼します) 
 
■ユースメンバーの感想(ユースミーティングより) 
・クラブの雰囲気がよく､とても居心地がよかった 
・晴眼の方々は皆いい人たちばかり｡宴会も楽しく､一個人としても深い話ができてよかった 



 

・BSの指導のベテランの方々ばかりで､具体的で的確な指導をしてもらい､大変わかりやすかった 
・ユースメンバーは見えづらさとスキー技術と､二つの課題がある｡晴眼の方々が皆さんBSの指導力､スキーの 

技術力の双方を兼ね備えていて､両方 サポートしてもらうことができるので安心感につながる｡また､自分自 
身の課題が見つけやすくて大変よかった 

・生きて宿に戻ってこれました｡ 
・なかなか思うように滑ることができず､迷惑をかけすぎて申し訳なかったです｡でもとてもいい経験をさせて 

もらい大変感謝しています｡参加して本当によかったです｡ 
・本来自身の弱視により見えなくてできないことを､サポートをいただくことでできるようになることが本当に 

すごい｡スキーの楽しさを知ることができた｡ 
・他のユースの人たちにも参加してもらい､このツアーの楽しい気持ちを味わってもらいたい 
 
ユースでは会員同士で様々なイベント・行事を実行委員会を編成し企画立案から運営まで行います｡もちろん会

員同士で実施するメリットも多くありますが､実施したいこと､やってみたい企画内容によっては､どうしても僕

らの弱視では実現が難しい 場合があります｡今回のような｢スキーをやってみたい｣というユースメンバーの声

に対し､耳を傾けていただいた今回ご参加の方々のご厚意により､本企画が実現できました｡ 
ご多忙のさ中にもかかわらず､貴重なお時間を割いていただきご協力いただきましたこと改めて厚くお礼申し上

げます｡ 
これからもユースは組織として､そしてメンバーひとり一人いろんなことにチャレンジしていきますので､今後

ともどうぞよろしくお願いします｡ 
 
竹内和沙 
名古屋の竹内和沙です｡2日間お世話になりました｡初参加初スキーで右も左も分からない私を暖かく迎えてくだ

さりありがとうございました｡皆さんのおかげでスキーが好きになりました｡家族みんな怪我なく元気に帰って

きたことに驚いていました(*^^*) 
行き帰りの電車も食事の時間もすごく楽しくてあっという間に終わってしまって寂しいですが､素敵な思い出が

できました｡また関東に行った際はよろしくお願いします｡またお会いできることを楽しみにしてます(*^_^*) 
 
竹村聖子 
先日のスキーでは､実行委員の皆様を始め､神奈川ブラインドクラブの皆様には大変お世話になりました｡本当に

楽しい時間を過ごすことができました｡ありがとうございました｡カズー同様､私も2日間でスキーが更に好きに

なりました！ 
後ろから｢いいよ～上手､上手！｣とずっと励ましてくれた早苗さん､膝の曲げ方を分かりやすく教えたくれた串

田さん(曲げることができたときに褒めてもらえて本当に嬉しかったです!!)､私が滑りやすいように通る声で後ろ

から指示をくれたマリちゃん､絶妙な速さで的確な指示を出しながら誘導してくれた美咲さん(昼食時のビール

の飲みっぷりにも感動しました)､本当にありがとうございました｡また､スキーで関わることがなかった皆さん

とも宴会などを通してお話しすることができて､とっても楽しく､別れ際はさみしく感じました(笑)また､今後も

仲良くして頂けると嬉しいです｡本当にありがとうございました｡ 
 
鎌田久美子 
かながわブラインドスキークラブ 役員各位 
いつもお世話になっております､JRPSユースの鎌田久美子と申します｡ 
この度は､JRPSユースの｢ブラインドスキー体験企画｣に貴クラブの協力をいただけ､無事に開催できましたこと

､深く御礼申し上げます｡昨年に引き続き2度目の開催を怪我もなく終えられたのも､貴クラブの皆さまのご指導､

ご配慮あってのことだと思っております｡実行委員､参加してくださったサポーターの皆さま､本当にありがとう



 

ございました｡今後とも､機会がありましたら､ブラインドスキーを多くの視覚障害のある方々へ広めていけるよ

うな活動をしていきたいと思います｡ 
簡単ではございますが､取り急ぎ御礼とさせていただきます｡ 
 
越石裕之 
かながわブラインドスキークラブの皆様ユーススキー参加者の皆さん 
お疲れ様です｡ 
3月1日・2日に行われたスキーツアーに初参加させていただいたユースの越石裕之(こっしー)です｡皆様お元気で

しょうか｡ 
先日のスキーツアーでは皆様本当にお世話になりました｡スキーツアーからもう半月以上が経過したと思うと､

楽しかった思い出とさびしい気持ちが同時にこみ上げてきます｡初日はまともにスキー板に乗ることもゲレンデ

の上に立つこともままならない状況で､カニ歩きの練習から何時間も手伝っていただき､晴眼の皆さんには多大

なるご迷惑をおかけしたかもしれません｡ 
しかし､2日目の午前中は山から降りるのも一苦労だったのに対し､午後はリフトに乗って時間をかけながら山の

上からホテル方向に滑り降りることができ､大変な爽快感を得られました｡他のメンバーも書いていたと思いま

すが､2日間でスキーを好きになることができました｡これも､丁寧にサポートしてくださったクラブ晴眼の皆さ

んのお力添えのおかげと思っております｡ 
今回､スキーそのもののみならず､宴会や新幹線での移動など､たくさんの皆さんと交流する機会をいただき､本

当に感謝しています｡2日目の午前中になかなか山から降りられずに､昼食の時間に大幅に遅れながらも無事に生

きて帰った自分を温かく迎えてくださった晴眼の皆さんの顔､宴会会場での明るいホテルオーナーさんのお話し

､越後湯沢駅で日本酒を試飲しているときの皆さんのうれしそうな表情､名古屋の3人組でお菓子食べながら東京

～名古屋間を往復したこと､ここには書ききれないほどのたくさんの思い出を､俺は絶対に忘れません｡2日目の

昼食後のブラインドミーティングでは､自分がこんな素敵なユースメンバーの一員でいられることが本当に幸せ

に思えました｡ユースのみんな(西川さん・聖子さん・かまっち・まよさん・かずさ・ふみや・そして新メンバー

?の杉様)､これからもよろしくね｡本当に充実した2日間でした｡ 
今回､縁があってかながわブラインドスキークラブの皆さんにお会いできたことを光栄に思います｡ 
宴会でもお話ししたように､私は7年前の2007年に横浜二俣川のライトセンターに見学に伺ったことがあります

｡その際にいただいた資料に､｢JRPSユース｣と記載してあったのを去年思い出したのですが､2007年当時はまだ

実感がわかず､たまたま就職して名古屋に移住したことで再びJRPS及びユースに出会うきっかけに恵まれ､巡り

巡って7年ぶりに神奈川ライトセンターの皆さんと出会えたことで本当に運命の不思議さを感じています｡今回

のツアーで感じたスキーの楽しさ､視覚障害者でも工夫次第で可能性が広がるという実感､大切な仲間の存在な

ど多くの思いを忘れずに､日々の生活に生かしていきたいと思います｡ 
今回のツアーに関わられたすべての皆さんの幸せを願って｡また来年以降も機会があれば参加させていただきた

いと思いますので､その際にはよろしくお願いいたします｡貴重な経験をありがとうございました｡またお会いす

る機会を楽しみにしております｡ 
 
Ⅳ．2014 年度総会開催のお知らせ 

 

日 時：  2014年 5月18日(日) 14：00～17：00 
会 場：  神奈川県ライトセンター 2階 第1会議室ＡＢ 
内 容  
    ＜議事＞ 

1．2013年度  事業報告・決算報告 
2．2014年度  事業計画・予算案 



 

3．クラブ会則の改定について  
4．その他  
＊2014年度ツアーについて 
＊30周年事業について 
＊その他の行事について 

＜意見交換＞＊ 
 

☆ 今年は30周年を控え「かながわブラインドスキークラブ会則」を見直し改正案を審議する大事な総会です｡ 
1985年夏に「神奈川県視覚障害者スキー協会」としてスタートしたときの原点を再確認し､ポスト30年に 
向けて知恵を出し合いたいと思います｡是非ご参加ください｡ 

 
総会終了後 恒例の懇親会は昨年の忘年会で好評だった「仕立屋二俣川ライフ店」を予定しております､詳細

は未定ですが決まり次第ご連絡いたします｡ 
 
 総会・懇親会のハガキ返信について 
☆ ブラインドの方は出欠回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして右上の対角線上の角が総会と懇親会の両

方に参加する方､左上が総会だけに出席する方､右下が懇親会だけに参加する方として､1センチ程度斜めに切

り取ってください｡ 
☆ 総会に欠席される方は出欠回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長に対する委任状とさせ

ていただきます｡ 
☆  毎年委任状が少なくて総会の成立に苦慮しております｡ 

出欠回答ハガキは必ずご返送ください｡ 
尚､同封の出欠回答ハガキは4月30日までに投函ください 
 

総会・懇親会のメール返信について 
クラブニュースをメール受信されている方は､基本的には事務局宛にメールで総会出欠､懇親会出欠の有無を｡そし

て欠席する場合は議長または出席会員への委任を明記した委任状を提出ください｡ 
  
［事務局からのお知らせ］ 
30周年を迎えるに当たり関係資料を収集しております｡平成4年から16年(1992年から2004年)の間に作成された

「クラブニュース」あるいは「スキーツアーの案内」等が手元にありましたら事務局までご連絡お願いします｡ 
今回は､会則改訂､30周年(2015年)記念行事用活動費の徴収やその記念行事に関する意見集約等､重要な案件が

討議されますので､できるだけ多くの皆さんのご出席をお願いします｡ 
 
Ⅴ．会則改定案の同封について 

 2013年度活動方針の一つである､会則の改定案がようやくまとまりました｡本件は､総会の承認案件ですが

当日に全文を読んですぐに判断するのは難しいと考え､事前にみなさんに内容を配布し､検討いただくことにし

ました｡同封の会則改定案をご一読ください｡墨字には改定案と新旧比較表､点字は改定案のみとなっています｡ 

なお､欠席の方でご意見を出されたい方は事務局あてにメールをお送りください｡よろしくお願いいします｡ 

 
Ⅵ．30周年記念行事準備用活動費の徴収について 
 2015年に発足30周年を迎えるにあたり､現在記念行事等の3つの企画が進行中です｡特に本年は打合せ回数も

増えることから､主に交通費として臨時に活動準備金拠出のお願いを提案しようと考えています｡本件は総会承

認案件になるので詳細はその際にご説明しますが､会費と同額の\2,000/人/年を今後2年間お願いするつもりです



 

｡皆様のご理解とご協力をお願いします｡ 
 
Ⅶ．会費の振込先変更のお知らせ 

従来の郵便局口座を閉鎖し､新たに銀行口座を開設しましたのでお知らせします｡今回このようにしなければ

ならなかったのは､ 

① 郵便振込先は一時預かり口座であり､最初にここから本口座に移した後に引き出さなければならない 

② 本口座に移す手続きは口座を開設した郵便局(泉区)でしか行えず､会費の振込は不定期なので､会計担当者

は 

1 年に何回か平日に行かなければならない 

③ この手続きを行う際､本人確認を求められるｹｰｽがあり担当が交替する度に口座の名義変更が必要 

④ 昨今､振り込め詐欺犯罪等の影響で､名義変更手続きが非常に煩雑かつ困難で､開設までに複数回通わなけれ 

ばならない 

という非効率的な現状からです｡一方的と思われる方もいらっしゃると思います｡皆さんにご不便をおかけする

ことになるとも考えました｡しかしタイムリーに平日､休暇を取ってこれを行うことは(私も含め)困難な状況な

者もおり､また今後の担当者を探す際にこれがネックとなって候補者選びが難航することも予想されます｡従っ

て､口座の変更を行いました｡この件は､総会でも改めてご説明いたしますが､何卒ご理解とご協力を賜りますよ

うお願いいたします｡ 

また､年会費未納の方は､今後下記の口座へ振り込みをお願いいたします｡ 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
【編集後記】 
   早いもので､2013年度のクラブニュースもこれが最終号です｡今年は副会長の増員､会則改定案の策定､30周年記念

行事案の検討などの合間にライトセンターフェスティバルへの参加や各行事の実施､スキーツアー中止事件への対応

となかなか忙しい1年でした｡とりあえず､総会で一区切り｡来年は30周年事業企画が本格化します｡皆さんにも色々な

ことでお手伝いをお願いすることになると思いますが､よろしくお願いします｡さて､これから会則改定案の比較表を

作って寝るぞ! そうだ､来年度はこの編集後記を他の3人の持ち回りで書いてもらおーっと｡ 
 
 『クラブニュース編集･発行』  
  発行責任者 ： 渋谷清二 
  広報Team : 福田 川添 高野 プラス白崎 

 
http://www.kanagawa-blindski.com/ 
事務局 白崎 

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

http://www.kanagawa-blindski.com/
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スキークラブニュース 2014 年 6 月号 
 

第30回 クラブ総会開催‼ 
 

 去る５月18日、第３０回の総会が開催され第２９期活動及び会計報告､第３０期活動計画及び予

算案が承認されました｡その内容をお知らせします｡ 

 

２０１４年度総会議事録 

 
５月１８日 日曜日 午後２時開催 

                               議長：衣笠  書記：草郷 
会員数：111名 
出席者：30名 
委任状：30名 
計  ：60名  議長より､過半数に達したため総会の成立を宣言｡ 
 
【第1号議案】 2013年度活動報告 
 事務局より報告： 先に議案書を配布してあるので､細かな説明を省略します｡各自読んで確認し特

に質問・意見がなければ､承認に移ります､よろしいですか？ 
  出席者の拍手多数で承認｡ 
 
【第2号議案､】 2013年度会計報告 
 会計より報告： 議案書に掲載した報告書の数字には間違いがないので説明に入ります｡ 

＊ 通信費・事務費がマイナスの理由は､前年度の切手代など､未処理分が残っていたため赤 
字になった｡その分は預金の40万から補てん済み｡ 

＊ 岩鞍ツアー中止による宿泊キャンセル料の半分は自己負担とし､半分は行事補助費から補 
てん｡ツアー中止に関して､実行委員の方々には大変なお骨折りを頂いたことを報告し､会 
員一同心からお礼を申し上げます｡ 

＊ 交通費のマイナスは役員会の回数が増えたため｡ 
＊ 広報費はプロバイダーの支払い分｡ 
＊ 新会員3名分と2年分まとめ払いなどにより､収入増となるが､会費未納者､退会者もあった 
会計報告について､質疑を問う｡  
 出席者の拍手多数で承認｡ 

会計監査 成田さんから､監査実施について報告｡ 
 

【第3号議案】 会則改定提案 
事務局より説明： 昨年から提案してきた案件で､今回は1年かけて検討した結果を審議願います｡

事前にお渡ししてあるのでご意見を伺いたい｡  
  Q 〈第4条〉入退会の可否は会長が決定する｡となっているが､会長の独断で良いのか？ 
 A   第4条は役員会で検討し会長が承認すると､表記しなおします｡ 
 Q 〈第5条〉回避の納入 誤字ではないか？ 
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 A  会費の間違いです｡お詫びして､訂正いたします｡ 
 Q 〈第6条〉局長とあるが､やくざのような呼び方に聞こえるから､今までどおり事務局長が良いと

思う｡ 
A  役員会の中では都合のいい呼び方ですが､耳から入る言葉としては違和感があるのではないか｡ 
＊ 議長からの提案により､挙手で採決の結果 ｢事務局長｣が多数意見となった｡ 
＊ 副会長より役職の説明があり｢副会長｣は､ブラインド1名・晴眼者1名の2名とする｡ 

｢監事｣は役員の一人として活動し､必要な場合は招集に応じ､役員の活動行為として､会計及び

業務の監査を行うことができるよう､名称を変更した｡ 
＊誤字脱字発見｡ 
〈第10条〉第1項 ―事情が生じた場合は《役員会の承認を受けて》残任期間を‐‐追加文 
〈第11条〉実行委員会の委の字が抜けている｡ 
〈第12条〉開催することができる｡句読点が抜ける｡ 
〈第13条〉〈第16条〉と印刷ミス｡ 

  会計年度の変更は､6月総会から5月に変わった為､会計を閉めてからの期間を短くし､実質に 
あわせるため､5月1日を会計年度始めとした｡ 

〈第14条〉〈第17条〉と印刷ミス 
附則 最後の行：この会則は､平成26年5月19日より改正施行する｡ 
以上誤字脱字が数か所見つかった為､慎重に見直し､後日訂正版の発行することになった｡ 
会則の変更に関しては初めてのことであり､役員の方々の並々ならぬ努力の元､誰もが分かりや

すいものになったのではないだろうか｡ 
会則改定に関して拍手で承認を得る｡＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
【第4号議案】 2014年度活動計画 
 事務局長より報告： まずは活動方針案を参照して頂きたい｡ 
 以下企画担当から説明  

夏期企画  
8月2日(土) 会場：ライトセンター ｢体力を見直そう｣  
講師はクラブ会員であり､金沢スポーツセンター所長の有賀さんが担当｡ 握力､腿裏柔軟 
度､等を計測し､しなやかな筋肉を保つためにはどうするか｡自宅でもできる内容のストレ 
ッチを紹介して頂く｡動きやすい服装でご参加ください｡(終了後､暑気払いの予定) 

秋のイベント  
   10月13日(月・祝)よこはま動物園ズーラシア｡ 楽しく長く歩いて体力作り｡ 
   家族と一緒に楽しめるイベントになっています｡ 
  新会員募集  
   11月8日(土) 説明会の予定｡ 晴眼者と､ブラインド初心者募集します｡ 
  シーズンイン研修会  
   12月7日(日) 会場：ライトセンター  ブルートゥーストランシーバーの誘導体験｡安 
   全に楽しく滑るための話し合い｡ (終了後､忘年会の予定) 
  2014年度スキーツアー  
   1月ツアー詳細未定 
   2月ツアー日程 2015年2月14～16日(土日月)ゲレンデは例年通り､岩鞍ホワイトワールド｡宿

は｢かぶらぎ｣予約済み｡ 
クラブホームページ｢声のきずな｣の運営   
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クラブホームページのURL     http://www.kanagawa-blindski.com 
｢クラブニュース｣ 

年4回発行予定 ネット配信始まる｡ 
体力アップ教室  
 毎月､第二日曜日10時～12時 ライトセンターだよりの墨字版は否掲載になったが､点字 

版には記載されています｡ただし､昨年から晴眼者単独では利用できず､介助としての参加 
になります｡ 

その他  
 JRPSユースツアーへの協力､重複障害者スキーのサポート等は継続｡ 

2014年度予算案 
会計より説明： 通常の年会費の他に､30周年実行委員会活動費を新たに計上した｡ 向う2年間

年会費と同額で2000円の協力依頼をして､別紙予算案の説明に入る｡ 
年度活動予算案から  収入 年会費は80人分を計上｡  支出 通信費・事務費の繰り越し分

が無くなった為､元に戻した｡ 行事補助費をなくした理由―これはあくまで予算であり各行事

に必要な費用は各自の負担が原則｡別途､不測の事態に備えて予備費として計上｡ 用具費は､ゼ

ッケンや無線機など予定外の買い替えに備える｡ 交通費は役員会が増えた為の増額 ｡広報費

はプロバイダー支払い分｡ 
30周年実行委員会活動予算から  主に役員会の交通費として使用｡ 
―予算案に対して質疑応答及び補足― 
○ 30周年記念行事は ①記念ツアー ②懇親会 ③記念誌 を検討している 
○ 福祉バスに関して：今までは8500円だったのが､雪道走行の時､片道15000円UP 
往復30000円・交代運転手分が追加される｡毎回抽選に当たっていたため､今まではこの金額でツ

アーが出来ていた｡万が一外れた場合は､さらなる増額をご承知頂きたい｡ 
質疑応答無し 

   2014年度予算案に対して､出席者の拍手で承認された｡ 
【その他】  

事務局より：新会則は一応承認されたが､訂正箇所が多数有るので十分に見直し再度印刷配 
布します｡ 

 2014年度ツアーの実行委員を募集する｡ それに答えて､太田・射場・串田・小幡・杉・志村 
・矢部 の方々が名乗りを上げ､拍手で承認された｡まずはこの7名で実行委員会を立ち上げ､ 
ツアーに向けて活動して頂くことになった｡ 
西川さんより：３月のＪＲＰＳユースツアーのご協力有難うございました｡ブラインド７名 

参加しました｡ 
30周年事業について副会長から発言 

このクラブが発足したのは､1985年8月18日､29年目に入りました｡今年は準備期間の年｡ 
来年はイベント実行の年｡昨年から具体的に何をするか議論してきた｡ 今までの30年間を 
振り返り､これからは前に向かって進むエポック(新しい時代)としてとらえ､未来に向けた30 
年としての明確なメッセージを送り出さなければならない｡   

30周年記念活動スローガン 
｢この仲間だから・・・｣をコンセプトとしてイメージを膨らませていきたい｡ 
今回ツアー中止に関して行動できたのは､この仲間だからできたことであり､これを繋げたい 
例えば＊この仲間だからツアーを楽しもう｡＊この仲間だからサロンで語り合おう｡＊この仲間

だから記念誌を広げよう｡等､この様にベクトル(エネルギーの方向)を一方向に向けること 
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が大切になる｡ 
30周年記念行事の役員について 

ツアー担当： 串田・高野・渋谷・町田・ツアー実行委員も参加 
サロン担当： 串田・岡・川添・小須田・矢部・志村・八重樫 
記念誌担当： 白崎・高野・小林・藤田(功) 
各担当の責任者はブラインドとする｡できれば､各実行委員長は役員以外のブラインドから選出

したい｡各企画への参加は随時受付中｡  
 会計：福田 

6月21日 役員会の立ち上げ予定｡  キックオフ！！ 
 
 
初代会長：藤田さんからお話を頂く｡ 

失明してから14年間スキーのできない時期があった｡そんな時､｢県視援奉｣(神奈川県視覚障害 
援助赤十字奉仕団)レクレーション部会の｢雪と戯れ雪に遊んでもらう会｣に参加して､越後湯沢( 
湯沢新日本スキー場)のゲレンデに立った時の感動と喜びが､もっと滑りたいという思いを突き動 
かし､自分たちで会を作ってゲレンデに行こう！ と､｢神奈川県視覚障害者スキー協会｣(現かながわ

ブラインドスキークラブ)を立ち上げた｡ 1985年夏､障害者4人で発足する｡手伝いを白崎 
さんに頼み､一緒に滑る人を集める｡横浜の広報に乗せて頂き､林あきさん､小林さん､成田さんな 
どが参加｡その後､朝日新聞に載ったことで､1993年から一気に晴眼者が増える｡それならばと､年2回

のツアーが実現｡丸沼､エコーバレ―､ブランシュ高山､宝台樹などのゲレンデを体験し､ 
今は尾瀬岩鞍が常宿になっている｡その後も朝日新聞に記事を載せていただいたことで､晴眼者が 
増員した｡その為､いつの間にか障害者が遠慮がちになり､それが今でも続いている｡ブラインドの 
ためのスキークラブである以上､ブラインドが先頭に立って会を運営していってほしい｡今､ユー 
スの若い人たちの行動力を感じて､スキーを始めたころのやりたい感がひしひしと伝わってくる｡ 
もっと障害者が中心となって､この会を盛り上げていってほしいと思います｡    
 
〔その他の質疑応答〕 

Q 30周年事業は去年決まっていたのではないか？ 
A 去年から継続して議論した結果の内容である｡ 
Q 賛助会員の団体とはどこの企業か？ 
A 今のところは無い｡皆さんからの情報をお待ちしています｡ 
Q 昨年は行事補助費が10万有り､今年は予算無しで､必要な時､どうなるのか？ 
A 不測の事態に備えて､活動予備費として計上している｡税金も上がり､今まで以上に苦しい 

財政が予測される｡今後も賛助会員を募り､スポンサーを探します｡ 
○ 1月のツアーは24日あたりを予定しています｡どこかいいゲレンデがあったら教えてほし 

い｡ 
○ 2月の岩鞍以外､良いところがあれば紹介してほしい｡2016年からのツアーになるが｡ 
 
議長：他に意見が無ければ総会はこれで終了いたします｡    4時45分終了 
 

なお､総会資料中､会計報告及び予算案が点字に翻訳されないトラブルが発生しました｡お詫びすると

共に次ページに改めて掲載させて頂きます｡ 
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費目 予算 実績 差異 備考
繰越金 ¥87,924 ¥87,924 ¥0

会費 ¥170,000 ¥176,000 ¥6,000

 \2,000 x 73名 =
\146,000-
 \4,000 x   5名 =
\20,000-
\10,000 x  1名 =
\10,000-

雑収入 ¥5,000 ¥12,347 ¥7,347

岩原ﾂｱｰ余剰金
\10,295-
無線機売却
\2,000-
預金利息
\52-

小計 ¥262,924 ¥276,271 ¥13,347
通信費 ¥30,000 ¥53,017 ¥-23,017 2012年度未処理分
事務費 ¥27,924 ¥39,260 ¥-11,336 2012年度未処理分
用具費 ¥40,000 ¥0 ¥40,000

行事補助費 ¥100,000 ¥85,177 ¥14,823

岩鞍ﾂｱｰ宿泊ｷｬﾝｾ
ﾙ料 \69,000-
同振込手数料
\420-
ﾂｱｰ返金振込手数
料　　　\5,242-
岩鞍ﾂｱｰ清算不足
金　　\10,515-

交通費 ¥25,000 ¥86,360 ¥-61,360 役員交代・増員
広報費 ¥40,000 ¥39,060 ¥940 HP管理費用

その他 ¥0 ¥6,590 ¥-6,590

県民ｾﾝﾀｰ会議室ﾚ
ﾝﾀﾙ料 \2,600-
総会飲料代
\3,990-

小計 ¥262,924 ¥309,464 ¥-46,540
¥-33,193

収　入 ¥276,271
支　出 ¥309,464
収　支 ¥-33,193 預　金 ¥338,632
預　金 ¥400,000 現　金 ¥28,175
合　計 ¥366,807 合　計 ¥366,807

２０１３年度会計報告

収入

支出

総合計

 
 

費目 予算 前期実績 差異 費目 予算
繰入金-① ¥66,807 ¥0 ¥66,807 活動補助費-② ¥100,000
年会費 ¥160,000 ¥176,000 ¥-16,000 年会費 ¥160,000
雑収入 ¥0 ¥7,347 ¥-7,347 雑収入 ¥0

小計 ¥226,807 ¥183,347 ¥43,460 小計 ¥260,000
通信費 ¥20,000 ¥53,017 ¥-33,017 交通費 ¥160,000
事務費 ¥15,000 ¥39,260 ¥-24,260 その他 ¥100,000
用具費 ¥40,000 ¥0 ¥40,000 小計 ¥260,000
行事補助費 ¥0 ¥85,177 ¥-85,177
交通費 ¥100,000 ¥86,360 ¥13,640

広報費 ¥41,000 ¥39,060 ¥1,940

その他 ¥10,807 ¥6,590 ¥4,217 ¥366,807
小計 ¥226,807 ¥309,464 ¥-82,657 ¥166,807

¥-39,197 ¥200,000総合計 合計

２０１４年度活動予算案 30周年実行委員会活動予算案

収入 収入

支出

支出

2014年度活動予備費
預金・現金総額

14年度繰入金 (①+②)
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クラブ創設30周年を迎えるにあたって 

『この仲間だから ・ ・ ・ 』 
 
かながわブラインドスキークラブ 会員のみなさま 

第30期クラブ役員会 
会長・30周年記念事業統括 渋谷 清二 

副会長・30周年記念事業担当 串田 直樹 
 
 去る5月18日､第30回総会において2014年度の活動計画ならびに予算が承認されました｡ 
当クラブは8月18日に30歳の誕生日を迎えますが､今年度はクラブ創設30年を祝う事業(三つの 
記念イベント：ツアー・サロン・記念誌)の準備の年､来年度は実施の年と位置付けました｡ 
 振りかえってみると､当クラブ３０年の歴史は､クラブ創設時の崇高な理念とその理念に賛同す 
る多くの仲間の努力と協力の歴史だったと思います｡今後､更に一年一年と歴史を刻んでいくため 
には､過去を振り返るだけではなく､将来に向けた展望も築いていかなければならないと考えます 
 そこで､記念事業のコンセプトに『この仲間だから ・ ・ ・ 』を掲げ､三つのイベントに取り 
組んでいくこととしました｡三つのイベントをとおして､『この仲間だから〇〇〇だったよね！』 
とこれまでの歴史を振り返り､『この仲間だから△△△ができるじゃないか？！』と夢実現の第 
一歩が踏み出せればいいと思っています｡将来､３０周年事業が話題にのぼることがあるでしょう 
｡そのときに｢あの３０周年の頃からクラブは変わったよね！｣と語られるような記念事業を企画した

いと考えております｡一緒に各企画を盛り上げてくださる仲間を募集しています｡我と思わん方はぜ

ひ事務局へご連絡ください｡ 
 

夏期研修会・懇親会のお知らせ 

 
日 時：平成２６年８月２日(土)１３：３０～１６：３０ 
場 所：ライトセンター ２階 第１講習室 
懇親会：よこはまそごう 屋上ビアガーデン(予定) 
開始時間：１７：３０分前後から 
会費：4000円 
 
安全で楽しいスキーをするために夏期研修会は『夏から始めよう スキーの体力づくり』を目指し､

スキーツアーの半年前から各自が､スキーの体力づくりを意識して取り組めるトレーニング方 
法や､無理をしない体力づくりなどの講座を計画しました｡  
講師は､ツアーではいつも元気で厳しい誘導をしてきたクラブ会員で､公益法人 横浜体育協会 
金沢スポーツセンター所長の有賀美由紀さんにお願いしました｡ 
テーマは『スキーシーズンに向けてしなやかな体を目指そう｡簡単ストレッチ』｡ 
前半では体力測定を行い､実施方法の説明､握力､長座体前屈等の測定した結果を解説します｡ 
簡単ストレッチ体操は､椅子に座った状態で出来るストレッチの紹介など､休憩を入れての講習に 
なります｡家の中でもできる体力づくりですから､家族や友人で興味のある方にも声をかけて参加し

て下さい｡また参加される方は動きやすい服装でお願いします｡ 
当日の連絡：企画係 小林 
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【研修会・懇親会 出欠はがきについて】 
☆ブラインドの方は､出欠回答ハガキの切れ目の入った角を左下にして､ 

① 右上の対角線上の角が研修会と懇親会の両方に参加する方｡ 
② 左上が研修会だけに出席する方｡右下が懇親会だけに参加する方｡ 
として１センチ程度斜めに切り取ってください｡ 

 
☆メール版受信の方は 

①研修会､懇親会両方出席 
②研修会のみ参加 
③懇親会のみ参加 
④全て不参加 
いずれかを選び返信してください｡ 
申し込み締め切りは7月２０日です｡ 

 
次回予告：秋のイベントは１０月１３日(月・体育の日)よこはま動物園ズーラシアです｡ 
 

事務局からのお知らせ 

 
クラブニュースは現在､次の４種類メディアで､お送りしています｡ 
①点字版：２０から３０ページ程度の点字と同文の墨字で､募集がある場合は返信ハガキ同封 
②墨字版：Ａ４サイズの４から８ページ両面印刷で､募集がある場合は返信ハガキ同封 
③ＰＣメール版：メール送付の案内とメールの文章に差し込んだ本文とワードで作成した添付フ 

ァイルで､返信ハガキは送ることが出来ませんから､募集に対する返事は参加・ 
不参加の返信メールで 

④携帯メール版：メール送付の案内とメールの文章に差し込んだ本文を送り､返信ハガキは送るこ 
とが出来ませんから､募集に対する返事は参加・不参加の返信メールで 

※メール版は他の送信者にアドレスが表示されない｢ＢＣＣ｣を使って送っています｡ 
そこでこのニュースが確実に皆さんの手元に届くように希望者には当面複数のメディアを希望 
される方には要望に応えていますので必要な方は今回の返信ハガキかメールでご連絡ください 

※今年度の総会時に委任状が集まらず､危うく不成立となるところでした｡ご協力お願いします｡ 
 
なお､改定された会則は９月号でご案内します｡ 
 

会計からのお知らせ 

 
 総会でもお知らせをしましたが､今年度は従来の年会費\2,000/人に加え３０周年記念行事実行委

員会活動費(主に交通費)として更に\2,000/人の徴収を提案し､承認されました｡よって､総会を欠席さ

れた会員の方は\4,000/人の振込をお願い致します｡また､これは総会でお話しし忘れたのですが､従

来は前年度会費が未納の方に２年分の会費納入をお願いしておりましたが､管理の都合上､今年度は

過去の未納分を帳消しとします｡会費の納入は７月３１日までにお願い致します｡振込先は下記

の通りです｡皆さんの会費によって当クラブは運営されています｡どうか期日までに納入をお願いし
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ます｡ 
 
 

 

以前の郵便口座には振込まないようご注意ください！！ 
【編集後記】 

いよいよ３０周年が目前に迫ってきました｡今年度はその準備で忙しくなりそうです｡各企画共実

行委員は決まりましたが､なるべく大勢の力で作り上げていきたいと思っています｡｢できるときにで

きることを｣の精神で構いませんので､ご興味のある方は事務局までご連絡をお願いします｡また､賛

助会員を募集しています｡当クラブの趣旨に賛同し､援助してくださる団体をご存知の方がいらっし

ゃいましたら､これも事務局までご連絡をお願いします｡ 
 
 『クラブニュース編集･発行』  
  発行責任者 ： 渋谷清二 
  広報Team : 福田 川添 高野 プラス白崎 

 
http://www.kanagawa-blindski.com/ 
事務局 白崎 
 

http://www.kanagawa-blindski.com/
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スキークラブニュース 2014 年 9 月号 
 
 狂気にも思えた猛暑も峠を越え､夜になると虫の音が聞こえてくるようになりました｡今年は雨

による災害のニュースが毎日のように流れていましたが､皆さんの周りの方々はご無事でしたでし

ょうか｡被災された方々には心よりお見舞いを申し上げます｡ 
さて､役員会をはじめ各30周年記念行事実行委員会は､着実にその内容の検討を進めています｡今

回は8月に開催された夏期研修会の報告､10月の行事案内と記念行事実行員会の活動内容をご紹介

します｡ 
 

① 夏期研修会の報告 
 
2014 年 8 月 2 日(土)､夏季研修会を開催｡ 
テーマは､安全にスキーをするために｢夏から始めようスキーの体力づくり｣と題して､会員でもある

有賀美由紀さんに講師をお願いし､｢スキーシーズンに向けてしなやかな体を目指そう｡簡単ストレッ

チ｣を行いました｡ 
前半は器材を使って握力と長座位前屈の測定｡測定値に得点を付けて自分の体力を知る｡平均してい

ることが大切とのこと｡ 
その後､肩甲骨を動かすことを意識した上半身の運動､椅子に座って腿裏を伸ばすことを意識した下

半身のストレッチ｡有賀さんの助手として同行してくださった豊島良太さんの指導も受けて下半身の

運動を行いました｡参加者は B8 名､Ｓ14 名の合計 22 名｡講師の指導に真面目に従いながら研修はス

ムーズに進行しました｡ 
その後､岡田屋モアーズへ足早に移動､ビアガーデンで暑気払いを行いました｡ 
参加者 B6 名､Ｓ9 名＋豊島さんの 16 名でした｡ 
そして､今年入会された岡部政志さんが感想を寄稿してくださいました｡ 
 
こんにちは､今年からかながわブラインドスキークラブに入会させていただきました盲導犬と共に参

加しています岡部です｡ 
スキー歴はたった1回だけの超初心者です｡皆様パートナーのアイメイト含めて色々サポートをお願

いする事があると思いますがどうぞよろしくお願いします｡ 
さて今回､8月2日土曜日に行われました『スキーシーズンに向けてしなやかな体を目指そう｡簡単ス

トレッチ』のイベントに参加してきました｡ 
当日は､とても天気の良い真夏日よりのものすごく暑い日でした｡参加された皆様は､ライトセンター

に来るだけで体力アップの効果があったのではないでしょうか｡(笑) 
講師は､金沢スポーツセンター所長の有賀さんと､サポートに入ってくれました豊島さんです｡ 
(お名前間違えていたらごめんなさい) 
初めは､体力測定筋力を見る握力測定と､前屈して柔軟性を見るテスト､腹筋テストをしました｡ 
さすが運動系のクラブだけあって､皆さんのりのりでチャレンジしていました｡ 
いい成績が出るとプチ歓声が上がり納得いかない場合は､もう一度チャレンジ！といった感じでとて

も盛り上がっていました｡ 
特に柔軟性を見る前屈のテストは､かなりの個人差が出て一番盛り上がったのではないでしょうか｡ 
岡部は､40，5ｃｍでした｡もうちょっとあと2～3ｃｍぐらいは気合いでどうにかなったのではないか

と今更ながら考えています｡ 
さらに持久力がないことが今回数値で出ましたので来年又機会があれば今回以上の成績目指して｡が

んばるぞ！などと思いつつ前半が終了しました｡ 
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次に､自宅でも出来る簡単ストレッチを前半に､下半身の筋力アップトレーニングを後半に行いまし

た｡有賀さんからの無理をしない範囲で行いましょうとの説明の後ストレッチと､筋トレ開始｡ 
初めは皆さん順調にストレッチを､行っていましたが､中盤から､筋トレするころになるとイタタ！腰

が腰が！とてもつらそうなうめきがあちらこちらから上がっていました｡岡部も最後の方の臀部の筋

トレの時は､けっこう太ももにプルプルと来ていました｡ 
翌朝起きた時になんだかお尻が痛いなーと思って起きてみると完全に筋肉痛になっていました｡(笑) 
そして4時ごろ最後の筋トレのセットを終了するころには､思っていたよりも筋トレの疲れが出てだ

んだん足の上りがつらい状態になっていました｡ 
周りからもようやく終了の声とともにため息があちらこちらから上がっていました｡ 
僕も含めて皆さんとても良い運動の機会になったのではないでしょうか｡ 
その後は､ビアガーデンで懇親会｡ 
運動後のビールは､おいしかったですよ｡ 
風に吹かれながら今年一番おいしいビールを飲ませて頂きました｡ 
スキーシーズンまではまだまだ時間がありますが今後の活動と共に､来年スキーができる事を今から

楽しみにして日々を過ごしています｡ 
初めにも書きましたが初心者で､アイメイトを連れていますので皆さんの助けを借りることが多いで

すがどうぞ皆さんよろしくお願いします｡ 
これで簡単ではありますが研修会レポートとさせていただきます｡ 
岡部 政志 
 

② 秋のイベント｢楽しく歩いてトレーニング｣のお知らせ 
 
実施日  平成 26 年 10 月 13 日(月・祝) 
開催場所 よこはま動物園ズーラシア 
〇コース 

にれのき広場からアジアの熱帯園､亜寒帯の森を廻り昼食後に動物のマスクを被った奏者による金

管五重奏演奏(ズーラシアンバンド)を聞きながら休憩｡ 
午後はアマゾンの密林からアフリカの熱帯雨林､オカピの丘､ラクダ広場を廻ります｡ 
〇集合時間・場所 
 (Ａ)午前 9 時 30 分 地下鉄・ＪＲ中山駅南口 1 番バス乗場付近 
 (Ｂ)午前 9 時 30 分 相鉄線鶴ヶ峰駅 改札前 
〇解散時間・場所    午後 4 時(予定) 
〇参加費  
 ・ズーラシアまでの交通費は各自の負担です｡ 
 ・入場料金は参加者の人数によって異なります｡ 
 13 日は体育の日です｡スキーを安全に楽しむため体力づくりを始めましょう｡ 
よこはまズーラシアは来春に日本一の動物園になります｡広い園内いる多種多様の動物を見ながら､

約 4 キロを楽しく歩きトレーニングをしましょう｡園内では､動物のショーやふれあいイベントも行

われています｡また､体力不足で疲れた方は園内のバスを利用できます｡一部の場所を除き盲導犬も入

園できます｡家族や友達にも声をかけて参加をしてください｡ 
 
(※)当日の緊急連絡のため､申込葉書に必ず携帯電話の番号を記入してください｡ 
(※)申込葉書の集合場所(Ａ)(Ｂ)のいずれかを〇で囲ってください｡ 
(※)ブラインドで参加される方は､同封の回答葉書に入れた切れ目の対角線の角を切り取って返送し

てください｡参加できない方は角を切り落とさないで返送してください｡ 
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(※)送期日 9 月 30 日(火) 
 
秋のイベントの問い合せは事務局担当まで｡ 
企画担当：小林功弘 
 

③ お待たせしました! 2014 年度スキーツアー計画のお知らせ 
 
14～15 シーズンに向けてツアー実行委員会が始動!  ツアー実行委員会 矢部健三 
7 月 16 日(水)に横浜でツアー実行委員会(愛称ぱらくら)のキックオフミーティングを開催しましたの

で､その席で決まりました事項をご報告いたします｡ 
 
1) 1 月ツアーについて 

日程：1 月 23 日(金)夜発～25 日(日)夜着の 1.5 泊 3 日 
場所：岩原スキー場 
宿泊：ホテルアルパイン 
例年通り新幹線での移動を予定しています｡ 

2) 2 月ツアーについて 
日程：2 月 14 日(土)朝発～16 日(月)夜着の 2 泊 3 日 
場所：ホワイトワールド尾瀬岩鞍 
宿泊：ロッジかぶらぎ 
例年通り貸し切りバスでの移動を予定しています｡ 

 
1 月 2 月とも一人でも多くの皆さんの参加をお待ちしています｡今から予定を開けておいてくだ 
さいね｡よろしくお願いしま～す！ 

3) 30 周年記念ツアーについて 
15～16 シーズンに実施予定ですが､まだほとんど決まっていません｡北海道へ行こう!と盛り上がっ

ていますが､｢ルスツがいいんじゃない?｣｢久しぶりにキロロも行きたいね!｣｢フラノは 20 周年で行っ

たしなあ｣など､まとまる雰囲気はまだ…｡皆さんよい情報がございましたら､矢部までお知らせいた

だけますでしょうか?お待ちしていま～す!! 
 

④ 30周年記念行事実行委員会からのお知らせ & お願い 
【記念誌実行委員会】 報告 高野和男 
第一回目のミーティングを､7 月 6 日ライトセンターにて行いました｡各委員の持っている情報の分析､

空白となっている期間の検討を行いました｡とりあえず､30 年間の流れをみるため､年表を作ること

になりました｡次回以降､この年表を元に､情報の発掘､肉付けを行う予定です｡会員の皆様には､1995
年(Ｈ5)から 2005 年(Ｈ16)頃の情報が不足しています｡クラブニュース､その他のクラブ発行物があり

ましたら､クラブ事務局までご一報をお願いいたします｡当クラブが 30 周年を迎えるに当たり､30 年

間の歩みを電子化し､今後の活動における参考資料となるものをと考えております｡ 
皆様のご協力をお願いいたします｡ 
 
【サロン実行委員会】 報告 岡由美 
  7 月 19 日(土)神奈川県民サポートセンターにて､第１回サロン実行委員会が開かれました｡ 
出席者：実行委員（岡、川添、志村、八重樫、串田、小須田） 他：白崎 
30 周年記念の「サロン」を＂いつ＂＂どこで＂＂どのような内容＂で執り行うかを話し合いました｡ 
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今後調整検討を重ね､変更なども起こるとは思いますが､現時点でのサロンの概略は以下のようにな

りましたのでご報告いたします｡今後準備等で皆さんのお力をお借りしたいことも多々あると思いま

す｡○○なら手伝えるよ｡などありましたら実行委員にお声かけいただけるとありがたいです｡ 
みんなで協力して３０周年に向けて盛り上がって行きたいと思っています｡ 
   【サロン概略】 
 1. 開催日時（案） 
  2015 年 10 月 3 日（土） 午後から 
 2. 内容(案)および場所第一部：他団体との交流 
場所：ライトセンター 
★ブラインドスキーを行う他団体との交流や､意見交換ができたらと考えています｡また､私たちのク

ラブでのスキー誘導法などの紹介もできたらと検討しています｡ 
第二部：懇親会 
場所：二俣川周辺 
★クラブ会員のみなさんと飲食しつつ、昔を振り返りながら楽しく過ごしたいと考えています。 

 

⑤ 会計からのお知らせ 

 
 7月31日までに振込をお願いしていましたが､まだ払い込みそびれていらっしゃる方がいらっしゃ

います｡お手数でも9月30日までにお願いいたします｡今年度は従来の年会費\2,000/人に加え30

周年記念行事実行委員会活動費(主に交通費)として更に\2,000/人の徴収を提案し､承認されました｡

よって､総会を欠席された会員の方は\4,000/人の振込をお願い致します｡また､従来は前年度会費

が未納の方に2年分の会費納入をお願いしておりましたが､管理の都合上､今年度は過去の未納分を帳

消しとします｡振込先は下記の通りです｡皆さんの会費によって当クラブは運営されています｡どうか

期日までに納入をお願いします｡ 
 

以前の郵便口座には振込まないようご注意ください！！ 

 
 
 『クラブニュース編集･発行』  
  発行責任者 ： 渋谷清二 
  広報Team : 福田 川添 高野 プラス白崎 

 
http://www.kanagawa-blindski.com/ 
事務局 白崎 

http://www.kanagawa-blindski.com/
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スキークラブニュース 2014 年 11 月号 
 
 

 今年は､ニュース原稿を書く度に大きな災害を話題にしているような気がします｡どんなに身近

に思える山でも､ひとたび牙をむけば人間はひとたまりもないものですね｡スキー場も雪山｡安全に

楽しく滑ることを忘れずに今シーズンも過ごしましょう｡ 
さて､いよいよ冬本番｡ツアーの計画も具体的になってきました｡30周年記念行事の検討も夫々が佳

境に入って来たようです｡今回は､12月の研修会やスキーツアーそれからJRPSﾕｰｽ部会からのお知

らせもありますので､よく読んでいただき､期限までにお返事をお願いします｡ 
 

① 秋のイベント中止に! 
 
１０月１３日(体育の日)に開催を予定していました､「楽しく歩いてトレーニング・横浜動物園ズー

ラシア」は３２名の参加申し込みが有りましたが､台風１９号の影響で中止になりました｡次回からは

延期も考えた計画を作り募集を行います｡ 
秋のイベントはスキーシーズン前の体力づくりを兼ねて､山登りハイキングを実施してきましたが､

近年はトレイルランニングが盛んになり山道を駆け抜けるランナーに注意をしながらのハイキング

は､ブラインドの誘導にも危険が伴うことから､昨年「二俣川周辺の歴史探索とバーベキュー」､今年

「ズーラシア動物園とズーラシアンバンドによる金管五重奏演奏」など､家族で参加できて長い距離

を歩く「楽しく歩いてトレーニング」を計画してみました｡ 
小学生から参加できる「楽しく歩くイベント」を計画するために､多くの方の情報や意見をもとに調

査を行い計画したいと考えています｡ 
皆さんのお住まいの地域でお薦めの場所､行ってみたい場所､楽しかった場所などの情報を､事務局あ

て提供をお願いします｡ 
 

② シーズンイン研修会と忘年会のおしらせ 
 
日 時：平成２６年１２月７日(日)１３：３０～１６：３０ 
場 所：ライトセンター ２階第１講習室(Ａ・Ｂ) 
忘年会：研修後に忘年会を行います｡ 
会 場：二俣川相鉄ライフ４階 コミュニティーサロン 
会 費：４０００円(予定) 
 
 スキーシーズンが始まります｡皆さんは８月の研修「夏から始めよう スキーの体力づくり」を継続

していますか｡忘れていた方もまだまだ間に合います｡ 
スキーを楽しむためには体力アップは大切です｡思いついた時から徐々に足腰を鍛え始めましょう｡ 
１２月の研修は､「安全に滑るために」をテーマに､パートナー間で用いられているトランシーバーの

操作方法とゲレンデで危険と感じた事例をもとにパートナーの声掛けや､それぞれの役割など様々な

問題を話し合います｡ 
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◎第１部は白崎正彦さんによるスキー誘導方法の一例として､新機種のブルーツウーストランシーバ

ーを使用して､現在パートナー相互の誘導に使われている無線機とブルーツウースとの相違点､ゲレ

ンデでの操作方法など様々な問題を比較しながら解説をします｡ 
体験は３人から４人が同じ周波数のブルーツウーストランシーバーで誘導を行い､１対１の誘導とグ

ループでの誘導の違いについて､感想や問題点を安全対策の資料とします｡ 
 
◎第２部は､ツアー実行委員志村好枝さんの進行で､出席者から出されたスキー滑走中に不安や危険

と感じた事例をもとに､ブラインド､晴眼者､ツアー実行委員の立場で意見交換を行い､滑走中の事故

を未然に防止するための行動､指示の方法などを検討します｡ 
採用された意見は現在使用している「スキーカルテ」をバージョンアップするための資料として用い､

「安全に楽しく滑るために」活用をします｡ 
 
研修当日の連絡先：企画係 小須田 
 
【研修会・忘年会の出欠について(はがき・メール)】 
①    研修会・忘年会の両方出席 
②    研修会のみ出席 
③    忘年会のみ出席 
④    研修会・忘年会ともに欠席 
いずれかを選び返信してください｡申し込み締め切りは１１月２５日です｡ 
 
 
 
 

③ 2014 年度スキーツアーのお知らせ 
 
ツアー実行委員会 矢部健三 
 
今年度も 1 月に岩原､2 月に岩鞍と 2 回のツアーを実施いたします｡詳細は最終ページをご参照くださ

い｡今年は参加申し込みを 1 月 2 月の両ツアー一括で行います｡昨年までと手続きが若干異なります

ので､十分ご注意ください｡一人でも多くの方のご参加をお待ちしています｡ 
 
 
 
 
 
 

④ 30周年記念行事実行委員会からのお知らせとお願い 
 
【サロン実行委員会】 報告 町田由美/串田直樹 
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 サロン実行委員会は町田由美・川添由紀の二人の委員長のもと､これまで 3 回の実行委員会(6/21､

9/6､10/26)を開催しました｡その中で決定された事項について報告します｡ 
 まず､サロン開催の目的ですが､ 記念事業のコンセプト『この仲間だから・・・』に基づいて､二

つのイベントを企画しました｡一つ目は“これまでの 30 年を振り返って会員の皆さんと「想い出を

語る場」を作ること”､二つ目は“今後､更に歴史を刻んでいくための「契機の場」を作ること”とし､

以下の日程で 30 周年記念事業『サロン』を開催することとしました｡ 
 
〇 開催日時(案) 
 2015 年 10 月 3 日(土) 午後から 
〇 内容(案)／場所 
 ＜第一部＞ 他団体との交流／ライトセンター 
  ブラインドスキーを企画・実施されている他団体の方をお呼びして､交流・意見交換をしたいと 

思います｡それぞれの団体の活動の相互理解を図るとともに､抱える問題・課題を共有して､今 
後に活かしたいと考えています｡ 

 ＜第二部＞ 懇親会／二俣川周辺 
  これまでの「かながわブラインドスキークラブ」の活動を写真・映像などで振り返りながら楽し 

いひと時を過ごしたいと思っています｡ 
 
  現在､他団体の候補が幾つか上がり､代表者に連絡をとり､こちらの趣旨を説明させていただいてい

るところです｡今後は､日程調整をしつつ関係者とお会いして活動状況などのお話を聞かせていただ

く機会を設けていきたいと考えています｡また､そのなかで､私たちのクラブの誘導法の紹介もできた

らと考えています｡まだまだ動き出したばかりではありますが､少しずつ前に進んでいます｡引き続き､

皆さんのご協力をお待ちしています｡ 
 
【記念誌実行委員会】 報告 高野和夫 

３０周年テーマ『この仲間だから』に合わせ記念誌担当の委員会は９月末の打合せで､ 
① 関連する保存データを「声のきずな３０年」と題して整理し年表に基づいて「文書資料」「映 

像資料」「実物」等にまとめる｡ 
② １９９５年から２００２年の掛けての資料が極端に不足しているため､協力を求める｡ 

 などの検討を行いました｡ 
 そこで､皆さんにお願いです｡クラブ発足から現在までの､ 

①個人で撮影した写真やビデオ等 
②１９９５年から２００５年頃までのスキーツアー(クラブ主催以外も含む)や行事・研修会等の参 

加者名簿 
③１９９５年から２００３年までのクラブニュース 
以上をお持ちの方は事務局までご郵送頂けますでしょうか｡ 

※所有者名・撮影年・返却の有無等のメモを記入又は同封願います 
(申し訳ありませんが郵送費はご負担お願いします｡ただし返却時の送料はクラブで負担いたします) 
 
【記念ツアー実行委員会】 報告 矢部健三 
9 月 26 日(金)に横浜でツアー実行委員会を開催し､30 周年記念ツアーについても検討いたしましたの

で､その席で決まりました事項をご報告いたします｡ 
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日程：2016 年 2 月末～3 月初め 
場所：キロロリゾート 
宿泊：ホテルマウンテン 
交通：飛行機＆バス 
 
詳細については今後検討を継続していきます｡あくまで予定ですので､今後の検討によっては開催時

期や場所を変更する場合もありますので､予めご了承ください｡随時クラブニュースでお知らせしま

すので､こうご期待! 
 

⑤ JRPSﾕｰｽ部会ｽｷｰﾂｱｰ参加協力のお願い 

 
クラブ晴眼の方々へ 
 ※本案内は晴眼の方々を対象とします｡ 
いつもお世話になります｡ 
JRPS ユース部会員の愛知県の竹内和沙です｡ 
今年の 3 月に行われました JRPS ユースのスキーツアーでは､たくさんののご協力をいただきありが

とうございました｡ 
スキー初心者の私でもスキーの楽しさを知ることができ､とても充実したツアーを過ごせました｡今

回ユーススキーツアーの実行委員をユース部会員の荻野と努めさせていただきますので､至らない点

もありますが､よろしくお願いいたします｡ 
さて､2015 年 1 月末に開催致します JRPS ユース部会のスキーツアーへのご協力をお願いしたくご案

内致します｡ 
ユース参加者からは大変好評であり､再度参加したいとの声もあったため､今年度も当クラブ晴眼の

方々にご尽力・ご協力いただき開催したいと思います｡ 
以下ツアー概要になりますので､ぜひご検討いただき奮ってのご参加をお願いいたします｡ 
 
【2014 年度ユーススキーツアー概要】 
  ■日程： 2015 年 1 月 31 日(土)､2 月 1 日(日) 
  ■行先： 岩原スキー場 
  ■宿泊先： ホテルアルパイン 
  ■交通手段： 往復新幹線(土曜朝東京発､日曜 20 時頃東京着) 
  ■参加人数： 晴眼 20 名､ユース 10 名目標の合計 30 名のツアー 
  ■参加費： 25000 円前後 
【参加申し込み】 
以下の応募先(メールまたは電話)に応募フォームの内容をご連絡くださいますようお願いいたしま

す｡ 
また､不明点､お問い合わせ等ございましたら以下の連絡先までお願いいたします｡ 
 ※参加応募は､メール､お電話で受け付けております｡ 
 ※参加希望をいただいた方々へ､個別で詳細をご案内いたします｡ 
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 ＜応募先＞ 
      ユースツアー実行委員竹内和沙 
 ＜応募フォーム＞ 
    ※保険加入のため､項目数が多いこと予めご了承ください｡ 
   ・氏名 
   ・電話番号/携帯番号 
   ・住所 
   ・生年月日 
   ・ツアー中の(留守宅)連絡者氏名/電話番号 
   ・本人との続柄 
   ・レンタルスキーを希望する・しない 
   ・レンタルする場合はブーツは足のサイズ(cm)､板は身長(cm) 
 ＜応募締切＞ 
   2014 年 11 月 30 日 
たくさんのご参加をお待ちしております｡ 
 

⑥ 視援奉カヌーキャンプに参加して 

 
 草郷世津子 
当日待ち合わせ場所の新松田は､小田原からも町田からも近く､駅から1時間足らずで到着した丹沢湖

がとても身近な存在に感じました｡ 
幸運にも梅雨の合間の晴れが味方して2日間ともたっぷり漕ぐことができたのは､〈参加者パワー〉と

〈日ごろの行いの良さ〉のお陰でしょうか｡ 
初めての参加で､一番印象に残ったのは､食事メニューの豊富さと美味しさでした｡ 
今までの中で最高のキャンプディナーを頂き､大食いを未だに引きずっている気がします｡それだけ

食事担当の方の負担が大きかったと思います｡本当にご苦労様でした「｡カヌーキャンプ」ということ

で､食事半分カヌー半分のエネルギー配分だったのですね｡ 
学生さん達の意識も高く､積極的に行動している姿はすてきでした｡せっかくいろんな世代の方が集

まったので､簡単なミーティングの時間が有っても良かったのではと思いましたが､ただ単に楽しむ

だけなら､堅苦しいことは抜いても良いのかもしれませんね｡ 
カヌーに関して､初日はフリーすぎて何をしたら良いかわからず､近くにいる方について誘導してい

ましたが､何事もなく無事終わってホッとしました｡今まで､こんな感じで､のんびりやってこれたの

は､皆さんのセンスの良さに救われたのでしょうか｡夜の懇親会の席で「今のままでは危険すぎるから

パートナーをつけるべき！」という意見が出て､班編成ができ､2日目の水上に出たアメンボたちは､

スーイ・ス－イ！！ ブラインドさん達に目が届き､見ていても安心できました｡たとえパートナーさ

んが初心者でも､声をかける人がいるということは､安心・安全につながると 
思います｡艇の数が足りなくても､とりあえずは､リーダー・サブリーダーを決め､どちらかが水上にい

るようにして､人が足りなければサブはパートナーと兼ねても良いと思います｡グループでの行動は､

目も行き届き､小回りがきき､判断も迅速にできるため､お勧めです｡リーダーは自覚を持って班をま

とめることになりますが､リーダーに協力することも､参加している自覚を促し､お互いの動きをサポ

ートしあえるのではないでしょうか｡もし､今年が一歩なら､来年は2歩目で､誘導の仕方を検討してみ

てはいかがでしょうか｡経験者が増えれば､楽しみもさらに増えるかもしれませんね｡  
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今回､企画実行して頂いた方々には大変お世話になりました｡来年もまた参加したいです｡      

                                              

⑦ ｽｷｰﾂｱｰのごあんない 

 
201４年度スキーツアー企画 

２０１５年１月・２月のスキーツアーご案内！ 
 

立冬の候､クラブ員の皆様におかれましては､ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます｡ 
さて､今年も昨年に引き続き､クラブ員の皆様のあついご要望とご支援を背景にシーズン中に２回の

スキーツアーを実施する運びとなりました！例年通り､１月の岩原ツアー(新
潟)と､２月の岩鞍ツアー(群馬)を実行委員会で企画いたしました｡ 
どちらのツアーも良い思い出になるよう､思いっきり滑って楽しみましょう

！ぜひふるってご応募ください｡ 
参加ご希望の方は､本紙と同封の「返信用ハガキ」にて､２回のツアーとも

１１月2２日(土)必着でお申し込みください｡ 
なお､ツアーに参加希望の方は､同封いたしました返信用ハガキの以下のような項目に洩れなくご記

入ください｡ 保険加入のための必須事項が含まれておりますので､お手間をとらせて恐縮ですが､

よろしくお願いします｡ 

住所・氏名・電話番号・携帯番号・生年月日･ブラインドの方のみ：障害者手帳第1種､または第2種

・ツアー中の(留守宅)連絡者・本人との続柄・その方の電話番号・レンタルスキーを希望する・しな

い､する場合は､ブーツは足のサイズ(cm)・板は身長(cm) 実行委員が取り纏めて､事前に宿へ連絡

します｡ 
※予約など手続き上の都合もございますので､不参加の方もハガキで必ずお返事ください｡ 

 
【申し込み方法】 

晴眼者の方へ：「参加・不参加・保留」のいずれかに○印をつけて投函してください｡ 
なお､保留の場合は参加､不参加の決定時期をご記入ください｡ 

ブラインドの方へ：あらかじめハガキの左上の角を1cmほど切り落としてあります｡ 
１． 両スキーツアーに参加希望の方・・・・右下の角を１㎝切り落として投函ください｡ 
２． 岩原スキーツアーのみに参加希望の方・・・左下の角と右下の角を１㎝切り落として投函

ください｡ 
３． 岩鞍スキーツアーのみに参加希望の方・・・右上の角と右下の角を１㎝切り落として投函

ください｡ 
４． 保留の方・・・残り３カ所の角を１㎝切り落として､ハガキに参加､不参加の決定時期を記

入して投函ください｡ 
５． 不参加の方・・・ハガキをそのまま投函ください｡ 

 
☆問合せ先 

【１月岩原スキーツアー担当】 
矢部 健三  
射場 眞行  

 



7 
 

【２月岩鞍スキーツアー担当】 
杉 夏彦     
小幡 次男  

   
【１月・２月共通の実行委員】 

太田 充咲 ・ 串田 直樹 ・ 志村 好枝   
高野 和男 ・ 豊田 澄子 ・ 福原 亮彦 

 
 

【2015年１月の岩原スキーツアー概要】                 

                        
☆日程       201５年１月２３日(金)夜出発～２５日(日)夜解散 
☆行先       岩原スキー場 
☆宿泊先 岩原スキー場  ホテル アルパイン          
 住所：〒949-6103新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽７３１－１ 
 TEL： 025-787-3055   FAX： 025-787-3482  
 URL： http://www.yuzawa-alpine.com/ 
☆交通手段 往路､復路ともに新幹線利用(東京駅集合/解散) 
☆定員   25名 

(原則として先着順ですが､ブラインドの応募が多い時は抽選にな

る場合があります) 
☆参加費    \３０,０００円前後 

交通費､宿泊費､2４日・2５日朝食､2４日夕食､リフト券2日分､保険

料､雑費) 
※ツアー当日､55歳以上の晴眼の方は年齢を証明するもの(免許証､保険証､パスポート等)を必ず 

ご持参下さい｡ 
「マスター55歳以上」 割引(二日券で2000円の節約)を利用するためです｡ 

【2015年2月の岩鞍スキーツアー概要】  
☆日程      201５年2月1４日(土)朝出発～1６日(月)夜解散 
☆行先      ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場 
☆宿泊先    ロッジ かぶらぎ 

住所：〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出2609-201 
TEL:  0278-58-7788    FAX: 0278-58-7194 
URL： http://www.ozeiwakura.com/kaburagi/ 

☆交通手段 横浜市福祉バス(予定) 
☆定員   35～40名程度  

(原則として先着順ですが､ブラインドの応募が多い時は抽選になる場合があります) 
☆参加費     \２６,０００円前後 

(交通費､宿泊費､２朝食､２昼食､２夕食､リフト券３日分､保険料､懇親会経費､雑費) 
 

【１月・２月ツアー共通の ツアーコンセプト】  
“心も身体もまずコントロール～みんな大人なんだから～” 

・心のコントロール  ： はやる気持ちを少し抑え､スピード抑えてコントロール！ 
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・身体のコントロール： 歳と体力を認識し､安全技術でコントロール！ 
・追伸コントロール  ： 健康第一､飲み過ぎ､吸い過ぎコントロール！ 
(スピードは控え目に抑え､自己のスキー技術がアップすることを楽しみとしましょう！) 
 

 【１月・２月ツアー共通の注意点】 

・リフト券は当日身障者割引券と普通券を組み合わせて購入しますので､ブラインド参加者の 

方は､必ず障害者手帳をご持参ください｡ 
・お申し込み後のキャンセルについては､キャンセル料が発生いたしますので､予めご了承の 
 うえ､速やかにお申し出くださいますようお願いいたします｡ 
・キャンセル料については個別にご連絡いたします｡ 
・参加者には後日､詳細な日程等を送付いたします｡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 『クラブニュース編集･発行』  
  発行責任者 ： 渋谷清二 
  広報Team : 福田 川添 高野 プラス白崎 

 
http://www.kanagawa-blindski.com/ 
事務局 白崎 
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スキークラブニュース 2015 年 4 月号 
 

 桜満開の便りはスキーシーズンの幕引きでもありますね｡みなさんはどれだけ滑りましたか｡ 
さて､我がクラブは計画通り2回を無事に開催し､いよいよ設立30周年の記念年度に突入します｡今

号は､スキーツアーの報告､2015年度総会､新企画や30周年記念行事の進捗状況等のお知らせと盛

り沢山です｡各行事の出欠はがきも同封されていますので､期限までにご回答をお願いします｡ 
なお､今回は初参加の皆さんからたくさんの原稿を頂きました｡ありがとうございます｡どれも力作

ぞろいで読み応え十分です｡ただ､スペースの都合上､改行部分を一部詰めざるを得なくなってしま

しました｡ごめんなさい！ 
 

① 今年は無事に2回開催できました! 

スキーツアー報告! 
 
2014 年度岩原スキーツアー報告 実行委員長 矢部健三 

 去る 1 月 23 日(金)～25 日(日)に､新潟県南魚沼郡湯沢町の岩原スキー場へのツアーを実施しました｡

参加者は､ブラインド 9 名､パートナー16 名､キッズ 1 名の計 26 名｡昨年同様､東京駅発着の新幹線で

移動｡宿はホテルアルパインでした｡ 
 24 日(土)は天候に恵まれ､ABCD の 4 班に分かれてスキー｡皆さん気持ちよくシュプールを描いて

いました｡研修班の 4 名もお昼前には各班に合流してパートナーを初体験！夜も自由参加の懇親会で

大いに盛り上がりました｡25 日(日)は､朝のうちガスって視界不良｡ゲレンデに出られるかどうかやき

もきしましたが､参加者全員の行いの良さから､15 分遅れのスタートで問題なく滑り出せました｡こ

の日は ABCDE の 5 班に分かれ､ガンガン滑る体育会系の班もあれば､適宜休憩を挟んで甘いものを

楽しむ班､お昼で早々に上がる班などそれぞれのペースでスキーを満喫｡怪我人もなく､無事にツアー

を終えることができました｡パートナーの皆さん､ありがとうございました｡そして､今回初めて参加

してくださった市川さん､石渡さん､對馬さん､これからもどうぞよろしくお願いします!! 
 

2014 年度岩鞍スキーツアー報告 実行委員 高野和男 

 昨年､首都圏の大雪により中止となりました岩鞍ツアーが､2015 年 2 月 14 日(土)から 16 日(月)に､

宿泊を｢ロッジ かぶらぎ｣として開催されました｡参加者はブラインド 12 名､晴眼者 25 名の計 37 名

により､午前 8 時に出発となりましたが､今回､残念ながら往路の横浜市福祉バスの抽選に漏れ､民間

の貸し切りバスとなってしまいました｡スキー場は 1 日目と 2 日目が雪混じりの天気でしたが､最終

日は雲一つない青空でのスキーとなり､新雪の滑りと爽快感を満喫しました｡2 日目の懇親会では､担

当者が用意したゲームのごく一部しかできないほどの盛り上がりで､笑いが止まらないほどの大盛況

でした｡最終日は､大きなケガも事故もなく予定より早めの横浜到着となりました｡今回､横浜市の福

祉バス抽選に片道が漏れてしまい､参加費のアップとなりましたが､スキーツアーには､不確定要素

(福祉バス使用料の変更・宿泊費・リフト券)があり､今後とも会員の皆様のご理解とご協力をお願い

し､岩鞍スキーツアー報告といたします｡ 
 



それぞれのツアーへ初参加の方々に感想の原稿をお願いしました｡みなさん､素敵な感想文をありが

とうございました｡皆さんが感じてくださったことは､このクラブが一番伝えたかったことばかりで､

今後の活動に自信がつきます｡ 
 
岡部＆オーエンの､岩原＆岩鞍スキーツアーの感想です   岡部政志(ブラインド) 

 
 皆様今晩は｡新人会員の岡部と､盲導犬のオーエンです｡今回ようやくかながわブラインドスキーク

ラブのスキーツアーに参加する事が出来ました｡白崎さんと連絡を取り合ってから早 1 年と少し､い

やーー期待以上のすばらしいツアーでした｡ 
 今回僕は､スキー歴ほぼ 0 の状態での参加でした｡正直言って岩原の 1 日目は全くお話にならない､

歩けない｡止まれない｡曲がれない｡のどうにもこうにもならないほどに自分でも悲しくなるほどの情

けない 1 日でした｡指導してくれた小幡さんも困り果てていたのではないでしょうか｡笑い｡見えてい

ない状態で斜面の雪の上で､スピードと､動きがコントロールできない事がどれだけ怖いのかを思い

知りました｡この恐怖感とまともに立ち向かってコントロールするのはなかなか大変な作業でした｡

二日目､ようやく､少し気持ちを立て直せて､最後の 1 本は､お､行けるかもと少し手ごたえを感じるこ

とができました｡そして 2 月の岩鞍ツアー｡人間､回数こなせばだんだん慣れてくる｡岩原ツアーで教

えて頂いた事が､ようやく体に落とし込んで､理解し始めたようでした｡急な斜面以外は､だいぶコン

トロールができるようになって 
(おー！俺って急に進歩したかも♪すごいじゃん｡) 
などと思えるぐらい楽しみながら滑る事が出来ました｡岩原の 1 日目が 0％だとしたら､岩鞍の最終日

は､60％ぐらいうまくなった気がします｡まだまだうまくなる気がするので自己採点は少し低め､残

り 40％分は来年以降のレベルアップ分｡笑い｡ 
 こうなると来年はさらにうまく滑りたいと欲が出てきます｡自分の思った通りに気持ち良くスピー

ドをコントロールして滑ってみたいです｡さらに今回のスキーツアーを通して､自分が普段少し緊張

しすぎている事ともっと積極的になった方がいいのではないかと感じました｡なぜならば､スキーを､

滑っているとき､うまく滑れているときは､体がリラックスしていて､気持ちも前に向かっているとき

だからです｡そんな事も再認識できてしまいました｡ 
 感想が自分のスキーの事ばかりになってしまいましたがすみません｡今回は､自分の事でいっぱい

いっぱいでした｡今になって思い返してみると､スキー初心者の僕と､盲導犬のオーエンに､とても皆

さん親切に対応して頂いていたことが大変ありがたく思います｡また実行委員の方々がツアーを､取

り仕切って､楽しいツアーにしてくれた事を､大変ありがたく思います｡岡部アンドオーエンは､ちょ

っと､全体の動きに遅れがちだったので次回は､今回の反省を生かしてもう少し早めの行動を心がけ

ますね｡又今回驚いたのは､晴眼者の皆さんのスキーに対してのサポートです｡視覚障害者を､安全に

滑らせるためのスキー中の指示に始まり､スキー後のカルテ記載､ミーティングただただ頭が下がる

思いです｡この晴眼者の皆さんの心のこもったサポートこそかながわブラインドスキークラブの大き

な財産ではないかと思いました｡ 
 今回大変お世話になりました｡また来年もスキーツアーどうぞよろしくお願いします｡僕の担当に

なった方は､とっても大変な思いをすると思いますが｡笑い｡以上､スキーツアーの感想でした｡ 
ＰＳ：来年は､マイブーツを用意して足回りを固めてさらなる高みへ｡スキー板は､どうしようかな？

考え中｡ 
 僕の事もよろしくだワン！来年は､夜の飲み会にご主人を連れていくかもだワン｡(オーエン) 
 
 



岩原スキーツアーに参加して  市川健太(パートナー) 
 私は今回､ボランティアではなくパートナーと呼ばれ､｢一緒に滑れて楽しかったよ！｣という言葉

をもらってとても感動しました｡確かに最初は親切心から参加を決意しましたが､実際に滑っている

時はブラインドスキーヤーに自分を投影して､本当に一緒になって滑っていたのです｡私の言葉一つ

で､気持ちよく滑ることも､下手をすると事故に遭ってしまうこともある中で､私を信じて滑ってくれ

たブラインドスキーヤーはまさに対等なパートナーです｡私も一緒に滑れて楽しかった！ 
 スキー経験はそれなりにあり､今思えばブラインドスキーヤーを見たこともありましたが､一緒に

滑るのは初めてでした｡会社の知り合いの実行委員から､｢あなたが参加すれば､ブラインドスキーヤ

ーが 1 名多く参加できる！｣と声をかけられ､１ヵ月前に参加を決めました｡周囲にブラインドがいな

かった私は､祖母と伯父がブラインドだった妻から初歩的なレクチャーを受けただけで事前情報も無

く､内心ドキドキしながら東京駅で合流し､新幹線のドアで早く乗り込もうと強引に鼻先を突っ込ん

できたアイメイト(盲導犬)のオーエン君を見て｢今回は盲導犬を連れた参加者もいるのか！｣と驚く

ありさまでした｡岩原スキー場は初めて滑るスキー場でしたが､仮に指示を失敗しても挽回できそう

な幅広バーンだったため､リフト上から簡単に観察しただけで片斜面などの斜度変化を詳細に把握せ

ず､後でガイドに苦労することもありました｡ガイド初心者 4 名は最初に研修を受け､研修生同士で片

方が目をつぶり､もう片方がガイドをする訓練などを繰り返しましたが､目からの情報が無いと前方

の様子や自分の滑走速度がこんなにも分からず不安になるのかと改めて認識し､ガイドの責任の重大

さを感じました｡私はこの研修が始まる前､｢ガイドなど簡単にできるだろう｣という楽観的な考えを

していましたが､それをここで捨て去り､ブラインド､晴眼､みなさんの指導を謙虚に受け入れ､自分の

特徴である声の大きさを活かそうと決意して､いよいよ実際にブラインドの方と一緒に滑り始めたの

でした｡初日の豊田さんと 2 日目の臼田さん､お二人にそれぞれお話しを伺うと､技量だけでなく､ス

キーに対する考え方も異なっていて､意向をどうやって反映すべきかとても悩みました｡そこで｢気持

ちよく滑りたい｣という共通した言葉を拡大解釈して､｢安全が確保できたらスピードアップ！｣を貫

きました｡リーダーはハラハラしっぱなしだったようですが､お二人とも風を切って滑る感覚を喜ん

でくれ､結果的には良かったと思っています｡今回のスキーでは､コースの状況を確認し､斜面の変化

や混雑度､目標地点までのコースを描くことなど､普段は無意識で処理していて時に怠惰になりがち

な転瞬の判断を言葉にして伝えるため､まさに五感を研ぎ澄ませて臨みました｡こんなに周囲に注意

しながらゲレンデを滑ったのは子供の頃以来かもしれません｡｢右｣｢左｣｢止まれ｣だけでなく､とにか

くガイドが途切れないように大声を出していたこともあり､1 本 1 本がとても充実していました｡この

ところスキーへの思いが煮詰まっていて､惰性で滑っていた自分の心に大きな風穴があいた気分です｡

みんなと一緒に滑れて､新しい世界が広がりました！本当にありがとうございます｡そして､これから

もどうぞよろしくお願いします｡ 
 
2 月の岩鞍ツアーに参加して  小平幸絵(ブラインド) 

 今年､このクラブに入会し､初めてスキーツアーに参加しました｡私は高校生の頃から友人や家族と

年に 2 から 3 回のペースでスキーへ行っていました｡ゲレンデのヒンヤリしたピンと張った空気感が

好きで､その中をスピードを出して滑るのが大好きでした｡ 
 社会人になって､前より見えにくくなってきて､前の人を追っかけて滑るものの､シュプールが違う

のか？？コースアウトして､少し低くなっているところに落ちたり､リフトの乗り降りがプレッシャ

ーになったり ｢みんなに迷惑かけちゃいけないなー｣なんて､なんとなく気が重くなってきて､いつ

の間にか楽しめなくなってきました｡そしてスキーから離れていきました｡10 年も！今回､ツアーに

参加し､昔私が行っていたように､前にサポートの方に滑ってもらい更に後ろからも声をかけていた

だくという方法で滑らせていただきました｡｢なんと贅沢｡人手ばかり取り申し訳ないなー｣と思いつ



つ｡始めは 10 年のブランクと､初めてのカービング板 (昔は､板は長くて細くて今とは全然違うもの

でした・・・)に戸惑いましたが､前を滑ってくださる方も後ろをついてくださる方もそれぞれ適切な

指示を出してくださるので安心してどんどん調子に乗って滑ってしまいました｡｢おー｡滑れるじゃ

ん｣と自分でもちょっと満足｡ｖ(・・)ｖ 
 こんな風にまた滑り出した私のスキー時間｡カルテにどんな風に滑りたいかとか､自分の滑りで直

したいところがあるか等を記載する時､自分の悪い癖や､へんなフォームを直すということに頭が回

っていなかったことに気づきました｡いつも､誰かについていくことに精一杯だったんですね｡きっと

余裕もなかったんだと思います｡よく考えたらこんなに安心してスキーするのは初めてでした｡2 日

目は､左足に比べ右足が浅くしか曲げられない癖を修正すべく､前走者､後走者さんにご協力いただき

徹底的に調整！！ずいぶん､まともになったように思えました｡前後ろからの声にすごーく励まされ

ました｡3 日目は､天気もばっちり｡もうすっかり雪に鳴れ､1 本 1 本､のびのび滑りました｡最後なんて､

何とも名残惜しい感じでした｡ツアーを通して､自分の事ばかり考えて思いっきり楽しんですごさせ

ていただきましたが､こんなに快適に過ごせたのは準備してくださった実行委員の皆さんと､参加し

ていただいたサポートの皆さんのおかげと本当に感謝しています｡ありがとうございました｡ 
私の､スキー熱は復活し､来年まで続きそうです｡また来シーズンツアーに参加させていただこうと思

います｡今後とも､よろしくお願いします｡ 
 
あらたな生きがいを見つけました  石渡  素子(パートナー) 

 今年､初めて､かながわブラインドスキークラブのスキーツアーに参加し､ガイドをしました｡目の

不自由な方のスキーの誘導を､トランシーバーなどを使用し､方向を指示するスキーです｡場所は新潟

県の岩原スキー場｡自身初めてのスキー場なので､先ずはゲレンデを把握しなくてはと思いました｡で

も､間違えて志村さんに呼び戻されることも＾＾； 
 午前中は志村さんにガイド初心者 4 名が研修を受けました｡フリー滑走でどれだけ滑れるか｡また､

研修生同士で､2：2 になって､片方が目をつぶり､片方がガイドをするというのを何度かやりました｡

簡単かと思いきや､目をつぶった私が船酔い状態に｡普通に滑っているつもりが､登っていたり｡こん

なにも感覚がわからなくなるのだと､初めて認識しました｡そこから､私に務まるかどうか､不安でし

た｡最初は､川添由紀ちゃんのガイドを後方からしました｡ブルートゥースやシーバーを使用しました｡

最初から､お互い疎通がうまくいき､ゆきちゃんからも､『とても初めてとは思えないほど上手なガイ

ドですよ』と言ってもらえました｡そして､1 日の滑走が終わり宿の前に来たときは､ゆきちゃんを怪

我なく 1 日宿へお送りすることができて､ホッとして泣きそうでした｡そして､安心して初日と同じ状

態で二日目に入り､藤田功三さんをガイドしました｡ガイドの仕方は十人十色なのに､私は､前日のう

まくいったことのままやろうとしたのが､藤田さんにたくさん転ばせてしまったり､軽い衝突を起こ

してしまったりと､大変なご迷惑をかけることに｡それでも､藤田さんは怒らず､優しく私の研修にお

付き合いくださり滑ってくださいました｡カルテを拝見していたにもかかわらず､私が雪上で実行出

来なかったことに､自分で歯がゆくなりました｡それでも､藤田さんが､私に無言にならないように､何

か声をかけて欲しいと言ってくださったお陰で､｢今､いい感じですよー｣などと言いながら二人で滑

りだすと､不思議､だんだんと､私も緊張感が溶けて､藤田さんも滑りやすくなったとおっしゃってく

ださいました｡初心者の私に皆さんが優しく教えてくださったことで､人生で初めての経験はとても

輝かしいものとなりました｡実は､このツアーにくる前日までの 1 週間､スキーヤーの知り合いと､考

えたことのない様な小さな考えの相違で､相手から毎日責められ､私はスキーが嫌いにもなりかけて

いました｡そんな中で参加した今回のツアー｡来て､本当に良かったです｡ 
 おかげさまで､私の新たな人生が始まったような気がします｡これも､皆さまのおかげです｡本当に

ありがとうございました！次回も頑張りたいと思います｡これから､どうぞ宜しくお願いいたします｡ 



 
ブラインドスキー岩鞍ツアーの初参加感想  冨岡恵知子 

｢スキー滑りたい｣との思いで､軽く申し込んだ今回のツアー｡先輩方の手慣れた行動には敬服すると

共に､自身の未熟さを痛感させられた 3 日間となりました｡行動が先行しなければ事故に繋がってし

まう事は､理解していてもなかなか対応できないもどかしさがありました｡機会があれば､また､この

貴重な体験を生かし､もう少しお役に立てるようにしたいと思います｡皆様にははじめてにもかかわ

らず温かく受け入れて頂き､感謝しております｡ありがとうございました｡ 
 
冨岡章二 

15 年ぶりに尾瀬岩鞍ゲレンデスキーしました｡国体が開催されるゲレンデですのでダンヒルも起伏

があり素晴らしいコースでした｡3 日目の晴天が 2 日目だったら最高のスキーツアーでした｡                                                                                                         

ブラインドの方と始めて前走で中回りのカービング滑りをミルキーウェイでしました｡他のボーダー

/スキーヤーとの接触のないコース取りを最優先し､ブラインドの方が遅れることなくスキー板にリ

ラックスして乗り､滑られたので少しお手伝い出来たかなと思っています｡                                

夕食後､部屋に戻ると生ビールの酔いで寝てしまい､夜の懇親会に参加しませんでした｡申し訳ありま

せん｡                                            
  
ブラインドスキーツアーに初参加して  對馬一倫(パートナー) 

 この度初めて､岩原で行われたスキーツアーに参加しました｡ 
スキーは､大好きで札幌に住んでいた頃､スキークラブに所属して指導員を目指していました｡ 
しかし､仕事の関係で内地(？)に戻って､スキーに行くのが､年に 1､2 回程度になり､さらにこの 14 年

間､全くスキーを履いたことがありませんでした｡ 
 そんな私が､今回､ブラインドスキーという機会を通して､再び雪上に立つことができました｡ 
 ツアーに参加するまでは､特別支援教育や障害者スポーツに関わっていることが多いので､ブライ

ンドスキーのことも案外簡単に考えていました｡ 
 でも､それは甘い考えだったと､初日の研修を受けて知りました｡ゲレンデの状況の説明､斜面の様

子､周囲のスキーヤーやボーダーの位置や滑りまでを把握しながら､ブラインドスキーヤーに､次の方

向やターンのタイミングを的確に伝えなければならないことは､これまで経験したことのない判断力

が求められました｡午後からは､不安と緊張の中､先導という方法でのガイドを行いました｡前方や横

からのスキーヤーの動きに注意を払いながら､自分自身のスキー技術を思い出しつつ､声を出し続け

ました｡ブラインドスキーヤーの動きまで十分に注意が至らず､かえって滑りにくかったのではと､大

いに反省しました｡ 
後方からのガイドも経験しました｡ゲレンデの状況や周囲のスキーヤーなどの動きは伝えられたもの

の､後方からのガイドは､先導するよりもさらに高度なことが求められました｡常に､先行するブライ

ンドスキーヤーの板の方向やエッジの効き方､姿勢やバランスのとり方まで､細かな部分までを把握

しながら､進む方向を伝えていかなければならないことが求められました｡｢前方にボーダーが座って

います｣と伝えたのに､次の瞬間､ボーダーが立ち上がり動き出す､上からスキーヤーが来るなーと思

っているうちに､滑って行こうとする方向に､ボーダーが横から入ってこようとするなどなど､滑り終

わるまで､常に想定外のことばかりでした｡ 
 そんな緊張の連続でしたが､滑り終わってみると､これまでにない爽快な充実感を感じました｡スキ

ー場で飲んだ生ビールがおいしかっただけではありません｡これまで経験したスキーは､自分だけの

滑りを満足させるだけのものでした｡しかし､ブラインドスキーは､ブラインドスキーヤーとガイドと



がコミュニケーションを常に取り合いながら協力し合うことで､はじめて安全に楽しく滑ることがで

きるのだと考えます｡ 
 ブラインドの方にとっては､経験の浅い相手を信頼して滑ることは､私以上に不安だったと思いま

す｡でも､そんな態度を全く感じさせることもなく､常に寛大な態度で受け入れてくれました｡そうし

たブラインドの方との関わりが､私にとって今までに経験したことのない充実感に大きくつながって

いたのではないかと思います｡ぜひ次回も参加し､今度はブラインドスキーヤーに､少しでも安心や楽

しさを味わってもらえるようなガイドをしたいと思います｡ 
貴重な経験をありがとうございました｡ 
 
両ツアーの会計報告を下記に掲載します｡ 
 

 
  

＜実行委員会から岩原ツアーにご参加の皆さまにお尋ねです＞ 

ツアーは無事に終了しましたが、実は一枚カルテが戻っておりません。 

心当たりの方で、お手元に鈴木勝さんのカルテをご存じ、あるいはお持ちの方は実行委員の志村ま

でご連絡ください。 

 

② １２月研修会開催報告 
 
開催日時：2014年12月7日(日)13：30～16：30 
開催場所：ライトセンター 第１講習室(Ａ・Ｂ) 
参加者 ：ブラインドＢ10名､晴眼者17名､合計27名 
開催内容 
今年度は「安全に滑るために」をテーマに､８月に「夏から始めよう スキーの体力づくり」を目

指しストレッチの研修､秋は中止になりましたが「楽しく歩いてトレーニング」と､それぞれの体力

作りを進めてきました｡そしてスキー本番前は､より具体的な安全に楽しく滑るスキーに繋がるよ

う､以下の研修を実施しました｡ 

参加費 ¥29,000 x 26 ¥754,000

宴会参加費 ¥20,000 x 1 ¥20,000

¥774,000

宿泊費 ¥339,220

交通費 ¥271,980

リフト代 ¥92,500

傷害保険 ¥14,948

諸雑費 (通信費､手土産､備品宅配等) ¥13,017

返金 ¥9,532

¥741,197

¥32,803

注：余剰金の処理に関しては実行委員会交通費を岩鞍ツアー
　　と按分する事､また返金に関しては､一人当たり¥1,000
　　未満となることから､岩鞍ツアー会計に寄付する事を
　　参加者からの賛同を得たので、岩鞍ツアー会計で処理
　　する事となった。

収支合計

2015年岩原ツアー　会計報告

収入の部

支出の部

合計

合計

会計担当：射場正行 会計担当：小幡次男
参加費(徴収分) ¥31,000 x 37 ¥1,147,000

岩原余剰金 ¥32,803 x 1 ¥32,803

寄付金 ¥10,600 x 1 ¥10,600

銀行利息 ¥22 x 1 ¥22

¥1,190,425

宿泊費 ¥578,600

交通費 ¥159,910

リフト代 ¥242,700

傷害保険 ¥20,350

役員交通費等 (岩原分含む) ¥69,752

諸雑費 (通信費､手土産､備品宅配等) ¥26,648

返金 ¥45,400

¥1,143,360

¥47,065

2015岩鞍ツアー　会計報告

合　計

合　計

収支合計

収入の部

支出の部



◎第１部は､白崎正彦さんによるスキー誘導方法の一例として､新機種のブルーツウーストランシ

ーバーの操作方法を学び､実際に双方向の通信を体験しました｡ 
この新しいトランシーバーは､2人の通話以外に､3人､4人の通話が可能となります｡また､咽頭マイ

クを使用することで､風などの雑音が少なくなることや､ブラインドが近づきすぎた時に起きてい

た混線などが起こりにくいという利点があります｡ 
しかし､今回の研修では残念ながら3人での通話までは体験することができませんでした｡ 
操作方法が複雑なこと､器具も毎年のようにバージョンが変化していることなど､実際にゲレンデ

で使用するにはまだまだ課題が残りました｡ 
今後は実際に使用するブラインド個人がしっかりと使用方法を熟知して行く必要があると感じま

した｡ 
◎第2部は､スキーツアー実行委員志村好枝さんの進行で､出席者からそれぞれの意見を聞きながら

､パートナー､サブパートナー､ブラインド､それぞれの役割や注意点､コミュニケーションの大切さ

などを細かく再確認しました｡ 
また､実際のスキー滑走中に不安や危険と感じた事例を上げながら､具体的な対応方法を話合い､安

全に滑るために､ブラインド､晴眼者､ツアー実行委員の立場で意見交換を行いました｡ 
その後ツアーで実際に用いられているスキーカルテに記載する情報の聞き取りを､ブラインドとパ

ートナーの組を作り行いました｡ 
視力に関して､どのくらい見えるか､どんな時に見えにくいか､声掛けの方法で注意してほしいこと

は､ゲレンデの情報はどの様な事を教えてほしいか､自分はどんな滑りがしたいか､など詳細な聞き

取りが行われました｡ 
これらの情報は今後のスキーカルテのさらなるバージョンアップに反映させていただきます｡ 
限られた時間の中でしたが､有意義な研修が行えたと思います｡ 
◎忘年会：研修後は､二俣川相鉄ライフ４階 コミュニティーサロンで忘年会を行いました｡ 
参加者は､ブラインド７名､晴眼者１５名､合計２２名で､楽しく飲んでおしゃべりをしました｡ 
※企画係からのお願い 
 現在スキークラブでは年２回ほど研修を行っています｡ 
これまでに､体力促進に繋がるもの､スキー技術､道具に関すること､安全に滑るために注意するこ

となどをテーマに研修を行ってきました｡今後もスキーに関することで役に立つもの､健康な身体

作りにつながるもの､単に楽しそうで試してみたいことなどを企画したいと思っています｡ 
気になっている運動や､体験してみたいもの､知りたいことなんでもかまいません｡会員の皆さんか

らも広く情報をお寄せいただけると大変助かります｡ 
今後の研修を考える上で､参考にさせていただきますのでご意見お寄せください｡ご協力お願いし

ます｡ 
 
連絡先は事務局までお願いします｡ 
企画係 岡由美 
 
この研修会から初めてクラブの行事に参加してくれた石渡さんが､ここでも感想文を書いてくださ

いました｡石渡さん､1年に2回も原稿を書いてくださったのは石渡さんが初めてかもしれません｡本

当にどうもありがとうございました‼ 
 
12月7日(日)二俣川ライトセンターにて､私は初めての研修会に参加させていただきました｡私は､

今回から､ブラインドスキーヤーの方のガイドを初めてします｡ 



ミーティングの冒頭では､白崎さんからお言葉をいただき､その中で､ブラインドスキークラブの発

起人となった方が､研修の当日亡くなったという知らせがあり､全員で黙祷をしました｡ 
今回は､安全面を第一にガイドをしようというコンセプトで､ブルートュースの設定・使用方法を3
グループほどに分かれてやりました｡ 
まず､二人で設定をしてみました｡説明用の映像と手元にある実物のタイプが少し違うものだった

ため､設定の仕方に少しとまどいました｡二人での設定まではほぼ完璧にできるのですが､そこから

､3人目を設定しようとすると全員が戸惑っているようでした｡ 
ヘルメットも用意されて､幾人かは､実際にヘルメットをかぶっての設定の仕方もやっているグル

ープもあったようです｡ 
また､ブラインドの方に晴眼者がインタビューをし､カルテを作成するという作業も､初めてやりま

した｡私は､おかちゃんにインタビューをしました｡ブラインドの方のスキーのレベル､滑り方の好

み､ガイドする時の留意点などを聞き取りました｡楽しかったです｡ 
そして､研修終了後には､勇姿で夜の部のミーティングへと向かいました｡ 
この研修によって､雪上でのガイド向上にも期待出来そうです｡ 
今シーズンは､岩原スキー場と岩鞍スキー場でのツアーがあるとのことで､私は､両方に参加予定で

す｡初めてのことばかりですので､皆さんの足手まといにならぬよう､予習復習を頑張りたいと思い

ます｡ 
スキーが三度の飯より好きです｡これからどうぞ宜しくお願いいたします｡ 
 
石渡素子 
 

③ 30周年記念行事実行委員会からのお知らせとお願い 
 
【サロン実行委員会】 報告 串田直樹 

 既に皆さんには前号(2014 年 11 月号)で､『サロン』開催を 2015 年 10 月 3 日(土)午後から開催す

る旨お伝えしました｡サロン実行委員会では引き続き第 4､5､6 回の実行委員会を開催し､『サロン』

開催の具体化に向けた取り組みを行なってきました｡以下にその取組の概要と決定された事項を記し

ます｡ 
〇第一部 他団体との交流 
 交流の場として､他団体をお呼びして｢シンポジウム｣を開催し､それぞれの団体が抱える問題・課題

を討議､議論します｡ 
 その準備のためブラインドスキーを実施されている四団体(*)の関係者の方々にお会いしてサロン

開催の趣旨をご理解いただくとともに､各団体の活動状況等のお話をうかがいました｡ 
  (*) だいすきークラブ(2014/11/9) シー・ハイル(2014/12/21) 
     サバイフ＆TABS(2015/1/20) 富山三ツ星山の会(2015/2/22) 
     また､サバイフ&TABS のスキーツアー見学(2015/3/14)をさせていただきました 
 
 
〇第二部 懇親会 
 横浜の夜景を眺めながら｢かながわブラインドスキークラブ｣｢この仲間だから・・・｣の 30 年を振

り返る歓談の場とします｡”きずな 30”実行委員会より提供されるこれまでの 30 年の写真や映像も

お楽しみいただきます｡ 



≪30 周年記念行事 “サロン” 実施要領≫ 
第一部 シンポジウム 
日時：2015 年 10 月 3 日(土) 13：00～16：30 
場所：ライトセンター 
第二部 懇親会 
日時：2015 年 10 月 3 日(土) 18：00～20：30 
場所：横浜市健康福祉総合センター10 階  
ふれあいショップＨ×3(エイチ・バイ・スリー) 

 
サロン実行委員会からのお願い 

第二部の懇親会では現会員のみならず旧会員を含め､多くの方々にお集まりいただきたいと思ってい

ます｡ 
“この人に逢いたい！” “この人を呼んで欲しい！”という旧会員の方 

がいらっしゃいましたら､その方のお名前と連絡先(分かる範囲で結構です)をクラブ事務局までお知

らせください｡ 
事務局；白崎 
 
 
“きずな 30”実行委員会報告 高野和男 

“きずな 30”実行委員会では現在､文字データ・写真・ビデオなどの分類と整理を､先に作成した年

表を元に行っています｡今後､10 月 3 日開催予定の『サロン』において､掲示物とディスプレイによる

公開を目指し編集作業を行います｡また､編集された内容はクラブのホームページにも掲載予定です｡

以上報告いたします｡ 
 
30 周年記念ツアーの準備が着々と進行  ツアー実行委員会 矢部健三 

今年度も 1 月に岩原､2 月に岩鞍と 2 回のツアーを実施しました｡詳細はそれぞれの報告をご参照く

ださい｡ 
また､上記ツアーの開催と並行して 30 周年記念ツアーについても準備を進めてまいりましたので､現

時点で決まりました事項をご報告いたします｡ 
 
日程：2016 年 2 月 27 日(土)～29 日(月) 
場所：キロロリゾート 
宿泊：ホテルマウンテン 
交通：飛行機＆バス 
詳細については今後検討を継続していきます｡あくまで予定ですので､今後の検討によっては開催時

期や場所を変更する場合もありますので､予めご了承ください｡随時クラブニュースでお知らせしま

すので､こうご期待! 



 

④ 2015年度第1弾企画発表‼ 

 
例年､秋の事業として実施してきましたイベントは､クラブ設立30周年事業開催に伴い6月に開催し

ます｡ よこはま動物園ズーラシアは今年の春から｢アフリカのサバンナ｣がオープンして､面積､展示

内容ともに日本一の動物園になりました｡広く整備された園内を多種多様の動物とふれあい､約4Km
を楽しく歩きながら トレーニングを行います｡園内は､一部を除き盲導犬を連れて入園できます｡水

飲み場､トイレ場などのマップも備えられており､家族と一緒に安心して参加ができます｡また､今回

はNPO法人ミニシティ・プラスの協力を得て､県内で幅広く地域の活性化に参加している小学校高学

年から高校生の｢特命子ども地域アクター｣と一緒に､当日の企画を作成して視覚障害者の誘導､園内

の解説などを経験してもらいながら､世代を超えた交流と福祉の理解を高めることを目指します｡ 
 

子どもたちの企画で ｢楽しく歩いてトレーニング｣のお知らせ 

 
開催日  2015年6月6日(土) 予備日：6月7日(日) 

  開催場所 よこはま動物園ズーラシア 
集合場所 (Ａ)午前9時30分 ＪＲ中山駅南口 改札前 

(Ｂ)午前9時30分 相鉄線鶴ヶ峰駅 改札前 
  解散場所 ズーラシア・にれのき広場 午後4時解散予定 

参加費  ズーラシアまでの交通費は各自の負担になります｡入場料金は参加者の人数によって異 
なります｡ 

 
  コースは動物園バスロータリー前から､にれのき広場からアジアの熱帯園､亜寒帯の森､アマゾンの

密林､アフリカの熱帯雨林､アフリカのサバンナなどを廻ります｡家族や友達にも声をかけて参加をし

てください｡ 
 
※昼食についてはレストランもありますが､かなり混雑が予想されます｡できるだけ持参していただ

けると助かります｡ 
  
 (※)申込葉書の集合場所(Ａ)(Ｂ)のいずれかを〇で囲ってください｡ 
 (※)予備日を設けているため､参加者は｢6日のみ参加｣｢6日または7日でも参加｣｢7日のみ参加｣のい

ずれかを〇で囲ってください｡>  
(※)ブラインドで参加される方は､同封の回答葉書に入れた切れ目の対角線の角を切り取って返送

してください｡参加できない方は角を切り落とさないで返送してください｡ 
 (※)送期日 5月25日(月) 

企画担当：小林功弘あて 
  



 

⑤ 2015年度総会と懇親会のお知らせ 

 
日 時 ： 2015年 5月17日(日) 14：00～17：00 
会 場 ： 神奈川県ライトセンター 2階 第1講習室ＡＢ 
 
内 容 ：  

＜議事＞ 
1．2014年度  事業報告・決算報告 
2．2015年度  事業計画・予算案 
3．役員の補充について 
4．30周年事業について  
5．その他  
＜意見交換＞＊ 

 
総会終了後の懇親会､今年は二俣川駅から3分､試験場へのバス通りに面した松屋の4階 
｢団欒炎｣(045-360-8010)で会費4000円を予定しています｡ 
 
注意；回答ハガキについて 
①総会案内を掲載したこのクラブニュースは全員に封書の墨字版と従来から送付してい

る点字もしくはメールも同時送付致しますが､回答はお手数ですが全て同封した2枚の

返信回答ハガキで回答をお願いします｡ 
②今回は総会・懇親会回答ハガキとズーラシア回答ハガキの2枚を同封しました｡ 
③ブラインドの総会回答のハガキは表面の下側に回答者の住所・氏名を書き込んだシー

ルを貼って有りますがズーラシアの回答ハガキには表面下側に回答者の住所・氏名を

直接書き込みましたのでお間違いの無いようお願いします｡ 
④ブラインドの方は出欠回答ハガキ下表面(宛名の書かれた面)左に切れ目が入っていま

すので､その角を左下にして右上の対角線上の角が総会と懇親会の両方に参加する方､

左上が総会だけに出席する方､右下が懇親会だけに参加する方として､1センチ程度斜

めに切り取ってください｡総会に欠席される方は出欠回答ハガキの文書面に押印又は

サインをいただければ議長に対する委任状とさせていただきます｡ 
⑤ ズーラシアの回答は選択回答となりますのでお手数ですが､集合場所と参加可能日に

ついてそれぞれのアルファベットを○で囲んでください 
尚､同封の出欠回答ハガキは4月30日までに投函ください 



 

⑥ 新会則の配布について 

 
 昨年の総会で､規約の改定を提案し承認されましたが､いくつかの表記訂正をご指摘 
いただきました｡その修正を行い今回皆様に配布をいたしますので､ご一読ください｡ 
 

⑦ 事務局からのお知らせ 

 
＊メール配信について 

1年以上のテスト配信を経て2014年度から｢クラブニュース｣のメール配信を実施しました

が未だに様々な問題が発生して､ご迷惑をおかけし申し訳ありません｡具体的には事務局での

見落としや､誤削除そして事務局宛に送信されたアドレス変更などのメールが迷惑メールに

振り分けられて届かない､あるいは､いただいたメールが文字化けして発信者を特定できなか

ったことなどが考えられます｡ 
そこで､｢クラブニュース｣をメール配信に切り替えるかあるいは､点字版・墨字版での郵送

が良いか､または両方の媒体で受け取りたいかを､今回と次回のニュースで再確認しますので

､とりあえず今回については総会の返信ハガキで回答をお願いします｡ 
メール配信を希望と両方希望に○をした方は表面のメールアドレス欄に現在使用のアドレス

をご記入ください。 
ホームページのリニューアルに合わせアドレス変更の予定しております｡ 

なお､メールが届かないときや一部分しか送られない､文字化け､などのトラブルがあったと

きは直接事務局宛にお知らせください。 
 

⑧ 会計からのお願い 

 
毎回のお願いで恐縮ですが､会費の納付が会員数約100名中60名強と非常に低く､今後の運

営に支障を来しつつある状況です｡そこで､今回は未納の方に振込用紙を同封しました｡4月2
7日(月)までに振込をお願いします｡なお､行き違いがあった場合にはご容赦ください｡ 
 

 
 『クラブニュース編集･発行』  
  発行責任者 ： 渋谷清二 
  広報Team : 福田 川添 高野 プラス白崎 

http://www.kanagawa-blindski.com/ 
事務局 白崎 
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スキークラブニュース 2015 年７月号 
 

 

 Ⅰ．第31回 総会議事録  
 
2015年5月17日(日) 14：10分開会 
 
議長・書記の選任 (議長：衣笠・書記：草郷) 

会員総数：97名 出席：31名 委任：30名(内・会長委任が1名 事務局委任が1名) 
欠席：36名  過半数に達したため総会は成立｡ 

 
会長あいさつ 
｢手を打てば 鳥は飛び立つ 鯉は寄る 女中茶を持つ 猿沢の池｣(奈良興福寺・作者不明) 
＊ひとつの行為にも様々な意味や受け取り方があり､言葉の意味をしっかり伝えなければい 

けない｡ 
というお話を頂く｡ 
 
【第一号議案】 2014年度活動報告 (詳細は議案書参照) 
１､2014年度定期総会・役員会並びに懇親会の開催 
  役員会9回   クラブニュース発行4回 
２､夏期研修 ｢夏から始めようブラインドスキーの体力づくり｣  懇親会 
３､秋のイベント｢楽しく歩いてトレーニング｣ 台風接近のため中止｡今年度リベンジの予定｡ 
４､シーズンイン研修会と懇親会兼忘年会  
５､会員募集と説明会   
６､スキーツアー 
  ①岩原ツアー 1月23，24日  夜行1.5泊 岩原スキー場 ホテル・アルパイン泊 
  ②岩鞍ツアー 2月14～16日  2泊3日  岩鞍スキー場 ロッジ・かぶらぎ泊 
７､体力アップ教室 毎月第2日曜日 
８､クラブホームページ｢声のきずな｣運営    
  http://www.kanagawa-blindski.com 
９､クラブニュースの発行  年4回 
10､その他   JRPS協力 
 
 
《30周年記念行事の活動報告》 

サロン担当串田さんから報告 
 ・メンバーの紹介(9名) 
 ・コンセプト(ブラインドスキーサミット2015) 
 ・実行委員会6回開催 
 ・3月14日タブス参加4名 
 ・シンポジューウムでは 招待団体 富山三星山の会とタブスの紹介を予定 

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


 ・当クラブはビデオで昔を振り返る｡現在準備中 
 
きずな担当高野さんの代わりに白崎さんが報告 

 ・今回のはホームページを活用｡今までの活動を振り返る｡ 
 ・今年度はより良いホームページにするためサーバーを切り替え､新しくし容量を増やし 

た｡URLは変えず新しいものを発信しているので会員の意見を聞きたい｡ 
 
 記念ツアー担当矢部さんから報告 
 ・30周年記念ツアーは北海道キロロスキー場に決定｡  12名で現地視察 
  2016年2月27～29日に予定  マウンテンホテル泊(ゲレンデ直結) 
  飛行機・宿・懇親会・の手配など､価格を抑えるか､確実に行動できる業者に依頼するか 

検討中｡役員会としては､経費が上がっても確実なツアーを希望している｡ 
 
2014年度会計報告 (担当：福田) 

 収入  年会費54名分の徴収となり､大幅な赤字になる｡  
 支出  会費減少のために､通信費を抑えた｡交通費＊⒉印はズーラシア下見小学生との交

通費及び打ち合わせ｡今年度は赤字のため20万の活動予備費から補てんした｡ 
2014年度30周年実行委員会決算報告 

 収入  特別徴収2000円×54名分しか集まらなかった｡ 
 支出  サロン：三星会・タブスの見学費用とスキーの交通費は他と兼ねているため､ 

0円になる｡ 
会計担当者より赤字になったことを詫びる 
 
監査報告 (担当：成田) 

 調書及び名簿に問題が無いことを報告します｡ 
 予算が厳しい中､会員数の見直しや､納入率アップ､会費の値上げなども視野に入れて､役 

分担を明確に一人に負担がかからないような組織作りの体制をしっかり行って頂きたい｡ 
 

質疑・採決 
 Q ―会員数97名から54名になり､今後､会費の徴収はどうするのか？ 
  会長―役員会としては悩みの種であり､未納者には再度通知を出す予定がある｡普段のやり 

取りでメールのトラブルもあり､届いていないところもあるようで､今後どうする 
か検討中で､むしろ､皆さんからも良い案を出して頂きたい｡ 

 O ―串田さんの私見として､納入率が下がったのは､2000→4000円になり､30周年に期待

していない方がいるのでは無いかと思われます｡どれだけの方がこの行事に参加す

るか不安です｡資金不足のために予備費から補充するなら､実際の収入に見合 
った規模の活動になるよう､知恵を絞るための議論が必要ではないか｡ 

2014年度活動報告・会計報告・会計監査に対して拍手で採決された｡ 
 
【第二号議案】 役員の退任と補充 
 町田さん(企画)退任 後任は岡部政志(おかべ まさし 視覚)さん推薦､承諾 
 会長から､役割分担を明確にし､偏らない作業になるよう希望する｡これからは会の運営が 

スムーズに機能するために､各実行委員会から一人役員会に出席してほしい｡ 



Q 実行委員会の中ではまだ決まらず､どう担当を調達するのか？あえてそれが必要か疑 
問である｡ 

O お互いに高めあうならオブザーバーとして意見交換しても良いのではないだろうか｡ 
無理に実行委員長でなくとも参加出来るようにすればよいと思う｡ 

O 誰かが役員会に参加することで､流れがスムーズになるのでは？ 役員の希望はどう 
ですか？ 

A メーリングリスト更新にずれがあり､役員会と実行委員会が別々に動いているためで､ 
一人でも良いから役員会に参加してほしい｡今年は30周年があるため､兼任している 
が来年以降どうするかも含めて､実行委員長にはパイプ役になってもらいたい｡シー 
ズンになると実行委員会も大変になるから委員長代理でもよいと思う｡ 

 O 個人的な意見ですが､現状で十分と思う｡串田さんは現在兼ねているし､志村さんは会

の頻度が多いから大変になると思う｡ 
 A 今後どうなるかは分からないが､当会のメイン事業はスキーツアーで､これに携わって

いる人は役員会に参加して欲しい｡もっとブラインドの人達が主体になって活動して

ほしいし､活性化し､一本化することで高齢化対策としての狙いも含めて､本件を提案

した｡ 
議長 他に意見は？ 
 A 企画担当3名はツァーに参加しておらず､立てた企画が役に立っているか不安です｡そ

の面からも実行委員の参加を願います｡ 
 Q 現状､負担が大きく､妥協案として､若い人に出てもらってはどうか？柔軟に対応して 

ほしい｡ 
議長 実行委員の中でできる人が参加したらどうですか｡ 
会長 まずは､かかわりを持ってほしい｡実行委員と上手く連携をとるためには､会議に出な

い人にも正しく伝わるためのパイプ役が必要である｡役員会の一員としてではなく､

都合のつく人が無理なく参加できるようにしてほしい｡ 
 Q 実行委員長が役員会の一員ではないということですね｡ 
議長 必ず出るのではなくオブザーバーとして参加で良いのではないか｡ 

Q いつから参加するのか｡ 
A 9月以降にスタートするから､ツアー重要議題には参加し､退任までやってみてはどう 

か｡ 
O 役員が実行委員会に入ってはどうか？ 
O ブラインドのかかわり方に問題があると思う｡良いとこだけつまみ食い､役員はいや｡ 

ではいけない｡クラブに関わる以上それなりに動き､お客様ではいけないと思う｡オブザ 
ーバーからでも良いのでコミュニケーションを取っていくようにする｡ 役員会でも､ 
もっと知恵を出してほしい｡  

議長 後日､役員会で取り上げ､議論してほしい｡本題に戻る｡ 
   町田さん退任  岡部さん新任  拍手で承認される｡ 
   これから決まる実行委員会が発足したら役員会の要望に答えて欲しい｡特に若いブラ

インドの方の参加を願う｡ 
   この件に関して採決を取りたい｡ 
 O これは総会で決めるものですか？ 
 O 実行委員会が発足した段階で良いのではありませんか？ 

O 実行委員会と役員会の繋がりを大切にし､うまく交流できるよう､出られる人が出られ 



る時に｡毎回でなくても良い｡等の詳細は｡で決めていけばよい｡又､一方向ではなく､ 
両方向として捉えたら良いと思う｡ 

 
30周年記念行事のメンバーは継続して動いているが､15年度の実行委員は決めなく 
て良いのか？引き際が分からず､ズルズル繋がっている｡いつ決めるのか？8月にやる

のか？ 
実行委員 14年度は10名 15年度は8名 現在は30周年と兼任している｡ 

 O この場で役員・実行委員の希望者を募ってはどうか？パイプ役は実行委員会の中で決

めたらいいと思う｡ 
議長 実行委員の人数は何人が適正ですか｡ 
 A 自由に手を挙げてよいのではないか｡ 
議長 最低必要人数を決めておく必要があるのではないか｡ 
 A ツァーが2回になったため､10名が適正でしょう｡ 
議長 この件はここで採決するのではなく､役員会の中での検討課題とする｡ 
 A 賛同して頂けるものと理解してよろしいか？ 
 O 良いと思う｡ 
拍手で承認された｡ 

――――――――――――休憩――――――――――― 
 

【第三号議案】 2015年度活動計画(案) (詳細は会報参照) 
 １､2015年度年次総会 5月17日(日)  14：00～17：00 
 ２､役員会並びに30周年実行委員会  適宜 
 ３､夏期イベント｢楽しく歩いてトレーニング｣ リベンジトレーニング 
   6月6日(土)予備日7日  よこはま動物園ズーラシア 
 ４､30周年記念行事 ｢サロン｣ 
   第一部(仮称)30周年記念神奈川ブラインドスキークラブシンポジュウム 
   《ブラインドスキーサミット2015》 
   10月3日(土)  神奈川県ライトセンター  他団体との交流 
   第二部(仮称)ブラインドスキー３０周年記念パーティー 
   10月3日(土) 横浜市健康福祉総合センター  旧会員を含む会員の皆さんとともに3

0年の歴史を振り返る｡ 
 ５､シーズンイン研修会 
   12月6日(日) 内容・会場は検討中(終了後懇親会) 
 ６､30周年記念ツァー 
   ①尾瀬岩鞍スキー場    2016年1月30(土)～2月1日(月) 
   ②北海道キロロスキー場  2016年2月27日(土)～29日(月) 
 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｣のリニューアルと運営 
   http://www.kanagawa-blindski.com 
  ９､｢クラブニュース｣の発行 
   6月､9月､11月､16年4月の4回 
10､その他 

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


   ＪＲＰＳユース部会スキー等他団体への協力 
 
【第４号議案】 30周年記念行事について 

１、 きずな３０(旧 記念誌)委員会 
  ホームページのリニューアル｡外部委託進行中 サーバーレンタル料が4万から1万以

下の予定 
   メールアドレスの取得､制限なし｡ホームページの希望を依頼中｡8月18日スキークラ

ブ誕生日に合わせて進めている｡又､フェイスブック等の利用も提案｡ 
 ２､サロン委員会   10月3日(土) 
   1部 シンポジューウム  ブラインドスキーサミット2015  
   他団体の方の話を聞き､メリット・デメリットを確認する｡ 

1：00～4：30分 各団体10～15分 活動内容､困ったことなどを聞く｡パネルディス

カッション､質問コーナーを予定している｡ 〈担当矢部〉 
   2部 神奈川県健康福祉センターにて､旧会員を招き懇親会｡この人に会ってみたい人

いませんか｡6月末に決め､7月末に作り､8月末に発送予定｡ 9月初旬まとめ､10月に向

けて動く｡ 
   予算：15万～18万位  交通費・記念グッズ(思案中)・通信費   
   招待客とともにバスで移動､他は電車で移動｡パーティーでは懐かしい人とともに時間

を過ごす｡さらに写真で盛り上がりたい｡ 
３､記念ツァー 先ほどの内容と同じで説明は省略 

議長 記念行事について質問を問う｡  質問なし 
2015年度活動予算案 

   60名分で予算を立てる｡郵送費の削減､プロバイダーの削減､交通費は記念行事と兼ね

る｡役員会を減らし支出を抑える｡等の努力をし､この予算で行きたい｡来年度以降は

見直す必要がある｡ 
 2015年度30周年記念行事予算 
   寄付金３０万はリコー(株)様からの５年に一度活動賛助金によるもの｡30周年記念行

事と今後の維持として､申請｡(福原さんのご努力によるもの) 
議長 予算について質問を問う｡  無し｡ 
   拍手で承認 
 ツァー実行委員会から会計報告 
  岩原 ： 残金は少額のため本部会計へ｡ 
  岩鞍 ： 福祉バスが片道になり､3名減で収入も減り､リフト券の割引が出来ず､赤字に

なったが､後日リフト券の返金が有り｡結果黒字になった｡ 
議長 質問を問う  無し｡ 拍手で承認 
  リコーさんからのご寄付､プロバイダーの経費削減の努力に拍手でお礼｡ 
議長 その他､総会の中での意見､質問を問う｡  無し｡ 
 
   議長・書記解任｡ 16：25分終了 
  
 
 



費目 予算 実績 差異

繰入金-① ¥66,807 ¥66,807 ¥0

年会費 ¥160,000 ¥108,000 ¥-52,000

雑収入 ¥0 ¥108 ¥108

小計 ¥226,807 ¥174,915 ¥-51,892

通信費※1 ¥20,000 ¥48,380 ¥28,380

事務費 ¥15,000 ¥8,574 ¥-6,426

用具費 ¥40,000 ¥0 ¥-40,000

行事補助費 ¥0 ¥0 ¥0

交通費※2 ¥100,000 ¥106,908 ¥6,908

広報費 ¥41,000 ¥40,176 ¥-824

その他 ¥10,807 ¥7,311 ¥-3,496

小計 ¥226,807 ¥211,349 ¥15,458

¥-36,434

収　入 ¥174,915 預　金 ¥130,692

支　出 ¥211,349 現　金 ¥40,706

収　支 ¥-36,434 合　計 ¥171,398

預　金 ¥167,126

合　計 ¥130,692

費目 予算 前年実績 差異

繰入金-① ¥45,398 ¥66,807 ¥-21,409

年会費 ¥120,000 ¥108,000 ¥12,000

雑収入 ¥0 ¥108 ¥-108

小計 ¥165,398 ¥174,915 ¥-9,517

通信費 ¥30,000 ¥48,380 ¥-18,380

事務費 ¥9,000 ¥8,574 ¥426

交通費-A ¥85,000 ¥106,908 ¥-21,908

交通費-B ¥24,000 ¥0 ¥24,000

広報費 ¥10,000 ¥40,176 ¥-30,176

その他 ¥7,398 ¥7,311 ¥87

小計 ¥165,398 ¥211,349 ¥-45,951

¥-36,434

※１
11月：\12,400, 4月：\10,400 会
員全員へのクラブニュース等発

行

※２
4月：2015年6企画　ｽﾞｰﾗｼｱ下

見関連 約\16,000

備考

収
入

支
出

総合計

収
入

支
出

総合計

スキーツアー実行委員会交通費

役員交通費

2015年度活動予算案

2014年度決算報告

60名分

備考



費目 予算 実績 差異

活動補助費 ¥100,000 ¥100,000 ¥0

年会費 ¥160,000 ¥108,000 ¥-52,000

小計 ¥260,000 ¥208,000 ¥-52,000

きずな３０ ¥80,000 ¥7,278 ¥72,722

サロン ¥100,000 ¥93,626 ¥6,374

スキー ¥80,000 ¥0 ¥80,000

小計 ¥260,000 ¥100,904 ¥159,096

¥107,096

収　入 ¥208,000 預　金 ¥107,096

支　出 ¥100,904 現　金 ¥0

収　支 ¥107,096 合　計 ¥107,096

費目 予算 前年実績 差異

繰越金-② ¥7,096 ¥100,000 ¥-92,904

寄付金 ¥300,000 ¥0 ¥300,000

年会費 ¥120,000 ¥108,000 ¥12,000

小計 ¥427,096 ¥208,000 ¥219,096

きずな３０ ¥100,000 ¥7,278 ¥92,722

サロン ¥200,000 ¥93,626 ¥106,374

スキー ¥100,000 ¥0 ¥100,000

その他 ¥27,096 ¥0 ¥27,096

小計 ¥427,096 ¥100,904 ¥326,192

¥107,096

支
出

総合計

備考

収
入

支
出

総合計

2015年度活動予備費

預金・現金総額

60名分

繰越金(①+②)

合計 ¥-167,096

¥167,096

¥0

2014年度　30周年実行委員会決算報告

2015年度30周年記念事業予算案

備考

収
入



費目 予算 前年実績 差異 備考
繰入金-① ¥45,398 ¥66,807 ¥-21,409
年会費 ¥120,000 ¥108,000 ¥12,000 60名分
雑収入 ¥0 ¥108 ¥-108

小計 ¥165,398 ¥174,915 ¥-9,517
通信費 ¥30,000 ¥48,380 ¥-18,380
事務費 ¥9,000 ¥8,574 ¥426
交通費-A ¥85,000 ¥106,908 ¥-21,908 役員交通費
交通費-B ¥24,000 ¥0 ¥24,000 スキーツアー実行委員会交通費
広報費 ¥10,000 ¥40,176 ¥-30,176
その他 ¥7,398 ¥7,311 ¥87

小計 ¥165,398 ¥211,349 ¥-45,951
¥-36,434

費目 予算 前年実績 差異 備考
繰越金-② ¥7,096 ¥100,000 ¥-92,904
寄付金 ¥300,000 ¥0 ¥300,000
年会費 ¥120,000 ¥108,000 ¥12,000 60名分

小計 ¥427,096 ¥208,000 ¥219,096
きずな３０ ¥100,000 ¥7,278 ¥92,722
サロン ¥200,000 ¥93,626 ¥106,374
スキー ¥100,000 ¥0 ¥100,000
その他 ¥27,096 ¥0 ¥27,096

小計 ¥427,096 ¥100,904 ¥326,192
¥107,096

¥278,494
¥52,494

¥226,000合計

2015年度活動予算案

収
入

支
出

総合計

2015年度30周年記念事業予算案

収
入

支
出

総合計

2015年度活動予備費
預金・現金総額
繰越金(①+②)



 Ⅱ．今年は大成功！ 

夏イベント｢楽しく歩いてトレーニング｣開催 
 

企画担当 町田由美 

 

開催日 2015年６月6日（土） 

場  所 よこはま動物園ズーラシア 

参加者 ブラインド８名 大人１６名 小中学生１０名 計３４名 

 

雨が心配されていたにもかかわらずとてもよいお天気となり､無事ズーラシアのイベント

が開催されました｡行いの良い人が集まっていたのかもしれませんね｡ 

 今回はNPO法人ミニシティ・プラスの子ども達が参加をしてくれることになり､4/18に実施

した現地の下見から一緒に来てくれました｡その際､初めて視覚障害者のパートナーを体験し

てもらい､誘導中は緊張をしていましたが動物や展示物の解説も真剣に行ってくれました｡下

見を終えて｢最初は緊張して怖かったけど､次第に慣れて説明や誘導が上手にできるようにな

った｡本番が楽しみ｡｣と６人が参加しました｡ 

 

ズーラシアは東京ドーム６個分の国内最大施設に８ゾーン５３種の動物､遊びの広場､イ

ベント広場などが有ります｡４月に新しいゾーンがオープンしています｡ 

普段あまり訪れない大人も入ってみると､すっかり動物たちに夢中になり､子ども達と楽

しんでいました｡ 

小学生の子供たちが一緒に園内を歩いてくれて､私たちに､動物の可愛らしい様子や､園内

を彩る花々や､演出の数々をとても詳細に説明してくれました｡生き生きと､一生懸命に豊富

な言葉を駆使した子供たちの解説は､聞いているだけで何倍も動物園を楽しく感じさせてく

れた気がします｡途中バードショーを見て､鳥と握手することもできました｡ 

なぜかクラブ会員のコロちゃんが鷹キャッチをするという貴重な体験のチャンスをゲットす

る一幕もありました｡ 

そして､肝心なトレーニングですが､足が最後は痛いと感じる程になっていましたので､しっ

かりと達成できたのではないかと思います｡ 

距離にして約4キロ､歩数計によると1万歩を超えていました｡ 

大人も子どもも｢楽しみながら歩いてトレーニング｣テーマどおりのイベントでした｡ 

余談ですが､今回のことを神奈川新聞が取材してくれて､日曜日の新聞に掲載されました｡私

ばっちり写真に写っています｡｢ぞうの足に負けてない｡｣存在感らしいです｡ 

 

企画係では家族で参加できるイベントを今後も計画していきます｡ 

今回のズーラシアに子どもたちが企画から参加をしたのは､昨年のイベントに草郷世津子

さんのお孫さん姉妹の参加申込が有った事がきっかけで､視覚障害者のことを知ってもらう

ために｢一緒に企画しませんか｡｣と話をしたことから､県内で子どもが参加した街づくりを進

めているＮＰＯ法人と連携をすることになりました｡ 

参加した子どもから｢今まで普通に見ていた動物だったが､分かりやすく説明をするため

に動物を詳しく観察したので自分も楽しめた｣｡ 



｢障害者の方と歩くのは少し難しそうだと身構えていたけれど､私が難しそうだと思った

のは､『障害者』と言う言葉で､実際には全くカンケ―なくて普通楽しくおしゃべりできて楽

しかった｡｣など初めての体験に真剣に取り組みながらも楽しむ事ができたようでした｡ 

子どもの観察力､真剣に取り組む可愛い姿､緊張から解放され子どもに戻る時の変化､疲れ

知らずに動きまわる行動力など､頼もしさとハラハラを併せ持つ頑張りに感謝でした｡ 

クラブ会員の皆さんから推薦をいただいたイベントの場所も､すでに現地調査を実施した

ものや資料収集し検討を進めているものもあります｡今回の子どもたちの協力を活かして､多

くの方が家族や友達と参加できるイベントの計画を進めていきますので､ご協力をよろしく

お願いします｡ 

 

Ⅲ．30周年記念行事実行委員会からのお知らせ  
 

スキーツアー 

ツアー実行委員会 矢部健三 
 
 30周年記念ツアーについて現時点で決まりました事項についてご報告いたします｡今年度

のツアー実行委員会の活動は､例年より2か月ほど早い､7月からスタートし､準備を進めてま

いります｡日程は下記のとおりですので､スケジュール帳への記入と､関係各方面への根回し

をよろしくお願いいたします｡ 
 
日程：2016年2月27日(土)～29日(月) 
場所：キロロリゾート 
宿泊：ホテルマウンテン 
交通：飛行機＆バス 
 
詳細については今後検討を継続していきます｡ご期待ください｡ 
 
サロン 

 
 詳細は別紙をご覧ください｡Tシャツのデザインだけ次ページに掲載します｡但し､墨字版

だけです｡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ⅳ． 会計からのお願い 

前回のお願いで､会費を納入くださった方が増えました｡ありがとうございました｡今回も

振込用紙を同封いたしますので､2015年度分､\4,000-の納入を7月31日までにお願いしま

す｡NHKなら受信料､スキークラブは皆さんの会費で運営が成り立っています｡何卒ご協力を

お願いします｡

 

 

『クラブニュース編集･発行』 

  発行責任者 ： 渋谷清二

広報Team : 福田 川添 高野 プラス白崎 
http://www.kanagawa-blindski.com/ 
事務局 白崎

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


2015 年 7 月吉日 

関係各位 

かながわブラインドスキークラブ 

30 周年記念事業実行委員会 

 

30周年記念事業“サロン”開催のお知らせ  
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はかながわブラインドスキ

ークラブの運営につきまして、格別のご協力、ご支援をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、かながわブラインドスキークラブも今年で設立 30 周年を迎えることができました。

これもひとえに皆様方のご支援・ご協力のおかげと、心から感謝しております。 

 そこで、クラブの設立 30周年を記念して二つのイベントを企画いたしました。第 1部では、

雪上スポーツとしてブラインドスキーを実施されている他団体の方々を県内外からお招きし

て「シンポジウム－ブラインドスキーサミット 2015」を開催いたします。この企画を通して、

他団体との相互交流・情報共有を行い、今後のブラインドスキーの継続と更なる発展に繋げ

たいと思っております。また、第 2 部では当クラブの会員のほか、第 1 部にお招きした他団

体の方々、そしてこれまで当クラブにかかわってくださった懐かしいメンバーにお集まりい

ただき、懇親会を開催したいと存じます。ご多忙とは存じますが、皆様お誘い会わせの上宜

しくお出かけください。 

敬具  

記 

第一部 シンポジウム ブラインドスキーサミット 2015 

日時：2015 年 10 月 3 日(土) 13：00～16：30 

会場：神奈川県ライトセンター 

〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-80-2 

内容：ブラインドスキーを実施している他団体（TABS、だいすきークラブ、シー・ハ

イル、三ツ星山の会）の方々との交流を深めます 

参加費：無料 

 

第二部 懇親会 

日時：2015 年 10 月 3 日(土) 18：00～20：30 

会場：横浜市健康福祉総合センター10 階 ふれあいショップＨ×3(エイチ・バイ・スリー) 

〒231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 

内容：旧会員を含むクラブ会員とともに 30 年の歴史を振り返ります 

参加費：5,000 円（小人 2,500 円） 

以上  

【記念品製作・問合せ先】 

当日、30 周年記念Ｔシャツを販売します。デザインは同封の図をご覧下さい。価格は参加者

1,000 円、欠席者 1,500 円です。サイズ・色の希望は 8 月下旬発送予定の案内状返信で事前

に確認します。 

なお、以上で何かご不明の点がございましたら、お手数でも第一部担当：串田直樹、第二部

担当：志村好枝までご連絡ください。 



スキークラブニュース 2015 年 11 月号 
 

 

 Ⅰ．30周年記念事業“サロン”開催‼  
 
 

“サロン”を終えて 

サロン実行委員会 
 
 思い起こせば二年半前､サロン実行委員会は30周年記念パーティーを担当する実行委員会

としてスタートしました｡ 
 “パーティーもいいけど・・・何かあとで記憶に残るイベントにしたいね”こんな雑談のな

かから､かながわブラインドスキークラブの“過去を振り返り”“現在を見つめ”“未来を展

望する”｢場｣を提供しようということになり､“気軽に集える場”の意味を込めて｢サロン｣と

名付けました｡ 
 ３０周年記念事業のコンセプト｢この仲間だから・・・｣を念頭に､“こんなことができたら

いいなぁ・・・”“あの時のあの人に逢いたい・・・”という想い盛り込んだ企画を練って

結果､二部構成とし､第一部は未来に向けてブラインドスキーの輪を広げる場｢ブラインドス

キーサミット２０１５｣､第二部は現・旧会員が集う場｢懇親会｣を実施しようということにな

りました｡ 
 二年余の準備期間を経て､去る１０月３日(土)サロンを開催し､第一部､第二部ともに多く

の方に参加いただき､無事終えることができました｡これも､多くの方のご協力の賜物と思っ

ております｡深く感謝申し上げます｡ 
 
 

サロン 第一部 シンポジウム “ブラインドスキーサミット２０１５” 報告 

 
サロン実行委員 串田 直樹 

日 時： ２０１５年１０月３日(土) １３：００～１６：００ 
場 所： 二俣川 ライトセンター 第一講習室Ａ・Ｂ・Ｃ 
参加者： 総計５９名 
   [Ｂ：２０名､Ｓ：３９名(うち､外部団体 Ｂ：7名､Ｓ：6名)] 
   ＊他に神奈川新聞､毎日新聞(点字毎日)の報道取材 ２名 
 
 ブラインドスキーへの取り組みと今後の課題を団体の枠を超えて語り合うことを目的に､

ブラインドスキーに取り組む県内外の四団体(ＴＡＢＳ/だいすきークラブ/シー・ハイル/富山

三つ星山の会)をお招きし､当クラブを含め五団体によるブラインドスキーサミット２０１５

を開催しました｡ 
 当クラブの矢部さんが座長を務め､前半の第一セッションでは､五団体のパネラーによる各

団体の生い立ち､組織､活動､誘導方法､パートナーの募集・育成方法・課題などの発表がされ



ました｡当クラブは藤田功三さん(Ｂ)､衣笠健一さん(Ｓ)がパネラーとして登壇されました｡ 
 休憩を挟んで､後半の第二セッションでは､各団体のパネラーによる質疑・応答がされ､誘導

方法やパートナーの育成方法などについて活発に意見交換がなされました｡各団体のこれま

での歴史と経験､知見を踏まえた情報の提供もあり､ブラインドスキーに取り組む仲間相互の

情報共有が進みました｡また､会場からの質問もあり､参加者全員の理解も進みました｡ 
 当日は､神奈川新聞､毎日新聞(点字毎日)の取材もあり､４日(日)の神奈川新聞に本シンポジ

ウムの記事が掲載されました｡ 
 

………………………………以下に記事を転載……………………………………… 
視覚障害者スキークラブ 活動３０年 魅力伝え 横浜でシンポ 

神奈川新聞 
視覚障害者が雪上を滑走するブラインドスキーの魅力や課題を共有するシンポジウムが３日

県ライトセンター(横浜市旭区)で開かれた｡｢かながわブラインドスキークラブ｣(同区､渋谷

清二会長)の３０周年記念事業で､県内外の５団体約６０人が参加｡各団体が企画するスキー

ツアーのノウハウを伝え合い､安全な誘導方法やパートナーの確保策などについて議論を深

めた｡ 
 ｢まち中ではゆっくりとしか進めない私たちにとって､あれだけのスピード感､解放感はス

キーでしか味わえない｡ほおで感じる冷気や足裏の感触でスピードを推測しながら､長距離を

自分の意思で自由に曲がり進む｡本当に楽しい｣ 
 同クラブ初代会長で全盲の男性(７６)＝中区＝は､ブラインドスキーの魅力をこう語る｡ 
 視覚障害者の障害レベルや技術に応じ､前後を滑る１〜２人の晴眼者パートナーが地形や

方向､障害物､雪の状態､他のスキーヤーの動きなどを伝えながら誘導するブラインドスキー｡

視覚障害者と赤十字奉仕団､県ライトセンターのボランティアらによって１９８５年に結成

された同クラブは､年２〜４回のスキーツアー､シーズンオフには体力づくりのハイキングな

どを行ってきた｡設立当初１０人だった視覚障害者は現在３１人で､半数は全盲｡６６人の晴

眼者がサポートに当たる｡ 
 この日のシンポには､同クラブのほか｢だいすきークラブ｣(港北区)なども参加し､誘導方法

やスノーボーダーへの対策､晴眼者パートナーの確保・育成などについて熱心に議論｡渋谷会

長(弱視)は｢いろいろな方に支えられ３０年を迎えることができた｡ブラインドスキーの発展

に結びつけば｣と､シンポ開催の狙いを話していた｡ 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 このシンポジウム開催で､他団体との交流の第一歩を踏み出すことができました｡この第一

歩を一歩で終わらせることなく継続的な歩みとして､ブラインドスキーの｢継続・維持から発

展・向上に｣､更に｢飛躍へ｣と繋がるよう全クラブ員で３１年目以降の活動に活かしていきま

しょう｡ 
 

サロン 第二部 懇親会 報告 

 
サロン実行委員 岡 由美 

日 時： ２０１５年１０月３日(土) １８：００～２０：３０ 
場 所： 桜木町 H×３(エイチ バイ スリー) 
参加者： 総計60名 



  [現・旧会員及び家族 Ｂ：22名､Ｓ：３8名(うち､外部団体 Ｂ：3名､Ｓ：４名)] 
 
 ライトセンターで行われた<サロン>第一部｢ブラインドスキーサミット２０１５｣に引き

続き､横浜みなとみらいの夜景を楽しめる桜木町のレストラン H×３(エイチ バイ スリー)
にて､かながわブラインドスキークラブ３０周年記念事業<サロン>第２部｢懇親会｣が賑やか

に執り行われました｡ 
 現在活動中のクラブ会員は勿論､５年ぶり､１０年ぶりという懐かしい方､<サロン>第１部

｢ブラインドスキーサミット２０１５｣のパネラーとしてご協力くださった外部団体の方も一

部ご参加くださり､楽しく飲み､食べ､語らいました｡また､会場では､かながわブラインドスキ

ークラブ３０年間の思い出の写真もスライドショーで上映しました｡ 
 さらに､３０周年記念Ｔシャツも作成し､事前に希望された方に販売しました｡ 
｢この仲間だから・・・｣をテーマに､ブラインドスキークラブの過去､現在､未来へと繋がるよ

うな場として<サロン>は企画されました｡ 
 久々の再開を喜び合う声､ブラインドスキーについて熱く語り情報交換する声､未来に向け

て夢膨らませる声､会場内はそんな明るく楽しい声であふれていました｡ 
 ブラインドスキークラブの始まりから現在まで､繋がりそして広がってきたこの仲間の輪

は､今回の<サロン>で知り合った新しいブラインドスキー仲間とともに､さらに大きな仲間

の輪になりました｡そして､｢この仲間だから､また新しい一歩を踏み出して行ける｣ことと思

います｡ 
 

参加者からの声 

 
３０周年記念事業“サロン”に参加された方々が感想文を投稿してくださいました｡以下にご

紹介します｡ 
 

ＴＡＢＳ(Tokyo Association for Blind Skiers) 
シンポジウム ブラインドパネラー 

青木 隆明 
 
 この度､ブラインドスキーサミット２０１５に参加させていただき､TABSの活動について

紹介できたことをこの場を借りてあらためてお礼申し上げます｡ 
 私たちTABSは設立から１２年､都盲協時代を含めると２０年活動を続けてきました｡その

間､ツアーの実施方法､サポーターの確保､適切な機材の確保など､様々な課題に試行錯誤して

きました｡今回､サミットに参加して他のクラブの活動や直面する課題を知ることができまし

た｡課題の中には共通するものも多く､今後クラブ間が連携していくことの必要性を感じまし

た｡各クラブの発表を聞き､ディスカッションする中で感じたことは､各クラブが活動を続け

てきた歴史の重みです｡それは“スキーを楽しみたい”“雪と戯れたい”“仲間を大切にお互

い笑顔になりたい”そういう気持ちが支えてきたのだと思います｡ 
 スキーは視覚障害者にとって決して気軽にできるスポーツではありません｡その活動を視

覚障害者と健常者が共に関わりながら長く活動を続けていることにすばらしい価値があると

思います｡これからもこの活動を続けていきたいと思います｡ 
TABS一同 



だいすきークラブ 
シンポジウム 晴眼パネラー 

藤田 日出勝 
かながわブラインドスキー創立30年記念 

“ブラインドスキーサミット2015”に参加して 
 

 １０月３日神奈川県ライトセンターにて､ブラインドスキー団体ＴＡＢＳ､だいすきークラ

ブ､シー・ハイル､三ツ星山の会､かながわブラインドスキークラブの５団体のクラブ紹介が行

われ､クラブの歴史､活動状況､誘導方法､サポーターの募集育成､現在の課題など各クラブの

代表より報告が有りました｡どこのクラブも会員､パートナーの高齢化､パートナーの人員不

足､ツアー費用の高騰などの現状報告後､意見交換を行いました｡ 
 各クラブそれぞれに､毎年２～３回のツアーを計画し､伴走パートナーも１～２名で実施し

ているようです｡だいすきークラブでは､原則として人員が確保できれば安全確保の為､２名

が欲しいのですが､特に若い世代のサポーター不足に苦慮しています｡誘導方法もマイクを使

って､ブラインドスキーヤーへの方向指示に加え､他のスキーヤーに注意させる事も必要です

ので､備品の準備費用も負担になっています｡パートナーの募集も当クラブは､全日本学生ス

キー連盟にお願いしていますが､学生スキーではポイントレースが毎週あるため､なかなか日

程が確保できません｡ 
 ツアー費用の高騰で､参加者の出費が問題ですが､宿泊費､リフト代等格安で提供してくれ

るスキー場を､各クラブの情報交換で情報共有するとともに､共同して多方面に働きかけるこ

とも必要でしょう｡ 
 これからも各クラブで情報を集め交流を深めて行きたいと思います｡ 
 

シー・ハイル 
シンポジウム ブラインドパネラー  

伊藤 聡子 
30周年にお招きいただきまして､ありがとうございます 

 
神奈川県ブラインドスキークラブ結成30周年､本当におめでとうございます｡そして､五つの

団体を一堂に集めてのシンポジウム開催､大変有意義な機会を作ってくださり､ありがとうご

ざいました｡ 
 私たちシー・ハイルは1歳年下なのですが､皆さまの活発な活動の様子を聞かせていただき

情報交換ができてよかったです｡どこのクラブもパートナー集めに苦労されていたのが印象

に残りました｡そして､様々な課題はありますが､いつまでも視覚障害者がスキーを続けるこ

とができて､また､多くの人たちに楽しいスキーが広がっていけたらと思いました｡ 
 懇親会にも参加させていただき､アットホームな雰囲気で､会員でなくてもとても居心地が

よく楽しかったです｡しばらく参加されていなかった方へのインタビューも､微笑ましく感じ

ました｡私にもマイクが回ってきましたので｢どこかのスキー場を貸し切って､各地のブライ

ンドスキークラブが大集合して滑れたらいいですね｣と､ある方が言っておられた言葉を紹介

させていただきました｡ 
 今回のサロンをきっかけに､また情報交換や交流の機会があるといいですね｡準備など大変

だったかと思いますが､この後の北海道ツアーもどうぞ楽しんできてください｡どうも､あり

がとうございました｡ 



富山三つ星山の会 
事務長 

桐井 英志 
 この度は貴クラブ３０周年記念事業「サロン」に参加させていただき、ありがとうござい

ました。誘導法や課題など非常に有意義な情報交換と競技に関する啓発理解の機会となり、

また、関係する皆様方と貴重なる交流を図らせていただきました。特に、拡声器利用による

誘導や、当会は地元での日帰り行事ですがツアーを組まれる他団体の積極的な活動状況など

当会会員に報告、大変に参考、刺激となりました。ここに改めて、貴クラブ３０周年そして

その素晴らしい伝統に対し、心からの敬意と祝意を表します。             

 また、今行事開催にあたり、数々の懇切丁寧なる御配慮に対し厚く御礼を申し上げます。

誘導に関し差異のない当会の取り組みを自信としつつ、貴クラブの同一負担等の運営に学び

パートナー不足をはじめ抱える諸課題の共通性を理解し、今サロン一員に加えていただいた

ことを誇りとして、より一層、発展へ尽力したいと考えます。今後とも末永く交流いただけ

るよう宜しくお願い致します。 
 

かながわブラインドスキークラブ 
シンポジウムブラインドパネラー  

藤田 功三 
３０周年シンポジウムを終えて！ 

 
 ２０１５年１０月３日(土曜日)多くのブラインドスキー仲間が集った｡以前より､総会や役

員会の時などで､｢同じようにブラインドスキーをやっているグループと､交流を持ちたいね｣

と言う話はあったのです｡ それが､クラブ発足３０周年と言う機会に実現したのです｡ 
 １０月３日の午後､神奈川県ライトセンターに多くのスキー仲間が集いました｡ＴＡＢＳ､

シー・ハイル､だいすきー､遠くは富山から三つ星山の会の皆さま､そして久しぶりの懐かしい

かながわブラインドスキークラブのブラインドと晴眼者！ 
 各グループのお話では､発足の経緯､運営方法､何処のスキー場で？費用は？誘導の仕方な

ど､今後かながわブラインドスキークラブで参考になる話もいろいろあったのでは？ そし

て､共通の悩みとしては､高齢化､晴眼パートナー不足ですね｡とても有意義な交流だったと思

います｡これを機会に連絡を取り合い､より良いブラインドスキーが続けられるといいですね

｡最後になりましたが､この素晴らしい会を成功させてくれた､サロン実行委員会の皆様のご

苦労に心より感謝いたします｡ 
 

かながわブラインドスキークラブ 
岩鞍スキーツアー実行委員長 

西川隆之 
サロンに参加して 

 
 ひとりの参加者として､このような機会をご提供いただきましたこと､改めて御礼申し上げ

ます｡本当にありがとうございました｡ 
 シンポジウムでは他BS団体の組織運営やツアー運営等について知ることができ､また､懇

親会では意見交換を通して､ツアーにおける課題への対案等についての情報共有ができまし

た｡私自身､大変有意義で楽しい時間を過ごすことができました｡ 



 ３０周年記念行事の企画において､懇親会の開催のみにとどまらず､他BS団体とのシンポ

ジウムの実現という大きな目標を掲げ､２年半という長期にわたってご準備をなされたとお

聞きしております｡ 
 このような大きな企画を実現するにあたっては､実行委員会全体で何度も困難に立ち向か

い､企画に携わった方お一人お一人に想像を絶するご苦労があったとお察しします｡ 
 しかしながら､それらも一致団結した実行委員会の底力で乗り越え､当日の運営､司会進行､

参加者受付/誘導､移動､会場設営/片づけ､全てにおいて各ご担当者の方”がご自身の役割を完

璧にこなしたことで､サロン企画大成功というクラブ設立初めての快挙を達成したのではと､

個人的には思います｡本当に｢クラブの発展｣につながる行事だったと思います｡ 
 これからはツアー実行委員会において､本格的に両ツアーの実現に向けて取り組んでまい

りますが､役員会とも連携しながら､｢安全で確実な両ツアーの実現｣を目指し頑張っていきた

いと思います｡ 
 本当にありがとうございました｡今後ともよろしくお願いいたします｡ 
 
 

Ⅱ．きずな30実行委員会報告 
 

高野和男 
きずな３０実行委員会では､３０周年記念イベント『サロン』へのデータ支援､ホームページ

の更新､創立３０周年記念誌電子版の作成を進めてまいりました｡『サロン』での対応は無事

終了し､ホームページ関連では､サーバーの変更で容量も１００GBとアップし､URLは変更

なくデザインを一新しました｡変更作業は最終段階となり､現在データ・写真の追加を行って

います｡今後の作業は､収集した情報を元に､記念誌電子版の作成とホームページの継続的な

管理について検討いたします｡ 
 
 

Ⅲ．30周年記念ツアー実行員会報告 

 
ツアー実行委員会 矢部健三 

15～16シーズンの準備が着”と進行！ 
今年度はクラブ設立30周年を記念して､1月30日から2泊3日で岩鞍ツアー､2月27日から2

泊3日でキロロツアーと､2回のツアーを実施いたします｡詳細は別紙をご参照ください｡ 
今年も参加申し込みを1月2月の両ツアー､一括で行います｡昨年と日程が若干異なりますの

で､十分ご注意ください｡一人でも多くの方のご参加をお待ちしています｡ 
 



 

Ⅳ．座談会・忘年会のお知らせ 

 
クラブ役員会 企画担当 

日 時：平成２７年１２月６日(日)１４：００～１６：３０ 
受付開始は１３：３０ 
場 所：ライトセンター ２階第１講習室(Ａ・Ｂ) 
 

今年１２月の研修会は､クラブ創立４０年に向って､これからのかながわブラインドスキ

ークラブについてみんなで話し合い､情報を共有する対話形式の座談会を開催します｡ 
１０月に行われた､３０周年記念事業サロン第１部のシンポジウムの中でも､各ブラインドス

キーの団体ととても興味深い話し合いと情報共有が行われました｡ 
参加された方は､今まで以上にクラブの活動に参加してみたいと思ってみませんでしたか？ 
最近は､あまり活動に参加されていなかった方｡今回の企画で再デビューするチャンスです！ 
当日は､各５～６人のグループに分かれて､企画係から提案したテーマにそって話し合い､各

グループごとに話し合った内容を発表してもらいます｡ 
皆さんのちょっとした一言や､アイディアがこれからのクラブの活動の原動力になるかもし

れません｡ 
堅苦しくなく､気楽にわいわいがやがやと意見交換ができればと思っています｡ 
多くの方の参加お待ちしています｡ 
また今年も研修会終了後に二俣川で忘年会を開催します｡ 
会場：だんらん炎 045-360-8010  会費４０００円 
こちらもぜひご参加よろしくお願いします｡ 
 
研修当日の連絡先：小林 
 
【研修会・忘年会の出欠について(はがき・メール)】 
①    研修会・忘年会の両方出席 
②    研修会のみ出席 
③    忘年会のみ出席 
④    研修会・忘年会ともに欠席 
いずれかを選び返信してください｡申し込み締め切りは１１月２１日です｡ 
 



 

 Ⅴ．JRPSからのお知らせ  

 
【JRPSユース部会スキーツアーへのご協力のお願い】 
クラブ晴眼会員の方々へ 
JRPSユース部会員の愛知県の竹内和沙です。いつも大変お世話になります。 
本日は、2016年2月13日・14日に開催いたしますJRPSユース部会スキーツアーへのご協力

をお願いしたくご案内いたします。 
今年度もまたJRPSユーススキーツアーを開催したく、ぜひクラブ晴眼会員の皆さまにご協

力をお願いできればと思いご連絡させていただきました。 
【１】 2015年度ユーススキーツアー概要 
■日程  ： 2016年2月13日(土)～2月14日(日) 
■行先・宿泊先： 岩原スキー場 ホテルアルパイン(新潟) 
■交通手段： 往復新幹線(土曜朝東京発、日曜20時頃東京着) 
■参加人数： 晴眼20名、ユース10名目標 
■参加費 ： ￥25､000円前後 

【２】 参加申し込み 
ご参加いただける方は、かながわブラインドスキークラブ事務局へご連絡下さい。 

【応募締切】2015年12月20日(日) 
 
参加希望をいただいた方々へは、応募フォームと別途詳細をご案内いたします。 
たくさんのご参加をお待ちしております。 

2015年度ユーススキーツアー実行委員 竹内和沙 
 
 

 Ⅵ．事務局からのお願い  

 
クラブ設立30周年記念｢きずな３０｣実行委員会ではこのほどクラブのホームページ｢声の

きずな｣をリニューアルしました｡ 
ホームページのURL〔http://kanagawa-blindski.com/〕は変更ありませんが､問い合わせ先

を含むクラブ事務局のメールアドレスをホームページに記載のメールアドレスに変更いたし

ます｡ 
今回のクラブニュースメール版送信者は従来のYahooメールアドレスで送信いたしますが､

次回からは新しいアドレスでお送りいたします｡ 
クラブ会員の皆様にはアドレス帳の修正用に､逐次新アドレスへの変更依頼メールをお送り

いたしますので受信確認メールをお送りくださるようお願いいたします｡ 
なお､来年の総会までは新旧両方のアドレスで受信できるようにしておきます｡ 
以上よろしくご協力お願いします｡ 
 
かながわブラインドスキークラブ事務局 
白崎正彦 



2015 年 11 月 1 日 

2015 年度スキーツアー実行委員会 

22001166 年年 11 月月・・22 月月ののススキキーーツツアアーーののごご案案内内！！ 

 

立冬の候、クラブ員の皆様におかれましては、ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。 

さて、皆様もご存じのように当クラブは本年 8 月 18 日に、創立 30 周年を迎えました。そこで、今シーズ

ンのスキーツアーは 1 月末に恒例の岩鞍スキーツアー（群馬）と、2 月末に創立 30 周年記念ツアーとして、

北海道・キロロスキーツアーを実行委員会にて企画いたしました。 

どちらのツアーも良い思い出になるよう、思いっきり滑って楽しみましょう！ぜひふるってご応募ください。 

 

参加ご希望の方は、本紙と同封の「返信用ハガキ」または「返信用メール」にて、２回のツアーとも 11 月

22 日（日）必着でお申し込みください。 

※予約など手続きの都合上､不参加の方もハガキもしくはメールで必ずお返事ください。 

 

ツアーに参加希望の方は、同封いたしました返信用ハガキ／メールの以下のような項目に洩れなくご

記入ください。 保険加入のための必須事項が含まれておりますので、お手間をとらせて恐縮ですが、

よろしくお願いします。 

住所・氏名・電話番号・携帯番号・生年月日･ブラインドの方のみ：障害者手帳第 1 種、または第 2 種

ツアー中の（留守宅）連絡者・本人との続柄・その方の電話番号・レンタルスキーの希望（希望する場

合は、足のサイズと身長 ）。 

 なお、保留の場合は参加、不参加の決定時期を必ずご記入ください。 

 

 

☆問合せ先 

【お問合わせ（1 月・2 月共通）】 

事務局まで 
 

【1 月岩鞍スキーツアー担当】 

西川 

【1 月岩鞍スキーツアー会計担当】 

福原 
 

【2 月北海道・キロロスキーツアー担当】 

矢部 

【2 月北海道・キロロスキーツアー会計担当】 

市川 
 

【1 月・2 月共通の実行委員】 

射場、太田、志村、高野、豊田 

 

裏面にスキーツアー概要があります 



【2016 年 1 月の岩鞍スキーツアー概要】  

☆日程     2016 年 1 月 30 日（土）朝出発～2 月 1 日（月）夜解散 

☆行先     ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場 

☆宿泊先   ロッジ かぶらぎ 

住所：〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出 2609-201 

TEL:  0278-58-7788    FAX: 0278-58-7194 

URL： http://www.ozeiwakura.com/kaburagi/ 

☆交通手段 横浜市福祉バス（予定） 

☆定員   35～40 名程度  

（原則として先着順ですが、ブラインドの応募が多い時は抽選になる場合があります） 

☆参加費       32,000 円前後 

（交通費、宿泊費、２朝食、２夕食、リフト券３日分、保険料、懇親会経費、雑費） 

                                       

【2016 年 2 月の創立 30 周年記念 北海道・キロロスキーツアー概要】  

☆日程     2016 年 2 月 27 日（土）朝出発～29 日（月）夜解散 

☆行先     北海道・キロロスノーワールドスキー場 

☆宿泊先   シェラトン北海道キロロリゾート 

住所：〒046-0593  北海道余市郡赤井川村常盤 128 番地 1 

TEL:  0135-34-7111   FAX: 0135-35-3104 

URL： https://www.kiroro.co.jp/jp/winter/ 

☆交通手段 羽田空港より飛行機とスキー場直通バス 

☆定員   25～35 名程度  

（原則として先着順ですが、ブラインドの応募が多い時は抽選になる場合があります） 

☆参加費       60,000 円前後 

（交通費、宿泊費、２朝食、２夕食、リフト券３日分、保険料、懇親会経費、雑費） 

 

【1 月・2 月ツアー共通の ツアーコンセプト】 “心も身体もまずコントロール～みんな大人なんだから～” 

・心のコントロール  ： はやる気持ちを少し抑え、スピード抑えてコントロール！ 

・身体のコントロール： 歳と体力を認識し、安全技術でコントロール！ 

・追伸コントロール  ： 健康第一、飲み過ぎ、吸い過ぎコントロール！ 

（スピードは控え目に抑え、自己のスキー技術がアップすることを楽しみとしましょう！） 

 

 【1 月・2 月ツアー共通の注意点】 

・晴眼者の方は保険証・運転免許証などの生年月日のわかる物、ブラインド

の方は必ず障害者手帳をご持参ください。 

・お申し込み後のキャンセルについては、キャンセル料が発生いたしますので、

予めご了承のうえ、速やかにお申し出くださいますようお願いいたします。 

・キャンセル料については個別にご連絡いたします。 

・参加者には後日、詳細な日程等を送付いたします。 



1 
 

スキークラブニュース 2016 年 4 月号 

 

今年もゲレンデの雪と桜の花が交代する季節になりました｡３０周年も無事に１年間が過ぎ､

皆さんのご協力によりそれぞれのイベントが成功の裡に終わりました｡この場をお借りして御

礼申し上げます｡今回は､１２月のイベントと岩鞍ツアーの報告を中心にお届けします｡ 

 

 

 Ⅰ．研修会と忘年会開催  

 

担当：企画係 O.M. 

 

今回の研修会は対話形式の座談会で､これからの神奈川ブラインドスキークラブについてみ

んなで話し合い､情報を共有することを目的に 12 月 6 日(日)ライトセンターで開催しました｡ 

参加者は､20 名(ブラインド 10 名､晴眼 10 名)でした｡ 

座談会は 5～6 名のグループが 3 班に分かれ､決められたテーマに沿って自由な意見を出し

合い､グループごとに話し合った内容を発表して､全体の意見交換を行いました｡ 

みなさん､さすがこのクラブのメンバー｡いきなりのテーマ発表と､グループ分けでしたが積極

的に話し合いに参加していただき､大変盛り上がりました｡  

今まで､知らなかった会員の特技や趣味｡直ちに実行可能な事業や楽しいアイデア｡ 

31 年目から実施したい事業｡3 年から 5 年及び 10 年後のクラブを考えた活動など､多彩な

内容の話し合いをすることができました｡ 

 

とてもすべて紹介することができませんが､ 後にメモとして記載されたものを少し紹介した

いと思います｡ 

【テーマ 1】あなたのスキー以外の得意なものを教えてください｡ 

ギター､コーラス､カラオケなど音楽系の趣味を持っている方が複数おら

れるようです｡ 

O.M.：忘年会やイベントでその特技をぜひ披露していただけると助かり

ます｡ 

そのほかにもスポーツ系の趣味､解説することが得意､ハザードマップを

読める､パソコンが得意､バルーンアートが作れるなど｡ 

O.M.：皆さん多彩な趣味を､お持ちですね｡ 

【テーマ 2】あなたは今日からスキークラブの宣伝部長になりました｡ 

新規会員を増やすことが目的です｡アイデアを出してください｡ 

ユーチューブ､ＳＮＳを活用する｡クラブのページを同時に拡散する｡大学スキー連盟､地域の

社協､他のスキークラブに働きかけ､パートナーとして来てもらう｡ 
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O.M.：今から取り掛かれるのではないかと思われる内容もありそうですね｡ 

【テーマ 3】31 年目のスキークラブであなたは､どのようなクラブにしたいと考えていますか｡ 

小さなイベントや､スキーフェスティバルを企画したい｡高齢化やツアーに行けないけどイベ

ントなどに一緒に行きたい｡接点を持っておきたい人の居場所を作る｡ポールスキー､スノー

シューなどもしてみたい｡ブラインドから意見を出してほしい｡雑誌などのスキーの情報がほ

しい｡ 

O.M.：今後の役員会､実行委員会で検討して色々できそうですね｡ 

研修会終了後は､二俣川だんらん炎 で恒例の忘年会を 16 名が参加して行いました｡ 

座談会の時以上にアルコールも入って､舌が滑らかになり多い実盛り上がりました｡ 

 

今回の座談会を通して企画係としてもとても参考になる意見が､ありましたので今後のイベ

ントの企画に生かしていきたいと考えています｡ 

また今回残念ながら参加できなかった方､ 近ちょっとクラブの活動からご無沙汰になって

しまっている方､今後も企画係では､皆さんが家族や友達と一緒に楽しんでもらえるイベント

を考えていますので､ぜひ参加よろしくお願いします｡ 

 

以上､座談会と忘年会の報告でした｡ 

 

 

 Ⅱ．岩鞍ツアー開催‼  

岩鞍ツアー報告(実施日：1 月 30 日(土)～2 月 1 日(月)) 

岩鞍スキーツアー実行委員長  N.T. 
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例年 2 月中旬に開催していた岩鞍ツアーについては､今年度は 30 周年のキロロツアーとの開

催時期の兼ね合いにより､1 月末に開催いたしました｡ 

今年の岩鞍ツアーにおいては､ブラインドが 15 名(うち新人 2 名)､パートナーが 25 名(うち新

人 3 名)､小学生が 3 名の合計 43 名のツアー でした｡例年より新人の方も多く､パートナーが

不足していることに加えて､ツアーに参加した実行委員 6 名のうち､晴眼実行委員が 3 名と､運

営面で大変 厳しい中での開催となりました｡ツアー事前準備において､実行委員会内でも､安全

面､ツアー運営面等においてトラブルが発生しないか等､開催にあたっての不安要素が多くあ

り､どのように対応していくか頭を悩ませていたことを覚えています｡しかしながら､今年のツ

アーから取り入れました､参加者皆さんに協力いただきツアー中の具体的な運営上の｢役割｣を

担っていただくことで､実行委員会の負荷分散､人員不足による多くの運営面の課題を克服する

ことができました｡参加者皆さまのご協力により､今年のツアーを無事乗り切れたと､ツアー終

了後には実行委員会一同大変安堵しました｡ 

来年以降のツアーにおきましても､今年のよいカイゼンを継続的に取り入れ､ブラインド､パー

トナー参加者の皆さまに同じような形で､ツアー中 の多様な場面でご協力いただきながら､来

年度もよりよいツアーを開催できるようにしていきたいと思います｡ 

来年もどうぞよろしくお願いいたします｡ 

 

岩鞍ツアー参加を振り返って(T.T.) 

 

今年度初めてツアーに参加しました竹内と申します｡ 

 

昨年 12 月に S.M.さんに紹介いただき､忘年会から初

めて参加し､岩鞍ツアー､キロロ両ツアーに参加させ

ていただきました｡私も弱視のブラインドで長年スキ

ーに携わっていますが､今回初めてブラインドスキー

という新しいスポーツに触れることができ､改めてス

キーの 楽しさ､本当のスキーを知ることができた気

がしました｡ 

 

見るもの､聞くものすべてが新鮮であり､ブラインドのサポートはこのように声掛けとパートナ

ー同士の連携でサポートして､見えない人の滑走を 実現するのかという感動を覚えました｡今

回のツアーにおいて､楽しく三日間過ごすことができたのは､実行委員皆さまのご配慮やご苦労

があったからと感謝しています｡ 

来年はブラインドの実行委員の立場として少しでもお手伝いできればと思います｡ 

ありがとうございました｡ 
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 Ⅲ．JRPS ユースツアーにも参加  

 

今年も JRPS ユース部会主催のスキーツアーに会員が参加しました｡お礼のメールを頂きま

したので､皆さんにもお知らせします｡ 

 

神奈川スキークラブの皆様・実行委員の皆様・ご参加された皆様 

 

 お疲れ様です｡先月のユースブラインドスキー企画に参加させていただきましたユースの

M.Y.と申します｡ 

 

 大分気温も暖かくなってきましたが皆様いかがお過ごしでしょうか？さて､遅ればせながら

ではありますが一言お礼をと思いご連絡させていただきました｡ 

 私は幼少期より母から｢他人に迷惑をかけてはいけない｣と教えられてきました｡そのため本

企画に参加表明をするにあたり､母の教えに反するのでは？といった気持もありました｡ 

 日常生活でも一人で完遂できないことは人に頼らず諦める､もしくは代替案で妥協するとい

った行動パターンになりがちです｡ 

 しかし､企画に参加して｢迷惑をかけている｣と考えることはパートナーの方に大変失礼なこ

とだと思いなおしました｡パートナーの方々のご厚意に感謝の気持ちを持って全力でスキーを

楽しむ､これが一番なのかなと思いました｡ 

 視覚障害者に理解のある方々が 20 名近くいらっしゃったこと､その事実だけでも本当に嬉

しくて､世の中捨てたものではない！とあらためて思いました｡ 

 そして､二日間皆様のおかげで全力でスキーを楽しむことができました！初スキーではあり

ましたが､靴の履き方・スキー板のはめ方・ストックの持ち方・プルーク・ターンの方法､丁寧

に教えていただきました｡そしてこけながら絶叫している私に集まってくださった皆様､大変お

騒がせしました｡(笑い) 

 一日目はトップを持っていただかないとこけてしまう状態でしたが､二日目にはある程度滑

れるようになり､｢目の悪い私でも滑れるんだ！こんなにスキーって楽しいんだ！｣と感動しま

した｡本当にありがとうございました｡ 

 実行委員の方々も､パートナー募集や新幹線の手配､当日の運営等々 ご準備いただきありが

とうございました｡ 

 パートナーの皆様のご厚意､実行委員の働きあっての企画ですが､また来年も参加できれば幸

いです｡ 

 末筆ながら､皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます｡ 
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Ⅳ．ネイチャースキーに参加しました 

ネイチャースキーに参加して 

T.S. 

 初めてこのツアーに参加した T.S.です｡ 

 ネイチャースキーって何？､恥ずかしながらなにも知らないまま｢たのしいわよ｣と言う言葉

に誘われて天理ビル７時半発のバスに乗りました｡ 

 裏磐梯国民休暇村に到着後宿舎前で初心者のクロスカントリースキーのレクチャーを受けま

したがアルペンしか知らない私は､軽くて細いスキー板とスニーカーのような頼りない？靴に

ビックリ！｡そして靴先しか固定されないまるで平均台に立ったような不安定さにもちょっと

尻ごみしましたが､こわごわ雪面の溝にスキーをはめこんで歩き始めました｡ 私の認識ではク

ロカンというのはスキーをはいて歩くのだとおもっていたのがさにあらず､スケーティングし

て滑るのだと知り又々ビックリ！両足で滑るのは下り斜面だけで後は片足加重で滑るので､な

れないうちはとても不安定でした｡それでも翌日は､時々脱線しましたがサポーターの適格な言

葉にサポートされて３キロコースを楽しく往復滑ることができました｡ 

 午後からはちょっと欲張ってスノーシューに挑戦させていただきました｡ 

 まるで巨大なわらじのようなかんじきをはいて雪上を歩くと 急な坂も楽々上ったり降りた

りできるのには感動してしまいました｡ 

 

 五色沼３キロコースをゆ

っくり歩きながら静寂の中､

小鳥の声や沼にながれ込む

川のせせらぎの音にとても

心和むおもいでした｡毘沙門

沼のエメラルドグリーンの

向こうに磐梯山の南斜面を

遠望する景色を楽しんだり｡

微妙に変わる沼の色にため

息をついたりもしました｡ 

 すっかり葉を落とした広

葉樹林の明るい雪面にたぬ

き？や野ウサギや三本指の鳥の足跡をあちらこちらにみつけたり､赤い木の実をたくさんつけ

た木を見つけたりと､想像力をかきたてられる説明を聞き､体中で裏磐梯の自然の美しさを満喫

しました｡ 

 全員揃って無事ゴールインした時は､心地よい疲労感とともに充足感できっと全員満面の笑

みが浮かんでいたとおもいます｡ 

  終日は夜半から降りつづいたフワフワの雪の上を､新しい踏み跡を残しながら急斜面を上

ったりお尻で滑りおりたり､クロカンチームが下りの斜面で健闘するのをながめたりしながら



6 
 

合流した後､ワインで乾杯しました｡ 

  宿の温泉に朝夕つかり 美味しいバイキングをたくさんいただいて､ちょっときつくなった

ウエストをきにしながら楽しいネイチャースキーはあっという間に終わりました｡ 

 何もかも初体験でしたが新鮮でワクワクした三日間でした｡このような楽しいツアーを企画

してくださった実行委員の皆様並びにサポートしてくださった方々に､心から感謝いたします｡ 

 特にスノーシューでの散策は､雪の無い時よりもゴロゴロ石も木の根も､雪が優しくおおって

くれるのでブラインドにはとても歩きやすくて､天候さえゆるせば大変適したスポーツだと思

いました｡来年のツアーが今から楽しみです｡ 

 来年はスキー？それともスノーシュー？迷っちゃうｳ 

 

 

 Ⅴ．2016 年度総会と懇親会のお知らせ  

 

日 時 ： 2016 年 5 月 15 日(日) 14：00～17：00 

会 場 ： 神奈川県ライトセンター 2 階 第 1 講習室ＡＢ 

内 容 ： 

＜議事＞ 

1．2015 年度  事業報告・決算報告 

2．2016 年度  事業計画・予算案 

3．役員改選 

4．その他 

＜意見交換＞＊ 

 

総会終了後の懇親会は今年も二俣川駅から 3 分､試験場へのバス通りに面した松屋の 4 階 

｢団欒炎｣(045-360-8010)で会費 4000 円を予定しています｡ 

 

注意；総会出欠席の回答について 

① ニュースの点字版・墨字版の方は同封した返信回答ハガキで回答をお願いします｡ 

② ブラインドの総会回答のハガキは表面の下側に回答者の住所・氏名を書き込んだシールを

貼って有ります｡ハガキ下表面(宛名の書かれた面)の左角に直径 5 ミリの穴が空いていますの

で､その穴を左下にして右上の対角線上の角が総会と懇親会の両方に参加する方､左上が総会だ

けに出席する方､右下が懇親会だけに参加する方として､1 センチ程度斜めに切り取ってくださ

い｡総会に欠席される方は出欠回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただければ議長に対

する委任状とさせていただきます｡ 

③ 晴眼者は回答ハガキに氏名と通信欄に必要事項を記入ください｡ 

 

毎年回答はがきの返信が少なくて､苦慮しています｡返信にご協力ください｡ 

同封の出欠回答ハガキは 4 月 30 日までに投函ください｡ 
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 Ⅵ．朝日新聞の会員募集記事について  

 

今年の 1 月 15 日朝刊に｢視覚障害者スキ

ー 求む伴走の健常者｣と言うタイトルで

会員募集の記事が掲載されました｡これを

合わせて 1 月 17 日と 23 日にライトセン

ターで説明会を行うと共に個別も含め､計

12 名の方に入会説明を行った結果､現在 8

名の方から入会申請をいただきました｡す

でに岩鞍ツアーや JRPS ユースのツアーに

参加した方も居られます｡ 

新しい仲間としてご活躍いただけることを

期待しております｡ 

(墨字版には記事を添付します) 

 

 

 Ⅶ．会計からのお知らせ  

 

2016 年度より､会費が従来の￥2,000－に戻ります｡振込は下記にお願いいたします｡な

お､2014､2015 年度の会費が未納の方は､今回振込用紙を同封させていただいていますので､

お手数でも 5 月 30 日までに入金をお願いします｡入金の管理には厳重を期していますが､記録

の間違いや､この連絡の前に振込まれた場合にはどうかご容赦ください｡ 
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 Ⅷ．事務局からのお知らせ  

 

＊メール配信について 

現在クラブニュースを点字版及び墨字版をご利用の方で､メール版への変更を希望される方は

回答はがき表面の下半分の部分に直径 1～2 ㎝程度の○を書いて返信ください｡ 

現状のままで良い方はの○を書かずにご返送ください｡ 

 

お問い合わせは直接事務局宛にお電話をお願いします｡ 

 

 

 

 Ⅸ．３０周年記念Ｔシャツの販売について 

 

 この度、３０周年を記念して作成しましたＴシャツはたくさんの方々にご購入いただき 

ありがとうございました。現在4 枚の在庫があります 

 オリーブ   Ｌ  １枚 

       ＳＳ  １枚 

 イエロー   Ｌ  １枚  

        Ｓ  １枚 

もし注文したのにまだお手元に届いていない方がありましたらご連絡をお願いします 

また、更に追加注文も受け付けます（５枚以上で注文可能です） 

 

   連絡先  Ｔシャツ担当 S.Y. 

 

 

 

 

『クラブニュース編集･発行』 

  発行責任者 ： S.S. 

  広報 Team : F.Y.  K.Y.  T.K.  S.M. 



２０１６年 ７月号 

今回は「クラブ活動協力調査票」と「ハガキ」を同封しています。 

ハガキにて「夏のイベント・懇親会の出欠」および「クラブ活動への協力可能番号」をお知らせください。 

 

Ⅰ 第３２回 クラブ総会開催報告  

30 周年という節目の年を成功裡に終え、 “全員参加のクラブ運営の推進“を確認しました。総会議案書、

一般活動報告書及び総会議事録をもとに以下に報告します。 

【日時】 2016 年 5 月 15 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 第一講習室 

【参加者】 出席 26 名 委任状 27 名 計 63 名 

 会員総数 89 名 会則 12 条より半数以上出席で総会成立。 

 議長：I.K. 書記：T.M. 

【議題】 

１、 第一号議案：2015 年度一般活動報告 決算報告 

≪一般活動報告≫ 

１. ２０１５年度定期総会・並びに懇親会の開催 

〇総 会 

 日 時  ２０１５年５月１７日（日）14:00～17:00 

 会 場；神奈川県ライトセンター、  

 出 席；３６  委任状；３１  会員数；９７  総会成立 

〇懇親会 ；団欒 炎(二俣川)  参加者１７名 

２. 役員会の開催 

 ①7/5 ②9/5 ③10/31 ④12/6 ⑤1/11 ⑥3/21 ⑦4/9 全７回開催 

 ①②③④⑦は会場ライトセンター、⑤⑥は会場県民センター、①③⑦は午前中に「クラブニュース発送」 

 延べ参加者は７２名 

＜報告詳細（一般活動報告書より）＞ 

 役員会は年間計画に基づいて 7 回開催し、監査役、スキーツアー実行委員会の代表者、30 周年記念事業

実行委員会の代表者（役員兼務）にも参加いただき、情報共有を図りました。また、本年は 30 周年記念事

業が加わりその進捗状況等の報告事案も多かったため、開催にあたっては事前に報告・検討事案を決め、効

率的運営を図り、且つ議論を深めることに努めました。以下に本年度の懸案事項について報告します。（詳

細は議事録参照） 

●未納者対策 

 逼迫するクラブ会計のなかで本年は 30 周年を迎えて記念事業を行うこととなったが、その対策として年

会費を 2014 年度と 2015 年度の二年間のみ 2000 円から 4000 円としクラブ運営を行なってきた。その年会費

変更にあたっては、これまでも徴収が困難だった 2013 年度以前の未納分者分については再請求を行なわず、

2014 年度より会計をリセットしてスタートさせた。それら経緯を踏まえ、2014、2015 年度の会費未納者に

対し、どの年度から納入を促すかを議論した。その結果「2014 年度、2015 年度の会費未納者に対し、それ

ぞれの年度の全額を徴収する」との結論に至った。未納者へはクラブニュース 4 月号送付に合わせ請求書



（5/30 納付期限）を郵送した。 

●会計健全化 

 クラブ会計は年会費納入実績が会員の 60％程度に低下するなか、支出の大半を占める交通費などの固定

費に変化がないため予備費への依存が増え、余剰金も減少傾向にある。健全化への対策が急務となっており、

イベントやツアーの費用回収法、交通費支出の低減策などを議論した。しかし、具体的な対策実施には至ら

ず2016年度への継続事案とした。2016年度への引継にあたっては役員数減とサポーター体制を提案します。 

●新規入会希望者の枠組み／基準 

 枠組みとして下記事項を基準に進めることとしました。 

・ブラインドの新規入会は“クラブ説明会の参加”と“役員会の承認”を必須とする。 

・役員会承認にあたってはブラインド、晴眼者ともに生活年齢を考慮した判断を行う。 

・新規入会者の当該年度のスキーツアー参加も考慮し、説明会と役員会承認はスキーツアー申込〆切前に行

う。 

・晴眼者については上記の限りではないが、クラブ説明会参加を促す。 

・秋のイベント以降の新規入会者は入会年度の“次の年度”から会費を納入する。 

●役員業務の負荷分散 

 30 周年事業の実施年でもあり業務負荷が懸念されたため、年度初に役員会業務を洗い出し、担当業務を

明確にしてスタートしました。しかし、役割の兼務、個々人の日常業務の多忙さなどもあり、コミュニケー

ション不足は否めませんでした。今後はクラブ創設期に立ち返り、全会員が会の運営に参加出来る（する）

組織にする必要があります。会の仕組みから見直し、検討していくことが求められます。 

●世代交代 

 これまで、ブラインド・晴眼者ともに新規入会者が少ない状況もあり、クラブ会員の高齢化が急速に進ん

できました。しかし、ここ数年、中間年代層の会員の活躍は著しく世代交代の好機と捉え、役員の交代期の

2016 年度を機に、世代交代の第一歩を踏み出します。 

●その他 

 今年度、役員会にスキーツアー実行委員会の代表者に参加してもらいました。参加メンバーからは「役員

会の話し合いは時間が長い」「ツアー関連のピンポイント情報を話してもらえる方が分かりやすい」「役員会

議事録等がどの程度読まれているか疑問である」「誰に届ける情報なのか明確にするようにメーリングリス

トの宛先などの確認が必要である」等の感想・意見をいただきました。当初の狙いであった実行委員会と役

員会の情報共有については、次年度以降も改善していく必要があります。 

３．夏季イベント｢楽しく歩いてトレーニング｣開催 

 開催日 2015 年６月 6 日（土）9:30～15:00 

 場  所 よこはま動物園ズーラシア 

 参加者 ブラインド８名 大人１５名 小中学生１０名 計３３名 

４．シーズンイン研修会「座談会」と忘年会 

 開催日 2015 年１２月 6日（日）14:00～17:00 

 会 場 ライトセンター 第 1講習室 

 参加者  ブラインド 10 名､晴眼 10 名   計２０名 

 終了後忘年会  団欒 炎  １４名参加 

５．岩原研修スキーツアーの試行 

 開催日 2016 年１月 15～17 日（金土日） 

 会 場  岩原高原スキー場 

 参加者 ブラインド 3 名 晴眼 6 名 



 岩原スキー場で、パートナー研修ツアーを実施しました。 

６．岩鞍スキーツアー 

 開催日 2016 年 1 月 30 日～2月 1日(土日月) 

 会 場 ホワイトワールド岩鞍 

 参加者 ブラインド 16 名 晴眼 24 名 小学生 3名 合計 43 名 

７．体力アップ教室 

 毎月第２日曜日 １０時から１２時 年間計画として設定 

 現在、晴眼のクラブ員は視覚障害会員の介助者として２名まで施設の同時利用が可能 

８．「クラブニュース」の発行 

 ２０１５年度は７月、１１月、１６年４月に３回発行しました。 

９．新規会員募集 

 ブラインドスキーサミット 2015 やシーズンイン研修会の新聞取材もあり１２名が説明会を受け１０名の

方が新規登録の意思表示をしています。 

１０．他団体への協力 

 ２０１６年２月１３・１４日にＪＲＰＳユース部会企画実施のスキーへクラブ会員１４名が協力しました。 

 

≪一般活動 決算報告≫ 

 

 

≪質疑応答≫ 

第一号議案について 

Ｑ：岩原研修スキーツアーの試行とあるが、どのような成果があったのか？ 

Ａ：岩原スキー場でパートナー研修ツアーを実施しました。第一日目の午前は見学、午後は実習、夜はグラ

スを傾けながらの座学。受講生には、パートナーとして注意すべき、滑走前、滑走中、滑走後の事項につい

て具体的に学んでいただきました。二日目は、受講生、講師、ブラインドが 3名 1組で、前日の研修内容の

復習として自由滑走を行いました。 

 経験豊富な会員のノウハウを伝授できた。 

Ｑ：通信費の差異の理由は何か？ 

Ａ：メールが増えて郵送が減った。在庫の切手、封筒を使用した。 

 

費目 予算 実績 差異(△：減) 備考
繰入金-① ¥45,398 ¥45,398 0
年会費 ¥120,000 ¥154,000 34,000 ①
雑収入 ¥0 ¥66,971 66,971 ②

小計 ¥165,398 ¥266,369 100,971
通信費 ¥30,000 ¥7,260 △ 22,740 葉書､切手代
事務費 ¥9,000 ¥6,949 △ 2,051 封筒､点字印刷費等
交通費-A ¥85,000 ¥75,500 △ 9,500 役員交通費
交通費-B ¥24,000 ¥24,000 0 実行員会交通費
広報費 ¥10,000 ¥10,000 0 HP費用
その他 ¥7,398 ¥4,080 △ 3,318 県民センターレンタル料等

小計 ¥165,398 ¥127,789 △ 37,609
138,580

① 15年度 74名：\148.000､14年度 3名分：\6.000
② 預金利息、伊藤信三氏寄付など

収入

支出

総合計



２、 第二号議案：30 周年記念事業報告 決算報告   

≪事業報告≫ 

１．３０周年記念行事 「サロン」 

第１部「ブラインドスキーサミット２０１５」 

 日 時： ２０１５年１０月３日(土) １３：００～１６：００ 

 場 所： 二俣川 ライトセンター 第一講習室Ａ・Ｂ・Ｃ 

 参加者： 総計５９名 

 [Ｂ：２０名､Ｓ：３９名(うち､外部団体 Ｂ：7名､Ｓ：6 名)] 

 ＊他に神奈川新聞､毎日新聞(点字毎日)の報道取材 ２名 

第２部「懇親会」 

 日 時： ２０１５年１０月３日(土) １８：００～２０：３０ 

 場 所： 桜木町 横浜市社会福祉センター H×３(エイチ バイ スリー) 

 参加者： 総計 60 名 

 [現・旧会員及び家族 Ｂ:22 名､Ｓ:38 名(内外部団体 Ｂ:3 名､Ｓ:４名)] 

２．３０周年記念「きずな３０」    

 クラブ創立 30 周年を記念し、10 周年に制作した「声のきずな」を引き継ぐものとして、会員は元より多

くの人にクラブを知っていただくために、ホームページをリニューアルしました。 

３．３０周年記念 北海道スキーツアー 

 日 時：２０１６年２月２７日～２９日（土日月） 

 会 場：北海道余市郡キロロリゾート 

 参加者：Ｂ１2名 晴眼１７名 計 29 名 

 

≪30 周年事業 決算報告≫ 

 

 

≪予備費会計 決算報告≫ 

 

 

≪質疑応答≫ 

第二号議案について 

Ｑ：30 周年記念行事、参加団体名の記載が無い。どこの団体か？ 

費目 予算 実績 差異(△：減) 備考
繰越金-② ¥7,096 ¥7,096 0
寄付金 ¥300,000 ¥310,000 10,000 FreeWill、三ッ星山の会
年会費 ¥120,000 ¥154,000 34,000

小計 ¥427,096 ¥471,096 44,000
きずな３０ ¥100,000 ¥48,834 △ 51,166
サロン ¥200,000 ¥187,184 △ 12,816
スキー ¥100,000 ¥87,894 △ 12,106
その他 ¥27,096 ¥0 △ 27,096

小計 ¥427,096 ¥323,912 △ 103,184
147,184

収入

支出

総合計

¥138,580
¥147,184

¥226,000
¥511,764

一般活動会計
30周年記念事業会計
2015年度活動予備費

繰越金



Ａ：詳細は一般活動報告書に記載のとおり。だいすきークラブ、シー・ハイル、TABS、富山三ツ星山の会で

ある。 

実行委員(報告)：記念 Tシャツについて。売れ残りがあったため、決算に間に合わなかった。 

1 枚 960 円を 1500 円で販売、×112 枚。 

Ａ：2016 年度の入金として決算する 

 

≪監査報告≫ ＊第一号、第二号議案は一括審議されのち、監査報告がされた。 

会計について 

・適正に処理されていた。 

これからについて 

・スキー以外のイベントの充実。ミニシティーとの交流など、子どもたちに伝える。未来のパートナーを育

てたい。 

・会費未納者へ、より一層の対応を図る。正確な会員数の把握。サポーター体制の提案。 

・役員の役割分担。特にブラインドの協力。 

 

３、 第三号議案：役員の改選 

会長:T.K.、 副会長:Y.K.・K.N.、 事務局:S.M.、 会計:F.A.、 企画:O.M.・N.T.、 広報:K.N.(兼務) 

監事:N.Y. 

 

≪質疑応答≫ 

第三号議案について 

議長：役員人数が減る懸念について補足。会則 6条より、この人数で成立。 

Q：女性が一人も入っていないが問題はない？ 

A：是非入って欲しい。 

参加者：女性が居なくてはならない理由はないのでは。 

参加者：圧倒的に女性会員が少なく致し方ない。世代交代期とも重ね、バックアップが必要。 

Ａ：出来る事でどんどん参加して欲しい。特に企画部分に協力が必要。 

Ａ：協力調査表を参照、活用していく。 

 

４、 第四号議案：2016 年度活動計画 予算案 

≪2016 年度活動方針≫   

 当クラブは昨年創立 30 周年を迎え、記念事業として、記念スキーツアー、サロン、きずな３０の各委員

会により活動し、大きなトラブルもなくほぼ終了し、新たな一歩を踏み出す年となりました。本年度はまず、

より一層の安全で楽しいスキーツアーの為に、晴眼者の確保とパートナー研修、ブラインドの心構えなどに

ついて取り組みます。つぎに、研修会・イベント関連では楽しく学べて晴眼者とブラインドが親睦を図り、

お互いの理解を深められるようつとめます。最後にクラブ運営においては、活動の合理化・省力化・会員の

全員参加などを念頭に、財務・世代交代・役員・実行委員などの役割分担などについて改善をすすめます。

これらの目標は会員の皆様の同意と参加が不可欠と思われますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

１． ２０１６年度総会の開催 

 日 程；５月１５日（日）１４：００〜１６：３０ 

 会 場  神奈川県ライトセンター 

 《終了後は二俣川『団欒 炎』で懇親会》 ＊参加者は 23 名でした。 



２．  夏のイベント ＊詳細はイベント案内を参照 

 日 程；７月３１日（日）  １４：００〜１６：３０（予定） 

 会 場；ライトセンター 

 内 容；ブラインドをもっと知ろう！交流会 

 スキーを安全に楽しむためにイベントを開催しブラインドへの理解を高める。 

３． 秋のイベント ＊詳細はイベント案内を参照 

 日 程；１０月２日（日） １０：００〜１５：００（予定） 

 会 場；自然と歴史散策（予定） 

 内 容；子どもの企画と解説で、都筑区の歴史と新しい街を見学  

４．新会員募集 

 今年度は新会員募集時期を前倒しし、ツアー参加者募集前に説明会を開催できるように設定する。 

 また、パートナー獲得のための新しいパンフレット作成を試行する 

５．研修会と懇親会 

６．２０１６年度定例スキーツアー 

①岩原高原ツアー  1 月 27 日（金）〜29 日（日）  

②尾瀬岩鞍ツアー  2 月 18 日（土）〜20 日（月） 

７．クラブホームページ「声のきずな」の運営 

８．「クラブニュース」の発行 

 

≪2016 年度 予算案≫ 

 

≪質疑応答≫ 

第四号議案について 

Ｑ：消費税引き上げの可能性について考慮しているのか？ 

Ａ：していない。あくまでも、前年度実績より出した予算案。 

Ｑ：新しいパンフレット作成とあるが、予算案に入っていないのは？ 

Ａ：役員会で合意は出ている。 

Ａ：あくまでも予算案であり、活動していく中で載せていく。 

Ｑ：県民センターを借りる必要があるのか？ 

   実行委員会では、県民センター12 階で無料で行っている。人数も減るし、そこで出来るのでは？ 

Ａ：ライトセンターが閉館時に利用した。発送作業も同時に行う為時間が足りない。交通費等を対比考慮し、

実践していく。 

費目 予算 前年実績 差異(△：減) 備考
前年度繰越金 ¥511,764 ¥45,398 △ 466,366
年会費 ¥150,000 ¥154,000 △ 4,000 75名分
雑収入 ¥0 ¥66,971 △ 66,971

小計 ¥661,764 ¥266,369 △ 537,337
通信費 ¥10,000 ¥7,260 2,740 葉書､切手代
事務費 ¥9,000 ¥6,949 2,051 封筒､点字印刷費等
役員交通費 ¥85,000 ¥75,500 9,500
実行委員交通費 ¥30,000 ¥24,000 6,000
企画係等交通費 ¥30,000 ¥0 30,000
広報費 ¥10,000 ¥10,000 0 HP費用
その他 ¥5,000 ¥4,080 920 県民センターレンタル料等
小計 ¥179,000 ¥127,789 △ 51,211
予備費 ¥482,764 ¥226,000 △ 256,764

総計 ¥661,764

収入

支出



≪審議/決定事項≫ 

採決の結果、第一号議案から第四号議案まで承認された。 

≪参考≫2016 年度のスキーツアーは以下の日程となっています。 

岩原ツアー： 1 月 27 日（金）〜29 日（日）  岩鞍ツアー： 2 月 18 日（土）〜20 日（月） 

 

Ⅱ ブラインドスキーサミット 2015」を外部発表！ 

副会長 Y.K. 

 さる 6月 17 日（金）～19 日（日）にグランシップ静岡で開催された第２５回視覚障害リハビリテーショ

ン研究発表大会において、当クラブの設立30周年記念事業として実施した「ブラインドスキーサミット2015」

の様子を発表しました。「ヨーロッパではスマホのバイブレーターを使ってブラインドに危険個所を知らせ

る試みが発表されているが、国内でそのような取り組みはあるか?」など興味深い質問を受けました。発表

で使用したポスターは、今後クラブの HP などで公開しますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。 

 

Ⅲ 第 1 回役員会を開催!  

副会長 Y.K. 

 今年度 1回目の役員会を 6月 5日（日）夜、神奈川県民活動サポートセンターで開催しました。新旧役員

の引き継ぎ状況の確認、夏・秋のイベント内容、今年度の役員会の活動予定などを話し合いました（他にも

たくさんですよ）。7月 31 日（日）の夏のイベントの詳細についてはお知らせをご参照ください。秋のイベ

ントは、10 月 2 日（日）に、冬の研修会は 12 月第 1週もしくは第 2週に開催することにしました。今後具

体的な内容を詰めていく予定です。 

 

Ⅳ 夏のイベント ブラインドの事をもっと知ろう 体験と交流  

 日 時：平成 28 年７月 31 日（日） 13：00～16：30 受付 12：30～ 

 場 所：ライトセンター ２階第１講習室（Ａ・Ｂ） 

 「え！！ カラオケの歌詞カードを点字で作って、読みながら歌うの。」ベテラン会員の知らなかった驚

きです。視覚障害者は全盲の人から弱視の人まで日常の行動に様々な違いが有ります。ブラインドについて、

知っているようで知らない。聞いてみたいけど、ちょっと気兼ねをして聞きづらい。パソコンやスマートフ

ォンの普及で情報収集の方法も変化をしており、クラブニュースも点字ニュースの発行が減っています。 

 今回のイベントは、ブラインドについての説明と、昨年の研修会では発表されたブラインド会員の特技披

露や、連なった鶴の折り紙、バルーンアート作成、施設内を白杖歩行体験、盲人卓球（ＳＴＴ）体験、フロ

アーバレーボールの試合観戦と体験なども計画をしています。 

 今後のスキーツアーをもっと安全に楽しむために、皆さん少しだけ初心に戻って、ブラインドについて話

を聞いて、体験をしてみませんか。 

 さらに、昨年のズーラシアに続き、秋のイベントを一緒に企画する、NPO 法人ミニシティ・プラスの子ど

も達にも参加を呼びかけ、交流をしながらブラインドのことを知ってもらい、10 月のイベントに繋げてい

きます。気兼ねなく、気楽に質問を交わしながら交流ができればと思っています。家族や友達で興味のある

方など、多くの方の参加お待ちしています。 

※体育館等を使用するため、室内用の上履きを持参してください。 

 17 時 30 分頃から二俣駅周辺で、懇親会を開催します。こちらもぜひご参加よろしくお願いします。 



 【イベント・懇親会の出欠について（はがき・メール）】 

①  イベント・懇親会の両方出席 

②  イベントのみ出席 

③   懇親会のみ出席 

④  イベント・懇親会ともに欠席 

いずれかを選び返信してください。申込締切は 7月１７日（日）です。 

【同封はがきの記入方法について】 

 今回のクラブニュース 2016 年度 7月号は回答用返信はがきを 1枚同封しています。 

このはがきには「夏のイベント ブラインドの事をもっと知ろう 体験と交流」のお知らせと、「クラブ活

動協力依頼」の二つについて回答をお願いしております。 

 はがきの切り落とした角を左下にした場合の上 3分の 2 に「交流イベント」の出欠に関する回答を 1から

4 番の番号での回答で、1と 2 を回答した場合は参加人数を数字で回答してください。 

 そして、下側 3 分の 1 に「クラブ活動協力依頼」に関する 1 から 12 までの項目番号を数字でご記入いた

だきたいと思います。 

 はがき回答が困難な場合はお手数ですが、事務局の白崎までお電話（080-3027-5110）ご連絡ください。 

 なお、視覚障害会員宛の回答はがき表面（宛名面）下側には回答者の氏名、住所シールを貼っていますの

で、裏面（回答文面）への氏名記入は省略して構いません。 

 

 事務局からのお知らせ  

クラブニュースは現在、４つの方法でお送りしています。 

① 点字版； 

２０から３０ページ程度の点字と同じ内容の墨字で、募集がある場合は返信ハガキを同封しています。 

② 墨字版； 

Ａ３の用紙を二つに折り、サイズの４から８ページ両面印刷で、募集がある場合は返信ハガキを同封します。 

③ ＰＣメール版； 

メール送付の案内とメールの文章に差し込んだ本文とワードで作成した添付ファイルで送信し、募集に対す

る返事は別に返信用のメールを送ることを基本としています。 

④ 携帯メール版； 

メール送付の案内とメールの文章に差し込んだ本文を送ります。ファイルを添付することはいたしません。

募集に対する返事は別に返信用のメールを送ります。 

 ただし、送信はパソコンを使用して送信していますので、迷惑メール防止のためにパソコンからのメール

を受けない設定をした場合は、クラブ事務局からのメールについて受信の拒否解除が必要になります。 

 ※メール版は他の送信者にアドレスが表示されない「ＢＣＣ」を使って送っています。 

そこで、このニュースが確実に皆さんの手元に届くように希望者には当面複数のメディアを希望される方に

も要望に応えていますので必要な方は今回の返信ハガキかメールでご連絡ください。 

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

【編集後記】 

クラブの活動は会員の皆さんの協力に支えられています。クラブニュースの編集・発行も例外ではありませ

ん。 

協力者（サポーター）の申し出をお待ちしています。   

広報担当：K.N. 7 月号編集協力者：K.Y. 



1 

２０１６年 ９月号 

Ⅰ ２０１６秋イベントのお知らせ 

子どもの企画で「楽しく歩いてトレーニング 都筑の歴史と文化ウォーク」 

役員会/企画（イベント）担当 O.M. 

開催日時 ２０１６年１０月２日（日）午前９時～ 

開催場所 横浜市都筑区 大塚遺跡公園・都筑民家園などを散策 

集合時間 午前９時００分  

集合場所 横浜市営地下鉄ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ・ｸﾞﾘｰﾝﾗｲﾝ センター北駅改札前 

解散場所 センター北駅 午後３時予定 

参 加 費 各自の負担になります。 ※集合場所までの交通費、施設を見学する場合の入場料金 

スキーシーズン前の準備として、昨年に続きイベントを企画する NPO 法人ミニシティ・プラスの子ども達

の活動拠点、都筑区で「楽しく歩いてトレーニング」を開催します。 

都筑区は横浜市の北部に位置し、八王子市・多摩市・稲城市から川崎市麻生区・横浜市緑区・横浜市と鎌

倉市の境に至る多摩丘陵の中部にあり、区の北部と中央部は港北ニュータウン地区で、自然と緑を残した都

市と農業が調和した街づくりが進み、区の中心となるタウンセンター地区は横浜市の副都心として、商業と

文化施設の整備が進んでいます。古い歴史と新しい文化が調和している街の歴史を探索します。 

秋のイベントは子ども達の自由な意見を取り入れながら検討を行なっています。歴史探索に合わせて、グ

ループを参勤交代のように〇〇藩、△△藩と呼び、仲間の位置が分かるようにのぼり旗を作ろう。大名行列

のように江戸時代の衣装で歩いてみよう。 

“先頭と最後尾が離れないように、文化施設や遺跡などでは全員が集まるのを待って、それぞれの担当者

が説明を行なう”“自分が受け持つ施設や史跡の事を調査して、視覚障害者に分かり易く説明をする”など、

夏のイベントで経験したことを活かして、視覚障害者が安全で楽しく歴史と文化の探索ができるように色々

な意見を出し合いながら、イベントを計画しています。 

ご家族やお友達に声を掛けてご参加ください。 

（※）参加申込みの締め切りは、９月１８日（日）です。 

（※）昼食・飲料水を用意して参加をしてください。 

（※）雨天のため中止をする場合には、前日に連絡をします。 

【イベントの出欠について（はがき・メール）】 

楽しく歩いてトレーニング都筑の歴史と文化ウォーク 

■① イベントに参加します （家族・友人の参加   人） 

 ② イベントに参加できません 

■会員氏名：            

■メモ：                        

【同封はがきの記入方法について】 

 はがきの切り落とした角を左下にした場合の上対角線にあたる右上の部分を切り落とした場合は参加と

します。会員以外も参加する場合は人数を数字で回答してください。 
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 そして、下側 3分の 1 に「メモ」欄を設けました。何か連絡がありましたら墨字、点字どちらでも結構で

すので、記入ください。 

 はがき回答が困難な場合はお手数ですが、事務局までご連絡ください。 なお、視覚障害会員宛の回答は

がきには表面（宛名面）下側に回答者の氏名、住所シールを貼っていますので、裏面（回答文面）への氏名

記入は省略して構いません。 

 晴眼者は宛名面にシールを貼っていませんので、回答欄の最後に必ず氏名をご記入ください。 

 

 

Ⅱ 事業報告 夏イベント「ブラインドの事をもっと知ろう 体験と交流」 

役員会/企画（イベント）担当：O.M. 

開催日 ２０１６年７月３１日（日） １３：００～ 

場  所 神奈川県ライトセンター 

参加者 大人 32 名（内ブラインド９名） 中・高校生３名 計３５名 

内 容 ブラインドコーナー、ブラインド体験、白杖歩行体験、意見交換 

懇親会 参加者 ２０名 

今回のイベントは、「ブラインドの事をもっと知ろう」と題し、今後のスキーツアーをもっと安全に楽し

むために、会員メンバーは少しだけ初心に戻って、ブラインドについてより理解を含めるために体験と交流

を行いました。 

さらに、昨年のズーラシアに続き、秋のイベントを一緒に企画する NPO 法人ミニシティ・プラスの子ども

達にも参加を呼びかけ、交流をしながらブラインドのことを知ってもらい、10 月のイベントに繋げて行く

ために、子ども達にも体験と交流をしてもらいました。 

 

■ ブラインドコーナーは、点字（F.K.、K.Y.）、音声パソコン（I.K.）、連鶴の折り紙（Y.K.）、盲導犬（O.M.）

が設けられ、それぞれのコーナーをブラインドが担当しました。 

・ 点字はライトセンターの催事でも人気のコーナーで、小さな枠の中に滑らかに６点の文字を打ち込む技

術、打ち込みは右から、読む時は左から、裏から書いて表にして読む器用な使い分けに驚き。自分の名前を

打ち、担当から正しく打たれていることを教えられ喜んでいました。 

・ 音声パソコンコーナーは、画面読み上げソフトを組み込んだパソコンと点字ディスプレイの紹介。マウ

スを使わないパソコン操作、同音異義語を区別できる漢字の説明読み、ネット閲覧など。早口の音声に驚き

の声がありました。パソコンが晴眼者の考えているよりも様々な対応をしており、誤字が防げる事や、パソ

コンの入力のスピードなども驚かれた様子です。 

・ 矢部さんが見本に作った作品は１９羽の鶴が丸く輪につながっているもので、参加者には４羽つながっ

た鶴を作ってもらいましたが、皆さん途中まではいくものの「あれれ？ 分からなくなっちゃった！」と。

１羽ずつ折って行けば確実にゴールにたどり着けるのですが、つながった部分がノイズになってしまうよう

で「難しい」という声ばかりでした。でも、その後も真剣に折り続けている方もいたようです。 

・ 盲導犬コーナーは私とオーエンが担当。見かけたら無視をしてください。触らないでくださいと言って

いるので質問が多くありました。 

（質) 盲導犬は普段はどういう生活をしているの。 

（答）いつも僕と一緒に行動しています。 お風呂に入るとき以外はほとんど一緒です。 

（質）トイレはどうしているの｡ 
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（答）僕の指示がない限りトイレはしません。食事と、飲み物を与える時間をうまく調節して、途中でトイ

レに行きたくならない ように調節しています。 

（質）いつもお仕事をしていて大変ではないですか｡ 

（答）仕事というよりは、遊びの延長に仕事があるので 楽しく過ごしています。などオーエンの頭をなで

たい気持ちを抑えながら沢山質問がありました。 

■ 体験コーナーのサウンドテーブルテニス（卓球）は白崎さんの説明を受けたのちに、対戦形式で６組が

体験をしました。観客も体験者も盛り上がり、皆さん楽しんでいました。特に対戦した方は、夢中になりす

ぎてフライングでサーブを打つ方が続出でした。 

体育館では神奈川県フロアバレーボール協会のリーグ戦が行われており、試合の観戦と、協会の方の説明

を受けながら試合を行いました。卓球の時とはまた違った意味で試合に集中して楽しんでいました。強烈な

アタックやブロックが出るたびに圧倒されていたようです。途中、ルールの説明をしてもらうと、皆さん真

剣に聞き入っていました。音が聞こえても方向や距離感が掴めない。ブラインドが掛け声や音でスポーツを

楽しんでいることも理解してもらえたようです。 

■ 歩行体験は白杖の使い方、一歩先の足の着く前の位置に杖を突きます。など説明を聞いてから、白杖を

使って目を開いて歩く、薄目で歩く、目を閉じて歩く体験歩行を行いました。薄目と目を閉じた時の不便さ、

怖さを感じていたようです。 

 

体験を終えた後は、部屋に戻り感想や意見交換を行いました。このイベントには、昨年に引き続き秋のイ

ベントの企画をする NPO 法人ミニシティ・プラスの子ども３名が参加し、感想をもらいました。 

◎ サウンドテーブルテニスをするのは初めてで、普通のテニス（卓球）より楽しかったし、耳がよくなっ

たような気がしました。このことをきっかけに色々なスポーツをやってみるのが楽しみになりました。障が

いのある方とこのようなスポーツで交流することがいいなと思いました。 

◎初めてブラインドの方達と交流し、ただ目が見えにくいだけで、普通に会話ができ、動けて、普通に生活

できると知りました。これからもブラインドの方達とかかわっていけたらいいなと思います。 

◎サウンドテニスはすこしやりにくかったんですけど、楽しかったです。それから初めて点字を打つ体験を

しました。1 回間違ってしまったんですが、でも上手に自分の名前を打つことが出来たので、うれしかった

です。 

協力ありがとうございました。交流を通じてブラインドについて何か新しいものを見つけてもらえました

か。次回のイベントは１０月２日（日）、子ども達はどの様な事をしたら楽しんでもらえるか思案中です。 

 

Ⅲ 2015 年度決算について 

役員会/会計担当 F.A. 

 2016 年 5 月 15 日の総会にて、2015 年度決算のご報告をいたしましたが、雑収入（66,971 円）の内訳を

ご報告いたします。 

（故）I.S. 氏ご寄附（30,000 円）、K.N.さん 2015 年度岩鞍スキーツアーの追加返金分をご寄附（1,020 円）、

よこはま動物園ズーラシアイベントによるミニシティ・プラスからの収入（11,700 円）、2015 年度岩鞍スキ

ーツアーによる余剰金（222 円）、銀行預金利息（29 円）、支出に計上のスキーツアー実行委員会の交通費-B

の未清算金（24,000 円）。 

以上のとおり、24,000 円は、未清算金として、2016 年度会計に繰越しとなっております。 
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Ⅳ スキークラブ説明会について 

役員会/事務局 S.M. 

 当クラブにとってパートナーの確保は重要な課題です。そこで、パートナー探しに申し出ていただいた会

員の方々は元より、会員皆さんの積極的な「口コミ」と「勧誘」で、より多くのブラインドがツアーに参加

出来るようご活動お願いいたします。 

 つきましては、今年度のツアー参加者募集に合わせて「かながわブラインドスキークラブ入会説明会」を

以下のとおり開催します。 

日時 １０月１５日（土）及び 10 月１６日（日）、両日ともに午後（13:30～15:00） 

場所 ライトセンター 

内容 ①視覚障害とブラインドスキー ②視覚障害者への接し方 ③ブラインドスキーの実際  

   ④スキークラブについて ⑤ その他 

 ゲレンデでの不安や混乱を解消するためにも、ブラインドスキーと視覚障害についての理解は安全なスキ

ーに欠かせないものです。よろしくご協力ください。 

 もし、入会希望者の日程が合わないようでしたら、追加開催や個別の実施も検討できますので事務局にご

相談ください。 

 

Ⅴ シーズンイン研修会を今年も開催！！ 第 1 報  

役員会/副会長 Y.K./K.N. 

 雪の便りが待ち遠しい今日この頃ですが、皆さん！体力アップなど準備はよろしいでしょうか? 

今年もシーズンイン研修会と忘年会を企画いたします。まだ気が早いよ！と言わず、予定表への記

入、よろしくお願いします。概要は下記のとおりです。 

日時 2016 年 12 月 10 日（土）午後 

場所 神奈川県ライトセンター 

内容 第 1部 講演「(仮題)海外におけるブラインドスキーの状況」 

     講師 佐藤紀子氏(日本大学歯学部 健康科学分野 准教授) 

   第 2 部 「私の見え方/滑り方」意見交換会 

次号のクラブニュースで、もう少し詳しいお知らせを第 2報としてお届けしたいと思います。 

お楽しみに！！ 

 ※忘年会は二俣川駅周辺を予定しています。(詳細未定) 

 

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

【編集後記】 

 2016 年度イベント第一弾の夏イベントも無事終わり、また、2016 年度の活動も具体的日程とその内容も明確

になりました。2016 年度は役員数の減もあり、前途多難ではありますが、協力調査依頼では総勢 29 名の会員の

方々から協力可能領域の申し出をいただきました。今後、お声がけした際はクラブ活動のサポートのほどお願い

申し上げます。 

 なお、クラブニュース発行にあたっては、本９月号から I.K.さんに点訳の協力をいただくことになりました。 

広報担当：K.N. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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スキークラブニュース 

２０１６年 11 月号 

発行責任者  

かながわブラインドスキークラブ/会長 T.K. 

 

 今回のクラブニュース 2016 年 11 月号は回答用返信はがきを 2 枚同封しています。1枚はシーズンイン研

修会＆忘年会の出欠回答用、もう 1 枚は岩原＆岩鞍ツアーの参加申し込み用です。くれぐれもお間違いのな

いようにお気を付けください。それぞれの締め切り日を厳守のうえ、回答をお願いします。 

 

シーズンイン研修会を今年も開催！！第 2 報 
役員会/副会長 Y.K./K.N.  

 今年もシーズンイン研修会を下記の通り開催します。昨年はブラインドスキーサミットで国内他団体との

交流を図りました。今年は第 1 部では「海外のブラインドスキー事情」と題した講演、第 2 部では小グルー

プに分かれスキー誘導法についてのディスカッションを企画しました。 

 海外のブラインドスキー事情について知識を深め、ブラインドとパートナーで望ましいスキー誘導法やヒ

ヤリハットの事例を共有できる良い機会ですので、お忙しい時期とは思いますが、ふるってご参加ください。 

日 時 2016 年 12 月 10 日（土） 12:45～16:30 

場 所 神奈川県ライトセンター第１講習室 

申込み 11 月 30 日（水）締め切り 

≪プログラム≫ 

12:45 受付 

13:00 開会 

13:15 第 1 部 講演「海外のブラインドスキー事情」 

    講師 佐藤紀子氏(日本大学 歯学部 健康科学分野 准教授) 

14:30 休憩 

14:40 第 2 部 「私の見え方/滑り方」意見交換会 

16:30 閉会 

 【第 1 部 講師紹介】 

 佐藤紀子氏： 2000 年より視覚障害者クロスカントリースキープログラム「Ski for Light-Japan」に運

営スタッフとして携わる。アメリカでの「Ski for Light-International」やノルウェイで開催される障害

者スキーイベント「Ridderrennet」などにガイドとして参加。全米障害者スポーツセンター（NSCD: National 

Sports Center for the Disabled）やスイスグシュタードの視覚障害者スキー指導の現場を視察。大学や視

覚特別支援学校の授業、東京都障害者スポーツ協会主催のスキー教室などで視覚障害者のアルペンスキーガ

イド・指導に携わる。 

 【第 2 部 意見交換会詳細】 

 6～8 名程度の小グループに分かれてディスカッションします。ブラインドには、見えなくなった時期や

現在の見え方など視覚の状況、どのくらい滑れるか、どんな風に誘導してもらうと滑りやすいかなどスキー

の状況を話していただきます。パートナーには、これまでに誘導していて困ったこと、ヒヤッとしたこと、

怖かったことなどを話していただきます。有意義な時間になるよう、積極的な発言をお願いします。 
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二俣川にて忘年会を開催します。 
 

役員会/事務局 S.M. 

日 時 2016 年 12 月 10 日（土） 17：00～20：00 

会 場 団欒炎（だんらんほのお） 

電 話 045-360-8010 

会 費 女性 3,800 円、男性 4000 円にて、飲み放題です。 

 昨年と同じ会場ではありますが、二俣川に、まとまった人数が入れるお店が限られているため、ご容赦く

ださい。とはいえ、お料理が美味しく、ボリュームもあるかと思いますので、3 時間たっぷりとお楽しみい

ただけるはずです。皆様の参加をお待ちしております。 

 

【シーズンイン研修会＆忘年会の出欠について（はがき・メール）】 

 シーズンイン研修会＆忘年会の出欠解答用はがきは、左下の角を切り落としています。回答は下記①から

④の番号でご記入ください。 

①  研修会・忘年会の両方出席 

②  研修会のみ出席 

③  忘年会のみ出席 

④  研修会・忘年会ともに欠席 

申込締め切りは 11 月 30 日（水）です。 

 はがきでの回答が困難な場合はお手数ですが、お電話で連絡ください。なお、ブラインドの回答はがき表

面（宛名面）下側には回答者の氏名、住所シールを貼っていますので、裏面（回答文面）への氏名記入は省

略して構いません。 

 

 

クラブ宣伝用のチラシが完成！！ 
 

役員会/副会長 Y.K. 

 「言葉だけでブラインドスキーを説明するより、何かチラシがあるといいよね」！ 

 そんな声が上がっていましたので、クラブ宣伝用のチラシとして、A4 版両面フルカラーのものと、二つ

折り名刺サイズのもの、2種類を作成しました。12 月研修会の席で皆さんにお披露目しますのでご期待くだ

さい!みんなでチラシを配って、新しい仲間を増やしましょう! 

 素敵なイラストを書いてくださった T.M.さん、写真やイラストのデジタル編集をしてくださった I.K.さ

ん、ありがとうございました! 
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秋のイベント終わる 

「楽しく歩いてトレーニング 横浜からの始まり」 

役員会/ イベント担当 O.M. 

 まず冒頭に、直前の内容変更をお詫び致します。ミニシティとの子どもたちとの交流を楽しみにしていた

方もおられたと思いますが、お互いの予定と企画内容がうまく調整できなくなり、当該企画は中止としまし

た。 

 しかし、皆様に楽しんでもらえるイベントを何とか実施したいと考え、急遽内容を“横浜からの始まり”

とし、多くの観光客が訪れ皆さんもよく知っている街で、「初めて見た」「今まで知らなかった」事を一つで

も発見ができるよう計画した内容にしました。 

開催日 10 月 2 日（日） 10：00～１５：３０ 

コース 桜木町駅～馬車道～横浜公園～日本大通り～山下公園～赤レンガ倉庫～みなとみらい２１ 

参加者 ２８名 

 横浜には歴史的な建造物や、日本初のものが多くあります。また、街角に、そういった内容を説明した記

念碑なども実は多くあります。よく観察しながら歩くと横浜の今まで知っているようで知らなかった場所を、

散策できます。今回は、そんなイベントで歩いたコースを紹介します。 

 参加できなかった方も、このコースを参考に横浜を散歩してみるのも楽しいかもしれませんよ。 

 

スタート地点は、日本で初の鉄道が新橋・横浜間で開業した初代の横浜駅で、現在の桜木町駅です。ちなみ

に、現在の横浜駅は三代目の横浜駅になります。 

桜木町から馬車道へ 

日刊新聞発祥の地、旧横浜銀行本店別館、旧横浜正金銀行、県立博物館 

＜岡部感想＞ 建物は歴史のある建物のようで、昔の横浜のイメージを残した彫刻や建物などが目立ってい

たようです。 

馬車道から横浜公園へ 

近代街路樹発祥の碑、写真の開祖・下岡蓮杖(ｼﾓｵｶ ﾚﾝｼﾞｮｳ)顕彰碑、日本初のガス灯、アイスクリーム発祥

の地(太陽の母子像) 

横浜公園から山下公園へ 

我が国最古の公園(横浜公園)の碑、横浜スタジアム、水琴窟を備えた日本庭園、設計者プラントン胸像、日

本初のコンクリート造り建築ビル 

＜岡部感想＞ 知らないとそのまま通り過ぎてしまう記念碑が道端にあったりして、なかなか面白いです。 

山下公園からぞうの鼻パークへ 

ぞうの鼻パークでお昼 

＜岡部感想＞ とても天気がよく、ここまで来るまでにかなり歩いていたのでお弁当を食べながらしばらく

ゆったりと過ごしました。潮風が吹いていて、とても気持ちの良いところでした。 

赤レンガ倉庫からドックヤードガーデン 

海上保安庁資料館横浜館（見学）、旧横浜駅プラットホーム、ドックヤードガーデン 

＜岡部感想＞ 実際に見学するといろいろと考えさせられる展示物です。ここは、もともとの横浜駅だった

そうです。またホームがそのまま広場の途中に現れるのでちょっと不思議な空間になっています。 

ドックヤードガーデンから桜木町駅へ 

最後にスタート地点の桜木町駅に戻り、今回のイベントは終了になりました。 
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●終了後、T.M.さん、S.K.さん、S.S.さん、K.Y.さん、M.Y.さん、S.Y.さん、I.S.さんに３つの質問をイン

タビューしました。次のイベントの時にはあなたにインタビューするかもしれませんので、その際は、笑顔

で協力してくださいね！ 

 

質問１、今回のイベントはどうでしたか？ 

TM さん 今日はお天気にも恵まれて潮風を感じられ、そして後半は潮風に背中を押されながら街に帰って

いく、いいお散歩でした。 

SK さん 知らないところを歩けて楽しかったです。 

SS さん 疲れましたけど、なかなか天気も良く、さわやかでよかったです。 

KY さん 楽しかったです。 

MY さん 近くにあるみなとみらいですが、知らないことが多くて、いろんな横浜発祥を見れて楽しかった

です。 

SY さん 横浜に住んでいるのに初めて知ることや、じっくり街を見ることができてすごく楽しかったです。 

IS さん 楽しかったです。ちょっと足の裏が痛くなりました。 

 

質問２、印象に残ったことや、場所などはありましたか？ 

TM さん 工作船がちょっと衝撃的でした。つらい思い出に残りました。 

SK さん 横浜公園の中に日本庭園などがあったことを知りませんでした。今まではただ横切っていただけ

だったのでびっくりです。 

SS さん 横浜公園の日本庭園に水琴窟があるのは知りませんでした。横浜駅の線路跡は知っていましたけ

ど、ホームがあるのは知りませんでした。知っているつもりで、知らない所が結構ありました。 

KY さん 工作船の意外に大きかったことです。弱視ですので見ることができました。 

MY さん ドックヤードです。こんなところがあったんだなと。初めは犬を走らせるところかと思っていま

した。笑 

SY さん 馬車道は素通りしていた場所ですが見どころや発祥地を改めてみることができて面白かったです。 

IS さん カメラ発祥の所、キングとジャックの塔などが面白かったです。 

 

質問３、今後どんなイベントに参加したいですか？ 

TM さん お寺巡り的なものが好きです。 

SK さん 知らないところを歩いて楽しめるところがいいです。 

SS さん 今回のような歴史散策が面白いと思います。 

KY さん 横浜に住んでいながら知らない場所があるので、どこでも。ニュータウンとかも歩いてみたいで

す。 

MY さん 子供がいますので、家族と参加出来る場所だととてもうれしいです。 

SY さん 今回のように街から発見できる、ブラタモリ的な企画がいいです。 

IS さん 自然のある場所をハイキングしたいです。 

その後、有志で「横浜ビール 驛の食卓」で地ビールを大変おいしく飲みました。 

※当日参加者に配付した説明用の資料を希望される方は、事務局までご連絡ください。 

 

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

【編集後記】 

 2016 年度の活動も半年を過ぎ、クラブニュースも 11 月号をお届けする時期になりました。山からは初冠雪の

便りも届いています。今年は秋が短いようで、待望のスキーシーズンもすぐそこです。皆さん、体調をしっかり

と整えてシーズンを迎えましょう。（昨シーズンの半分を棒に振ってしまった反省？！）      広報担当：K.N. 

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



                                                     2016 年 11 月 6 日 

2016 年度スキーツアー実行委員会   

2016 年度スキーツアー企画 

２０１７年１月・２月のスキーツアーご案内 

 

秋も深まり、冬の足音がちらほら聞こえてくる季節となりましたが、クラブ員の皆様、いかがお過ごしでしょうか？ 

さて、今年もクラブ員の皆様の厚いご要望とご支援をいただき、シーズン中２回のスキーツアーを実施することとなりまし

た！例年通り、１月の岩原ツアー（新潟）と、２月の岩鞍ツアー（群馬）を実行委員会で企画いたしました。 

どちらのツアーも良い思い出になるよう、思いっきり滑って楽しみましょう！ぜひふるってご応募ください。 

 

参加ご希望の方は、「申し込みハガキ」または「メール」にて、２回のツアーとも 11 月 22 日（火）必着でお申し込みください。 

なお、ツアーに参加希望の方は、申し込みハガキまたはメールに以下の項目も洩れなくご記入ください。 保険加入のた

めの必須事項が含まれております。お手間をとらせて恐縮ですが、よろしくお願い致します。 

① 氏名 ②住所 ③電話番号 ④携帯番号 ⑤生年月日 ⑥ブラインドの方のみ：障害者手帳第 1 種または第 2 種 

⑦ツアー中の留守宅連絡先・氏名･本人との続柄・電話番号 ⑧レンタルスキーを希望する、しない 

 希望する場合は、ブーツは足のサイズ（cm）・板は身長（cm）→実行委員が取り纏めて、事前に宿へ連絡します。 

 

※予約など手続き上の都合もございますので､お手数ではございますが、不参加の方も申し込みハガキまたはメールにて必

ずお返事ください。 

 

【申し込み方法】 

申し込みハガキまたはメールにて「参加・不参加・保留」のいずれかを記載し、参加者のみ上記①～⑧の項目も明記してくだ

さい。 

なお、保留の場合は参加、不参加の決定時期をご記入ください。 

 

☆ 申し込み先 ☆ 

ハガキの方は、同封の申し込みハガキをご利用ください。 

メールの方は、ツアー専用申し込みＥ－ｍａｉｌアドレスまでお送りください。 

 

  



【２０１７年１月の岩原スキーツアー概要】                                    

☆日程      ２０１７年１月２７日(金)夜出発～２９日(日)夜解散 

☆行先       岩原スキー場 

☆宿泊先 岩原スキー場  ホテル アルパイン          

 住所：〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽７３１－１ 

 TEL： 025-787-3055   FAX： 025-787-3482  

 URL： http://www.yuzawa-alpine.com/ 

☆交通手段 往路、復路ともに新幹線利用（東京駅集合/解散） 

☆定員   ２５名 (ブラインド１０名 ・ 晴眼者１５名) 

ブラインド応募多数の場合は抽選とさせていただきますが、パートナー人数により定員数の変更もあります。

ご了承ください。 

☆参加費       ３０，０００円前後 

（交通費、宿泊費、2 朝食、1 夕食、リフト券 2 日分、保険料、雑費） 

【2017 年 2 月の岩鞍スキーツアー概要】  

☆日程     ２０１７年２月１８日（土）朝出発～２０日（月）夜解散 

☆行先     ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場 

☆宿泊先   ロッジ かぶらぎ 

住所：〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出 2609-201 

TEL:  0278-58-7788    FAX: 0278-58-7194 

URL： http://www.ozeiwakura.com/kaburagi/ 

☆交通手段 横浜市福祉バス利用予定（横浜駅集合/解散） 

☆定員   ３５名～４０名程度 (ブラインド１２名・晴眼者２０名～２５名程度 

ブラインド応募多数の場合は抽選とさせていただきますが、パートナー人数により定員数の変更もあります。

ご了承ください。 

☆参加費       ２６，０００円前後 

（交通費、宿泊費、２朝食、２昼食、２夕食、リフト券３日分、保険料、懇親会経費、雑費） 

 

【１月・２月ツアー共通のお願い 】 

・安全第一！ はやる気持ちを少～し抑えて、スピードをコントロールしながら自身のスキー技術の向上を目指しましょう。 

・健康第一！ ケガや体調には十分注意し、楽しいツアーにいたしましょう。 

・仲間を増やそう！ 例年パートナー集めに奔走しております。皆様も周りのスキー好きな

方にお声かけいただき、どんどん仲間を増やしていきましょう。 

 

 【１月・２月ツアー共通の注意点】 

・リフト券は当日身障者割引券等を組み合わせて購入しますので、 

ブラインドの方は身体障害者手帳、晴眼者の方は運転免許証や保険証などの年齢確認が

できるものをご持参ください。 

・お申し込み後のキャンセルについては、キャンセル料が発生いたしますので、予めご了承 

のうえ、速やかにお申し出くださいますようお願いいたします。 

（キャンセル料については個別にご連絡いたします。） 

・参加者には後日、費用等詳細をご連絡いたします。 
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２０１７年４月号 

発行責任者 

かながわブラインドスキークラブ/会長 T.K. 

 

 昨年 12 月に開催されたシーズンイン研修会に始まった 2016-2017 年スキーシーズンも終

わり、当クラブの 2016 年度活動行事も滞りなく終えることができました。本号ではそれら

報告と 2017 年度総会のご案内などをお伝えします。 

 

2016-2017 スキーシーズン終わる 

シーズンイン研修会報告 

役員会/副会長 K,N.・Y.K. 

 昨年 12 月 10 日に、ライトセンターで恒例のシーズンイン研修会を開催しました。 

 

 第 1 部では、日本大学佐藤紀子准教授をお招きして「海外のブラインドスキー事情」のご講

演をいただきました。 

 お話は先生の視覚障害者スキーとの関わりに始まり、アメリカ・スイス・ドイツ・ノルウ

ェイでの 7 障害者スキー事情のお話しがあり、海外ではスキーを生涯スポーツとしてとらえ、

スキー場・ホテル・スポーツ教師養成など様々な環境が整備されていることが紹介されまし

た。スイスの視覚障害者スキークラブにはガイドマニュアルが作成されており、その誘導滑

走の写真も紹介されました。 

 ブラインドスキーの実情について昨年はサミットで国内事情を、今年は本講演で海外事情

を知ることができました。国内でも海外ようにブラインドスキーに優しい環境が整備されて

いくといいなぁ～と感じられたのではないでしょうか。 

 

 第 2 部では、「私の見え方/滑り方」というテーマで五つのグループに分かれて意見交換会

を行いました。 

 ブラインドには見えなくなった経緯や現在の見え方、スキー歴などを紹介してもらった後、

どんなスキー誘導が滑りやすいかなど率直に話してもらいました。  

 パートナーにはこれまでスキー誘導していて「ヒヤッ！」とした、「あちゃー！」「やっち

まった！」と思ったりした経験を包み隠さず話してもらいました。 

 弱視者の前走誘導では、ブラインドによって見やすい色が異なるので、ビブスやウェアの

色に配慮する必要がある、ターン弧やスピードといった滑り方も後ろのブラインドの滑りを

見ながら工夫する必要がある、など、有意義な意見交換ができたようです。 
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スキーツアー報告 

スキーツアー実行委員 Y.K. 

 去る 1月 27 日(金)～29 日(日)に、新潟県南魚沼郡湯沢町の岩原スキー場へのツアーを実施しまし

た。参加者は、ブラインド 13 名、パートナー21 名、キッズ 1 名の計 35 名。東京駅発着の新幹線で

移動し、ホテルアルパインに宿泊。 

 土日とも天候に恵まれ絶好のスキー日和。新人パートナー4名も研修の後早速ブラインドの誘導を

体験していただきました。今シーズンのテーマは、安全第一！でしたが、残念ながら土曜日にはブ

ラインド 1名とパートナー1名がけがをしてしまい日曜日には湯治班へ。ちょっぴり残念なツアーと

なってしまいました。 

 帰浜後、臨時でツアー実行委員会を開催し、2 月の岩鞍ツアーに向けて再度安全対策を検討。午前

午後それぞれ滑走後にヒヤリハットを報告する時間を設ける、夕食は班ごとにまとまって反省会を

行うなどの改善策を立てました。 

 それを受けて、2月 18 日(土)～20 日(月)に、群馬県利根郡片品村のホワイトワールド尾瀬岩鞍へ

のツアーを実施しました。参加者は、ブラインド 12 名、パートナー31 名の計 43 名。横浜駅発着の

貸し切りバスで移動し、ロッジかぶらぎに宿泊。 

 3 日間とも天候に恵まれ絶好のスキー日和。新人パートナー7 名も研修の後ブラインドの誘導を見

学・体験していただきました。1月岩原ツアーの反省を踏まえて安全第一にツアー運営に当たりまし

たが、 

残念ながら最終日にはブラインド 1 名がけがをしてしまい、やはり残念なツアーに。 

 でも、このツアーで導入したヒヤリハットの洗い出しは、多くの参加者から「やってよかった!」

との感想をいただけましたので、来シーズン以降も継続して、クラブの財産にしていけたらと思い

ます。安全第一と口で言うのは簡単ですが、それを実現するのは難しいなあと実感させられたシー

ズンでした。パートナーの皆さん、ありがとうございました。また来シーズンもよろしくお願いし

まーす！ 

 

参加者の声 

岩原ツアーに参加して 

 「 きむ爺」こと、K.I. 

 ブラインドの皆さんが晴眼者のサポートによって普通にゲレンデを滑るという事が信じ

られなくて、行く前からワクワク、ドキドキでした。そして迎えた当日、ゼッケンが無けれ

ばどの人がブラインドなのか分からないゲレンデを見てビックリしている暇もなく研修班

の新人には愛の？鞭が振るわれ、疲れ果てた心身に追い打ちをかける深夜に至る飲み会。そ

れら全てが周到に計画されていて、いやはや凄い会社いやクラブに入ったもんだなあという

のが正直な感想です。これからスキーのレベルと体力アップして皆さんと一緒に楽しもうと

思います。懲りずに面倒みて下さい。 
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高め合うコミュニケーション 

大船合氣 師範 T.Y. 

マラソン伴走にも役立つ教えをご指導いただき、KBSC の皆様に感謝しています。伝統は

守るものではなく、築き上げるもの。新たな取り組みの成功の場に立ち会えて光栄です。 

合気道においても相手に寄り添い、和する方向へと導きます。お互いにとって、うまく一

体化出来た時の喜びはひとしおです。 

 スキー誘導、マラソン伴走、合気道。高め合うから全員が主役。 

 私だからこそ出来ること。もっとあるはず。 

 今後ともよろしくお願いします。 

 

岩鞍ツアーに参加して 

Y.J. 

 こんなに緊張感のあるスキーは生まれて始めてです！過去に初心者に教えることは幾度

となくありましたが、まあそれとは比べ物にならない緊張感でした。しかし、上手く一緒に

降りてこられた時の達成感や満足感はまた格別ですし、一緒に少しずつ上手になっていくの

も、とても楽しいですね！また、自分が如何にとっさの行動が出来ないか、痛感しました。

この経験を通して自分も成長できると思います！（普段使わない筋肉を酷使したため、筋肉

痛が大変でした。） 

 

 

 Ⅱ．2017 年度総会と懇親会のお知らせ  

2017 年度総会 

日 時 ： 2017 年 5 月 14 日(日) 14：00～17：00 

会 場 ： 神奈川県ライトセンター 2 階 第 3 講習室ＡＢ 

内 容 ： 

＜議事＞ 

１. 2016 年度 事業報告・決算報告 

２． クラブ会則改定 

 第 13 条（会計年度）を以下のとおり改正します 

 現会則：会計年度は、毎年 5月 1日から翌年 4月 30 日までの 1年間とする 

 新会則：会計年度は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31 日までの 1年間とする 

３． 2017 年度 事業計画・予算案 

４． 2017 年度役員承認 

５. その他 

＜意見交換＞ 

＊内容については検討中です 
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懇親会 

総会終了後の懇親会を今年はライトセンターに向かう途中にある中華料理店（二俣川北口か

ら 6分）の｢大龍飯店｣(045-391-1901)で行います。会費 4200 円を予定しています｡ 

 

総会出欠席の回答について 

① ニュースの点字版・墨字版の方は同封した返信回答ハガキで回答をお願いします｡ 

② ブラインドの総会回答のハガキは表面の下側に回答者の住所・氏名を書き込んだシー

ルを貼って有ります｡ハガキ下表面(宛名の書かれた面)の左角に直径5ミリの穴が空い

ていますので､その穴を左下にして右上の対角線上の角が総会と懇親会の両方に参加

する方､左上が総会だけに出席する方､右下が懇親会だけに参加する方として､1センチ

程度斜めに切り取ってください｡総会に欠席される方は出欠回答ハガキの文書面に押

印又はサインをいただければ議長に対する委任状とさせていただきます｡ 

③ 晴眼者は回答ハガキに氏名と通信欄に必要事項を記入ください｡ 

 

回答はがきの返信は総会の成立にも関わります。毎年回答はがきの返信が少なくて直前まで

苦慮しています｡返信にご協力ください｡ 

同封の出欠回答はがきは 4 月 30 日までに投函ください｡ 

 

 

 

 

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

【編集後記】 

 今シーズンは雪の便りはやや遅かったようですが、どのスキー場も雪不足はなかったよう

です。皆さんはどのようなシーズンを送られましたか。 

 当クラブの岩原・岩鞍スキーツアーでは、両ツアーともに怪我人が出てしまいました。こ

れまでもスキー実行委員会は安全を第一に取り組んできていました。特に、今シーズンは対

策を講じたにもかかわらず、怪我が出てしまったことは事故を撲滅することの難しさを思い

知らされたシーズンだったようと思います。 

 ヒヤリハットの陰に多くの事故が潜んでいます。今シーズンの苦い経験を生かして、これ

からも更なる安全意識の醸成に努めていきましょう。 

広報担当：K.N. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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スキークラブニュース 
2017 年 6 月号 

発行責任者 T.K. 

今回のクラブニュース 2017 年 6 月号は回答用返信はがきを 1 枚同封しています。このはがきに

は夏のイベント「身を守る方法を体験しよう」の回答をお願いしております。 

Ⅰ 第３３回 クラブ総会開催報告  

 2016 年度の活動を終え、次年度も“全員参加のクラブ運営の推進“を確認しました。総会議案書及び総会

議事録をもとに以下に報告します。 

【日 時】 2017 年 5 月 14 日(日) 14 時 00 分から 15 時 30 分 

【会 場】 神奈川県ライトセンター 多目的室 

【参加者】 出席 27 名 委任状 38 名 計 65 名 

  会員総数 96 名 会則 12 条より半数以上出席で総会成立。 

 議長:I.K. 書記:T.M.  

【議事】 

第１号議案 2016 年度活動報告、第２号議案 2016 年度収支決算報告 

1)役員会報告 

 6/5、7/3、9/4、10/6、12/23、2017 年 2/25、4/2 の計 7 回役員会を開催し、4 回のクラブニュースを発行

しました。「入会・退会などの事務局関連」「入出金状況」「スキーツアー・イベントの課題の検討」「クラブ

ニュースの発行準備」「クラブ説明会準備」などを討議しました。 

2)宣伝用チラシの作成報告 
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 昨年 6 月から 9 月にかけて、I.K.・T.M.・Y.K.の 3 名で毎月ミーティングを実施。A4 版 500 部と二つ折

り名刺サイズ 1800 部を神奈川ワークショップで印刷。12 月のシーズンイン研修会でお披露目しました。

出席者にそれぞれ何部かお分けした他、ツアーの宿のホテルアルパインさんやロッジかぶらぎさんに常設い

ただき宣伝にご協力いただきました。 

3)イベント報告 

●夏イベントは、「ブラインドの事をもっと知ろう」と題し、2016 年 7 月 31 日(日)にライトセンターで開催。

今後のスキーツアーをもっと安全に楽しむために、少しだけ初心に戻って、パートナーがブラインドについ

て理解を深められるよう様々な体験と交流を行いました。NPO 法人ミニシティ・プラスの子ども達 3 名を

含む 35 名が参加しました。 

●秋イベントは、「楽しく歩いてトレーニング 横浜からの始まり」と題し、2016 年 10 月 2 日(日)に桜木町

駅～馬車道～横浜公園～日本大通り～山下公園～赤レンガ倉庫～みなとみらい 21 を散策。28 名が参加しま

した。 

※当初計画していたミニシティとの子どもたちとの共同イベント「楽しく歩いてトレーニング 都筑の歴史

と文化ウォーク」は都合により中止としました。 

●シーズンイン研修会は、2016 年 12 月 10 日(土)にライトセンターで開催。40 名が参加しました。第 1 部

「海外のブラインドスキー事情」では、日本大学 S.N.准教授をお招きしてご講演をいただきました。第 2

部「私の見え方/滑り方」意見交換会では、ブラインドには見えなくなった経緯や現在の見え方、スキー歴、

滑りやすいスキー誘導など、パートナーにはスキー誘導していた際に経験した「ヒヤリハット」の体験など、

それぞれ率直に話してもらい有意義なグループディスカッションをしました。 

4)入会説明会報告 
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 ツアー参加者募集時期に合わせ、10 月 15・16 日の 2 日、説明会を開催。6 名が参加しました。その他に

4 名が個別説明を受けられました。 

5)スキーツアー報告 

●岩原スキーツアーを 2017 年 1 月 27 日(金)～29 日(日)に開催。35 名(ブラインド 13 名、パートナー21 名、

キッズ 1 名)が参加しました。 

●尾瀬岩鞍スキーツアーを 2017 年 2 月 18 日(土)～20 日(月)に開催。43 名(ブラインド 12 名、パートナー31

名)が参加しました。 

 天候に恵まれたツアーでしたが、両ツアーともに怪我人が出て残念なツアーになりました。 

6)サポーター制度の導入報告 

 「全員参加のクラブ活動」を目指し、「クラブ活動協力調査」を実施。多くの皆さんにサポーターとして、

クラブニュースの印刷・発送、資料の点訳などのお手伝いをしていただきました。また、新たに「イベント

実行委員会」を立ち上げ、イベント活動のサポートをお願いすることとなり、「春のイベント（反省会及び

懇談会）」でその活動をスタートしました。 

7)収支決算報告 

 当初計画では赤字でしたが O.H.さんと K.E.さんからご寄附いただき、さらに 30 周年記念 T シャツの売

り上げがあり黒字となりました。 

＜質疑応答＞ 

第一号議案について 

Ｑ：説明のなかで運営の省力化との表現があったがそれは何か？ 

Ａ：役員が多忙で負担が大きい。役割分担を見直し、役員を半分に減らした。 
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Ｑ：事務的に行ってきた部分もあると思うが、出来た事、やった事などすべてを報告して、もっと活動を表

に出していくべき。特に、出席していない会員に伝えることが大切である。 

Ａ：クラブニュースをうまく使って伝えていく。 

意見：クラブ宣伝用のチラシは、出来が良く、とても好評だった。もっと有効に活かしたい。ブラインドに

も、内容の具体的な説明があると良い。ニュースに入れてはどうか？ 

監査報告（監事） 

・ツアーで事故が起きた。次回以降の反省として欲しい。 

 事故後の対応で担当の実行委員に電話をしたがつながらなかった。確認のために LINE で送ったところ、

情報伝達ができた。電話だけでない連絡方法もあると気が付いた。ツアーにおけるリーダー、サブリーダー、

本部の連絡方法について今後の課題として取り組んで欲しい。 

・ヒヤリハット情報の蓄積と共有は、対応が速やかで良かった。実行委員の今後に期待する。 

・マニュアルはより良いものを作り上げていって欲しい。 

・広報では、クラブ宣伝用パンフレットの活用方法を検討してほしい。 

 従来のパートナー募集は新聞だけであったが SNS 投稿もパートナー確保につながった。重要だと認識し

た。 

・スキーツアーにしか出てこない人への周知や対応も検討して欲しい。ブラインドだけでなく晴眼者も同様

である。 

 

第３号議案 クラブ会則改定 について 

 会計年度を旧：５月～翌年４月、新：４月～翌年３月に変更する 
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第４号議案 ２０１７年度役員 について 

 イベント担当役員に S.S.、T.M.を選出した。 

第５号議案 ２０１７年度活動方針（案） 第 6 号議案 ２０１７年度予算（案）について 

 2017 年度活動の重要な課題は安全なスキーの確保と考えています。スキー実行委員会での対応だけでな

く、長年クラブで活躍されている皆様にもご協力をいただき、より一層の安全なブラインドスキーを確立し

たいと思います。また、矢部副会長を中心にブラインドスキーマニュアル（ブラインドスキーガイドライン）

の見直しを予定しています。つぎに研修会・イベント関連ではイベント実行委員会を立ち上げ、より多くの

会員による開催準備に関わっていただき、クラブ活動の全員参加を目指します。最後にクラブ運営にあたり、

役員・実行委員の役割分担の見直し、世代交代によるクラブの活性化など検討して参ります。これらの目標

は会員の皆様の同意と参加が不可欠と思われますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

１. ２０１７年度総会の開催 

 日 時：５月１４日（日）１４：００～１６：３０ 

 会 場：神奈川県ライトセンター  ※終了後は二俣川「大龍飯店」で懇親会 

２. 秋のイベント 

 日 時：１０月１日（日） 

 内 容；野島公園でバーベキュー  

３. 春（翌年）のイベント 

 未定 

４. 新会員募集 

 パートナーの充実は単に晴眼会員の確保という視点ではなく、安全・安心の観点からも重要となるのでマ
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ニュアルの見直しや研修イベントとの連携を取りながら、広報対象も含め説明会期日や内容についても見直

しと十分な検討を行います。 

５. 研修会と懇親会 

 １２月初旬を予定しています ※日程が確定次第、クラブニュースで告知します。 

６. ２０１７年度定例スキーツアー 

 ① 岩原高原ツアー  1 月 26 日（金）～28 日（日） 

 ② 尾瀬岩鞍ツアー  2 月 17 日（土）～19 日（月） 

７. クラブホームページ「声のきずな」の運営 

８. 「クラブニュース」の発行 ６月、８月、１１月、翌４月を予定 

＜質疑応答＞ 

質問：ツアーへの補助や備品購入に使用目的を限った積立金を明確にできないか？ 

回答：予備として、１年分の予算と考え、３０万円前後を次年度繰越金にしている。２０１６年度までは、

別に枠があったが分かりにくかったのでまとめた。 

質問：明確な金額を役員会で決めてはどうか。 

回答：役員会でも同じ意見が出ている。多すぎても良くないので１年分が無難ではないか。 

質問：１年分とは直近の予算か？ 

回答：実績を平均したおよその金額である。 

意見：現在の会員名簿が欲しい。入退会情報が欲しい。名前だけでも知りたい。 

意見：役員の名簿も欲しい。 

回答：入退会情報を報告する。 
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意見：役員、実行委員、企画役員の名前をクラブニュースに載せて欲しい。誰に相談したら良いのかわから

ない。 

回答：次号に載せる方向で検討する。 

質問：イベント担当新役員の清宮、丹野の任期はいつまでか？ 

回答：役員改選までの１年間である。 

質問：今年度は夏のイベントはやらないのか。２０１６年度夏のイベントはとても有意義なイベントだった。 

回答：今現在、開催は難しい。 

意見：交流会としてやりたい。食事会でも良いのでは？交流の場の数を減らしたくない。 

回答：来年度、実施を目指す。 

意見：イベント役員をやってきた立場から、秋まで間が空き過ぎる。やはりできると良い。これまではやっ

てきた。 

回答：この場では公式には決まっていないが、サポーターの協力を得てやっていきたい。 

回答：役員、実行委員が何でもやってくれるとは思わず、積極的に参加してほしい。 

 

≪議案の承認≫ 

 第一号から第六号議案まで、すべての議案が承認された。 

 

 

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

【編集後記】 

 ご好評をいただいた３０周年記念 T シャツの追加申し込みを受け付けます。買いそびれてしまった方、も

う一枚ほしい方などありましたら担当志村までご連絡ください。色はオリーブグリーンとイエロー、サイズは
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SS から LL まで各サイズ揃えています。  

広報担当：K.N. 編集協力者：I.K. 

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



 

かながわブラインドスキークラブ ２０１７夏のイベント 

「身を守る方法を体験しよう」 
 

地震がきたら、机の下にもぐる。火事で逃げる時はハンカチを口に当てるなど、 

私たちは子どもの頃から家庭や学校で教えられてきました。 

思えば「ひなんくんれん」って言葉は、ずいぶん幼い頃から知っています。しか

し、大人になってその機会はめっきり減りました。そこで、大人の「避難訓練」を

開催することにしました！ 

場所は、横浜市民防災センター。ここでは、過去に実際に起きた、また今後予想される災害を疑似体験す

ることが出来ます。最新技術をいかした、災害シアター、地震、火災シミュレーター、減災トレーニングル

ームなどがあり、インストラクターの解説付きでよりわかりやすく知る事ができます。 

「出来る事と出来ない事を把握する」とても大事なことですよね。実際に震度７の揺れを体感すると、と

ても恐怖を体感するし、改めて自分自身に起こりうる事として考えます。安心、安全の確保。そしてわが身、

大切な人を守る方法を学びに行きましょう！ 

 

【実施要項】 

日時   ２０１７年８月５日（土）１０時集合 

集合場所 横浜西口ジョイナス地下街入口（目印はクラブの黄色い旗）  

持ち物  昼食 飲み物 レジャーシート 

 ・施設内には食堂、売店はありません。近くにコンビニ、弁当屋があります。各自ご用意ください。 

・室内食事スペースは狭いですが、敷地内には大きな木が茂るエリアがあり、その木陰を利用できます。  

参加費  体験ツアーは無料 

 

【スケジュール】 

１０時：集合場所から横浜市民防災センターまで移動。徒歩１５分ほどです。 

１１時～１２時：防災体験ツアーの後、お昼休憩。 

１３時３０分～１４時３０分：体験ツアーの続き、心肺蘇生法のレクチャー。実際にやってみましょう！ 

＜ここで一次解散＞ 

１５時３０分～：二次会 モアーズ屋上「アロハテーブル・ハワイアン・ビアガーデン」会費 ４５００円。 

 

 

【参加・不参加の連絡】 

① 名前、②イベント、③二次会 

それぞれの参加、不参加をお知らせください。 

返信はがきは、I.M.まで。メールは、事務局まで。 

急きょ決定！ 



【返信締切日】 

返信締切りは、７月１８日（火）必着 ふるってご参加ください！ 

 

【誘導希望者へ】 

横浜駅改札からの誘導希望者は、事前に実行委員 S.Y.まで、連絡をして下さい。 

 

【問合せ先】 

その他何か不明な点がありましたら、担当役員 T.M.まで、問い合わせください。 

 

【イベントの出欠について（はがき・メール）】 

身を守る方法を体験しよう 

■①会員氏名：            

■②イベントに参加します （家族・友人の参加    人） 

  イベントに参加できません 

■③二次会に参加します  （家族・友人の参加    人） 

  二次会に参加できません 

■メモ：                           

 

【同封はがきの記入方法について（同封されていない人はメールで回答して下さい）】 

 はがきの切り落とした角を左下にした場合の上対角線にあたる右上の部分を切り落とした場合は参加と

します。会員以外も参加する場合は人数を数字で回答して下さい。 

 そして、下側３分の１に「メモ」欄を設けました。何か連絡がありましたら、墨字、点字どちらでも結構

ですので、記入下さい。 

 はがき回答が困難な場合はお手数ですが、実行委員（担当役員）T.M.までお電話でご連絡下さい。なお、

視覚障害会員宛の回答はがきには表面（宛名面）下側に回答者の住所、氏名シールを貼っていますので、裏

面（回答文面）への氏名記入は省略して構いません。 

 晴眼者は宛名面にシールを貼っていませんので、回答欄の最後に必ず氏名をご記入下さい。 

 

 

 

かながわブラインドスキークラブ ２０１７秋のイベント 

「秋のバーベキュー大会」 
 

 残暑もひと息つき、秋色がいよいよ濃くなる季節です。シーズンに向けてスタミナをつけ、会員同士の親

交をさらに深める機会としてバーベキュー大会を開催します。奮ってご参加下さい。 

【実施要項】 

日時   １０月１日（日）１０時～１６時半 

集合場所 京浜急行 金沢文庫駅 
開催場所 野島公園バーベキュー場（えっ？外でも生ビールが飲めるの？！） 
 
詳しくはクラブニュース次号にて。乞うご期待！ 

予告 
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スキークラブニュース 
2017 年 9 ⽉号 

発⾏責任者 T.K. 

事前周知！ ２０１７年度定例スキーツアーは下記⽇程で実施します 

岩原⾼原ツアー 1 ⽉ 26 ⽇（⾦）〜28 ⽇（⽇）  

尾瀬岩鞍ツアー 2 ⽉ 17 ⽇（⼟）〜19 ⽇（⽉）  

9 ⽉号は安全特集号です 

 

寄稿 安全対策について 

I.K. 

 初めて参加した 2015 年 1 ⽉岩原ツアーでの第⼀印象はとにかく「滑りが速い！」でした。 

 前⽅はもちろんのこと、左右、後⽅まで⾒回して衝突しないよう誘導しつつ、斜⾯の変化や雪質をブライ

ンドスキーヤーに伝える、その重責に押しつぶされそうでした。スキー歴の中でこれほど後ろを⾒ながら滑

ったことも、⽬から⼊る情報を脳で処理して⼤声に変換することも経験が無く、カラダよりアタマが疲れ果

ててしまったことをよく覚えています。 

 「安全」とは、広辞苑によると「物事が損傷したり、危害を受けたりするおそれのないこと」だそうです

が、雪の付いた斜⾯を滑⾛するスキーは本質的に「安全」とは⾔えないスポーツと⾔えます。しかし、ブラ

インドスキーヤーは⽩杖やロープ、誘導者の肩などを頼らず、⾃分ひとりで⾵を切って滑る感覚に魅⼒を感

じているに違いなく、晴眼サポーターもそんなブラインドスキーヤーの⽬の代わりとなって誘導することが



かながわブラインドスキークラブ ２０１７秋のイベント 

「金沢文庫の散策をして、野島公園でバーベキューをしよう！」 

 

 皆様いかがお過ごしでしょうか。暑かったような、涼しかったような 

夏も終わり秋イベントの季節になりました。今年の秋イベントはしっかり 

体⼒アップの散策をした後に、おいしいバーベキューを⾷べてもらう 

企画になっています。 

 ⾷材も、今回は持ち込みで⼒を⼊れています。とても環境の良い 

海に囲まれた野島公園で、みんなでバーベキューをしましょう。 

時間はたっぷり取ってありますのでメンバーとの交流を楽しみながら 

おいしい料理と、お酒と、楽しい時を、堪能しましょう。 

ご家族、ご友⼈お誘いの上、奮ってご参加下さい。 

 

【実施要項】 

⽇時：２０１７年 10 ⽉ 1 ⽇（⽇） 

参加費：３５００円 バーベキュー料⾦と、ドリンク代 

 お酒代は、別料⾦で徴収します。１０００円前後想定。もちろん、お好みのお酒を持ち込んでも OK です。 

集合場所：京浜急⾏ ⾦沢⽂庫駅改札 １０時集合 改札は１か所です。 

解散場所：横浜シーサイドライン 野島公園駅 １６時３０分解散 

持ち物：⽇差し除けの帽⼦、⾍よけスプレー、レジャーシートなど必要に応じて 

 



帰りの誘導について 

 ブラインドの⽅で希望される⽅は、シーサイドライン⾦沢⼋景と京浜急⾏⾦沢⼋景の間の誘導をします。 

天候によるイベント中⽌の連絡について 

 １０⽉１⽇の天候が⾬と予想される場合、９⽉２８⽇⽊曜⽇までに電話連絡させていただきます。 

⼈数の変更と、キャンセルについて 

 今回⾷材と、お酒を、持ち込みで開催します。２９⽇に⾷材を注⽂しますので⼈数の変更や、⽋席の場合

は出来る限り９⽉２８⽇⽊曜⽇までにご連絡をお願いします。 

 

【スケジュール】 

１０時：⾦沢⽂庫駅から散策開始。称名寺と⾦沢⽂庫の散策。海の公園を通り、野島公園へ。 

11 時３０分：野島公園バーベキュー場で、バーベキュー開始。 

１６時バーベキュー終了 

１６時３０分：シーサイドライン 野島公園駅解散 

 

【参加・不参加の連絡】 

①  名前、②参加⼈数、③お酒希望者数、④帰りの誘導希望（ブラインド）を、おしらせください。 

返信はがきの宛先は 、S.S.まで。メールの返信先は、イベントメールアドレスです。 

【返信締切⽇】 

返信締切りは、9 ⽉ 20 ⽇（⽔）必着 ふるってご参加ください！ 

 



【問合せ先】 

その他何か不明な点がありましたら、担当役員まで問い合わせください。 

担当役員 O.M. 

留守番電話になることが多いので名前と簡単な要件を残してください。 

折り返しお電話させていただきます。 

 

【イベントの出⽋について（はがき）】 

⾦沢⽂庫の散策をして、野島公園でバーベキューをしよう！ 

■① イベントに参加、ソフトドリンクを飲みます。 

■② イベントに参加、ソフトドリンクと、お酒を飲みます。 

■③ 友⼈、ご家族と参加〇〇⼈で参加、お酒を飲むのは、△△⼈です。  

■④ イベントに⽋席 

ブラインドの⽅で帰りの⾦沢⼋景の誘導 

■①希望します。 

■②希望しません。 

■メモ：                           

 

 



【同封はがきの記⼊⽅法について（同封されていない⼈はメールで回答して下さい）】 

 はがきの切り落とした⾓を左下にした場合の上対⾓線にあたる右上の部分を切り落とした場合は参加と

します。会員以外も参加する場合は⼈数を数字で回答して下さい。 

お酒を希望される⽅は丸印を記載してください。 

ソフトドリンクのみでよい⽅は、×を記載してください 

会員以外の⽅が参加される⽅は、数字の下に、⾃分の分も含めて○か、×を、⼈数分記載してください。 

ブラインドの⽅で、帰りのシーサイドラインの⾦沢⼋景駅と京浜急⾏の⾦沢⼋景駅の誘導が必要な⽅は 

左上⾓を切り落としてください。 

 そして、下側３分の１に「メモ」欄を設けました。何か連絡がありましたら、墨字、点字どちらでも結構

ですので、記⼊下さい。 

 はがき回答が困難な場合はお⼿数ですが、実⾏委員（担当役員）O.M.までお電話でご連絡下さい。留守

番電話になることが多いので名前と、簡単な要件を残してください。折り返しお電話させていただきます。 

 なお、視覚障害会員宛の回答 

はがきには表⾯（宛名⾯）下側に回答者の住所、⽒名シールを貼っていますので、裏⾯（回答⽂⾯）への⽒

名記⼊は省略して構いません。 

 晴眼者は宛名⾯にシールを貼っていませんので、回答欄の最後に必ず⽒名をご記⼊下さい。 

 

以上 
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楽しいのは私⾃⾝の体験からも明らかです。 

 スキー場はさまざまなレベルの⼈が滑っており、滑⾛スピードも違えば、混雑している場所もあります。

ゲレンデも管理されているが⾃然の地形であり、逸脱の恐れもあります。そんな中を滑るので完全な「安全」

はありえないが、⾃らの注意で「より安全」に滑ることはできます。実⼒以上のスピードを出さず、混雑し

ていたら⼈が少なくなるタイミングまで待ち、できる限りコースの真ん中を狙うといった、基本的なことが

最も重要だと感じています。 

 ブラインドスキーヤーのレベルは上がっているが、晴眼サポーターの年齢も年々上がっているクラブの現

状を考え、「1 本でも多く」よりも「この 1 本の滑りを⼤切に」の意識で滑れば、結果的に「安全」で「満

⾜できる」滑りができるのではないでしょうか。3 シーズンしか経験していない新⽶サポーターの率直な気

持ちです。 

 

Ⅰ 総会第⼆部 意⾒交換会  

役員会/2016 年度スキー実⾏委員会担当 N.T. 

 5 ⽉に開催された総会の⼆部では「BS における『安全に滑る』について考えよう」というテーマで、全

体で意⾒交換会を実施しました。 

■背景：2016 年度の岩原・岩鞍両ツアーにおいて、事故が 3 件発⽣し、いずれも傷害保険適応対象でした。

この現状を踏まえ、来年度は事故/ケガを未然に防ぐため、クラブ全体で安全に滑るためにどうすればいい

か具体的な⾏動を検討し、安全意識の向上を⽬指さなければなりません。 

■実施内容：2016 年度ツアーにて実際に起きた事故事例を元に、役割ごとに安全に滑るためにはどうすべ

きかについて考えました。 
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■詳細（全体で出た意⾒のまとめ） 

以下、全体で出た意⾒を役割ごとにまとめました。 

1.リーダー/サブリーダー 

・リーダーは常に客観的に全体状況の把握が重要 

・滑⾛前にリーダー/サブリーダーのタスクの再確認が必要 

 （サブリーダーが前⾛し、リーダーが最後尾を滑り全体を把握すると⾔う基本体制） 

・各パートナーは、滑⾛のテーマを決めて滑⾛する 

 （ブラインドの技術向上、経験浅いパートナーの誘導技術講習等） 

・経験浅いパートナーの誘導技術指導の場合、経験浅いパートナーの後ろに必ずベテランパートナーを配し、

声掛け、コース取りの指導とともに外部からの影響を抑制するよう滑⾛する 

・滑⾛前にメンバーの体調を確認/把握し、全体の疲労度を勘案したコース選択が必要 

2.パートナー/サブパートナー 

①滑⾛前 

・滑⾛前にコースの説明が必要（斜度、幅、⻑さ、斜⾯の傾き、雪⾯の状況、混み具合等々） 

・サブパートナーは常に周りに気配りをし、何時でもパートナーのカバーが出来るようにする 

 （事前にパートナー/サブパートナーで話し合う） 

・経験浅いパートナーには必ずベテランパートナーを組み合わせる 

・ベテランパートナーは経験浅いパートナーの後ろからついていきながら、声掛けやコース取り等誘導技術

の講習をする 

・前⾛をベテランパートナーがする場合、後ろの状況がわからないため注意が必要 
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②滑⾛時 

・誘導技術の基本は以下の通り 

 - 間断なく声を掛け続ける 

 - 早めの声掛けが必須（ブラインドはすぐに対応できない） 

 - ブラインドとの間隔を空けない 

 - 滑⾛時のコース取りはゲレンデの真ん中を滑⾛する 

 - 安全のための声がけ、「⽌まれ！」「転べ！」に躊躇しない 

③滑⾛後 

・⼀本滑ったらペアでレビュー（テクニックに限らず声がけに対する要望等） 

3.ブラインド 

・声が聞こえない時は直ちに⽌まる 

・声の⼤きさ、タイミング、コース取り等パートナーに対して遠慮なく要望する 

・急停⽌、安全確保のための転倒の練習 

・声が聞こえづらい場合は、ブラインド⾃⾝で拡声器を持参しパートナーに使⽤してもらう 

4.クラブ全体としての取り組み 

・経験浅いパートナーの⽴ち上がりをサポートできるクラブ全体の体制が必要 

 （緊張や不安から適切な声掛けができない、誘導技術のあり⽅がわからないなどの⽀援） 

・ブラインドのスキルが上がってきているのでパートナーのスキルアップが課題 

・ツアーにおけるブラインド参加者数の制限を今後実施する 

 （ブラインド 1 名に対しパートナー2 名、1 グループに対しリーダー/サブリーダー1 名ずつの原則を守る） 
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・前⽇に飲み過ぎず、しっかり睡眠をとる（⼆⽇酔い、疲れは油断の元） 

・サブパートナーのタスクの明確化 

・誘導の⽂⾔の統⼀とブラインド、パートナーの理解の共有化 

■まとめ 

 クラブの課題として、まずは経験浅いパートナーの誘導技術の向上が必要と思われます。経験浅いパート

ナーは皆さん共通して、これまでの⼀般のスキー滑⾛から「声を出し続けて他者を誘導しながら滑る」とい

う滑り⽅に⼤きなギャップや誘導への不安、緊張、プレッシャーを感じており、誘導時に声がとっさに出な

い、⾔葉を間違えてしまうなどが起きてしまう。 

 今後は、短期間ではなく⻑期的に⾒据えた技術指導を実施しながら経験を積んでいただくよう取り組んで

いきたい。また、リーダー/サブリーダーとパートナー/サブパートナー等の班の各役割について、クラブ全

体での継続的な講習等が必要と思われる。各役割については以前よりマニュアル等で定まっているが、全体

への展開ができていないところがあるため、今後は研修会やツアー当⽇の周知、及び各班内におけるコミュ

ニケーション等により、継続的に周知徹底、その都度改善を実施するよう取り組んでいく必要がある。 

以上 

クラブ説明会の開催について 

役員会/事務局 S.M. 

 来たるシーズンの安全・安⼼なスキーの実施に向けて 2017 年度のクラブ説明会を開催いたします。会員

皆さんの積極的な「⼝コミ」と「勧誘」で、より多くのブラインドがツアーに参加出来るようご協⼒をお願

い致します。 

 今年度の「かながわブラインドスキークラブ⼊会説明会」を次のとおり開催します。 
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＜⽇時＞ １０⽉２１⽇（⼟）及び１０⽉２２⽇（⽇）、両⽇ともに 14:30〜16:30 

＜場所＞ ライトセンター ２階 第３講習室 

＜内容＞ ①視覚障害とブラインドスキー ②視覚障害者への接し⽅ ③ブラインドスキーの実際 

     ④スキークラブについて ⑤ その他 

 ブラインドスキーの安全・安⼼には、ブラインドスキーと視覚障害についての理解は⽋かせません。初参

加の⽅はできる限り⼊会説明を受けていただくようお伝えください。 

 もし、⼊会希望者の⽇程が合わないようでしたら、追加開催や個別の実施も検討できますので事務局にご

相談ください。  

 

シーズンイン研修会のお知らせ 

 役員会／イベント実⾏委員会担当 K.N.  

 今年度の「シーズンイン研修会」を以下のとおり開催します。ガイドライン検討委員会の成果報告及び

2017 年度スキーツアーに向けた準備です。ツアーに参加を予定される皆さんは⽇程確保いただき、出席く

ださい。 

＜⽇時＞ １２⽉９⽇（⼟）13:30〜16:30 

＜場所＞ ライトセンター  

＜内容（案）＞ 「（仮）ブラインドスキーガイドラインの理解と実践」に向けて 
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夏のイベント報告 

役員会/イベント実⾏委員会担当 T.M. 

 ⼤⼈の避難訓練と題した夏のイベント、横浜市⺠防災センターに⾏ってきました。改めて防災について考

える良い時間となったと思います。参加者それぞれの感想がありました。 

「⽝にも地震体験をさせることが出来て良かった。意外と落ち着いていた」 

「遅刻したおかげで⼼の準備が出来ず、実際に近い状態で体験できた」 

「体験機材がハイテク過ぎて、消⽕器の反動が感じられず残念だった」 

「近所との関わり合いが⼤切。しかしながら、疎遠が進んでいるが現状」 

「⼀般論では通⽤しない⾯が多々ある。」「今回、体験は出来た。実際にそこからどう⾏動すれば良いのか具

体的に知りたい」 

 お昼には、屋内スペースにレジャーシートを敷き詰めて靴を脱いで座り、お弁当を広げました。場所だけ

に、避難所のワンシーンのように感じました。 

 そして午後三時、防災センターを後にして⼆次会のビアガーデンへ。⽇の⾼いうちからのビールが格別だ

ったのは⾔うまでもありません！ 

 真⾯⽬に勉強もし、美味しくいただき、盛りだくさんな夏の⼀⽇となりました。 
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ご寄付をいただきました。 

 役員会/会計担当 F.A. 

 この度、ファンケルグループの有志の社員様による「もっと何かできるはず基⾦」ならびに、株式会社フ

ァンケル様より「マッチングギフト」として、ご寄付をいただきました。こちらは、ファンケルグループ社

員であり、当クラブ会員の⽅からのご紹介によるものです。皆様のあたたかいお気持ちに感謝いたします 

 

シーズンイン雪上研修会開催! 第 1 報 

ブラインドスキー・サポートガイドライン検討 WG：Y.K. / T.M. / S.M. 

 11 ⽉ 23 ⽇（⽊・祝⽇）の午後、スノーヴァ新横浜で、パートナーを対象に「シーズ ンイン雪上研修会」

を開催します。集合場所や内容、参加費など詳細は次号でお知らせしますので、新⼈も、ベテランも、皆さ

ん、⽇程を空けておいてくださいね。お願いしま〜す！！ 

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

広報担当：K.N. 編集協⼒者：I.K. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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スキークラブニュース 
２０１７年１０⽉号 

発⾏責任者 T.K. 

 

２０１７年秋のイベント報告 
 

役員会/イベント実⾏委員会担当 O.M. 

 去る 10 ⽉ 1 ⽇（⽇）に開催された秋のイベント「⾦沢⽂庫の散策をして、野島公園でバ

ーベキューをしよう！」は 30 名の参加者があり、天候にも恵まれ成功裡に終えることがで

きました。 

 

 



                                                     2017 年 10 月 22 日 

神奈川ブラインドスキークラブ・ツアー実行委員会   
 

２０１８年１月・２月のスキーツアーご案内 

 

 

日ごとに秋も深まり、今年のスキーシーズンが近づいて参りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 

さて、今年もクラブ員の皆様の厚いご要望とご支援をいただき、シーズン中２回のスキーツアーを実施することとなりまし

た！例年通り、１月の岩原ツアー（新潟）と、２月の岩鞍ツアー（群馬）を実行委員会で企画いたしました。 

どちらのツアーも良い思い出になるよう、思いっきり滑って楽しみましょう！ぜひふるってご応募ください。 

 

参加ご希望の方は、「申し込みハガキ」または「メール」にて、２回のツアーとも 11 月 21 日（火）必着でお申し込みください。 

なお、ツアーに参加希望の方は、申し込みハガキまたはメールに以下の項目も洩れなくご記入ください。 保険加入のため

の必須事項が含まれております。お手間をとらせて恐縮ですが、よろしくお願い致します。 

①氏名 ②住所 ③電話番号 ④携帯番号 ⑤生年月日 ⑥ブラインドの方のみ：障害者手帳第 1 種または第 2 種  

⑦ツアー中の留守宅連絡先・氏名･本人との続柄・電話番号 ⑧レンタルスキーを希望する、しない 

希望する場合は、ブーツは足のサイズ（cm）・板は身長（cm）→実行委員が取り纏めて、事前に宿へ連絡します。 

 

※予約など手続き上の都合もございますので､お手数ではございますが、不参加の方も申し込みハガキまたはメールにて 

必ずお返事ください。 

 

【申し込み方法】 

申し込みハガキまたはメールにて「参加・不参加・保留」のいずれかを記載し、参加者のみ上記①～⑧の項目も明記してくだ

さい。 

なお、保留の場合は参加、不参加の決定時期をご記入ください。 

 

☆ 申し込み先 ☆ 

ハガキの方は、同封の申し込みハガキをご利用ください。 

メールの方は、ツアー専用申し込みＥ－ｍａｉｌアドレスまでお送りください。 

 

問い合わせ先 ツアー実行委員 

I.M. / K.Y. / T.T. 

 

【１月､２月共通の実行委員】 

I.K. / I.K. / O.M. / S.Y. / T.K. / Y.K. 

 

 

 

 

 

 



【２０１８年１月の岩原スキーツアー概要】                                    

☆日程     ２０１８年１月２６日(金)夜出発～２８日(日)夜解散 

☆行先     岩原スキー場 

☆宿泊先    岩原スキー場  ホテル アルパイン          

      住所：〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽７３１－１ 

      TEL： 025-787-3055   FAX： 025-787-3482  

      URL： http://www.yuzawa-alpine.com/ 

☆交通手段  往路、復路ともに新幹線利用（東京駅集合/解散） 

☆定員     ３０名 (ブラインド１０名 ・ 晴眼者２０名) 

当クラブではブラインド一人にパートナー二人を原則として定員を調整いたします。一人でも多くのパートナーに 

ご参加いただくとブラインドの参加人数を増やすことができます。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

☆参加費    ３０，０００円前後 

（交通費、宿泊費、2 朝食、1 夕食、リフト券 2 日分、保険料、雑費） 

【２０１８年 2 月の岩鞍スキーツアー概要】  

☆日程      ２０１８年２月１７日（土）朝出発～１９日（月）夜解散 

☆行先      ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場 

☆宿泊先    ロッジ かぶらぎ 

住所：〒378-0412 群馬県利根郡片品村土出 2609-201 

TEL:  0278-58-7788    FAX: 0278-58-7194 

URL： http://www.ozeiwakura.com/kaburagi/ 

☆交通手段  横浜市福祉バス利用予定（横浜駅集合/解散） 

☆定員     ３５名～４０名程度 (ブラインド１２名・晴眼者２０名～２５名程度) 

当クラブではブラインド一人にパートナー二人を原則として定員を調整いたします。一人でも多くのパートナーに 

ご参加いただくとブラインドの参加人数を増やすことができます。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

☆参加費    ２６，０００円前後 

（交通費、宿泊費、２朝食、２昼食、２夕食、リフト券３日分、保険料、懇親会経費、雑費） 

 

【１月・２月ツアー共通のお願い 】 

・安全第一！ はやる気持ちを少～し抑えて、スピードをコントロールしながら自身のスキー技術の向上を目指しましょう。 

・健康第一！ ケガや体調には十分注意し、楽しいツアーにいたしましょう。 

・仲間を増やそう！ 例年パートナー集めに奔走しております。皆様も周りのスキー好きな 

方にお声かけいただき、どんどん仲間を増やしていきましょう。 

 

 【１月・２月ツアー共通の注意点】 

・リフト券は当日身障者割引券等を組み合わせて購入しますので、 

ブラインドの方は身体障害者手帳、晴眼者の方は運転免許証や保険証などの年齢確認

ができるものをご持参ください。 

・お申し込み後のキャンセルについては、キャンセル料が発生いたしますので、 

予めご了承のうえ、速やかにお申し出くださいますようお願いいたします。 

（キャンセル料については個別にご連絡いたします。） 

・参加者には後日、費用等詳細をご連絡いたします。 
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 いろいろと内容を膨らませ、かなり濃い内容のイベントができました。ご協⼒いただいた

皆様、本当にありがとうございました。そして参加していただきました皆様、楽しんで頂け

ましたでしょうか？楽しんでいただけたのであればイベント実⾏委員会/秋のイベント担当

チーム⼀同うれしい限りです！ 

 さて、以下にイベント当⽇の報告をします。今回はバーベキューがメインでしたが、やる

なら「しっかりお腹を空かせてもらってから！」とのことで、⾦沢⽂庫駅から１時間５０分

ほど、称名寺、⾦沢⽂庫を通り野島公園まで散策をしました。 

  

 バーベキュー所に到着してメインイベント開始。今回は、料理もお酒も、カクテルも企画

も盛りだくさん。 

 料理は、カルビ、とんトロ、⾻付きソーセージ、野菜焼き、キノコと、鶏⾁と野菜のホイ

ル焼き、焼きおにぎり、ステーキ、ジャガバター、イタリアンシェフのトマトパスタ、瞬間

スモークチーズ、瞬間スモーク厚切りベーコン焼き。 

 そしてお酒＆カクテルは、イベントを盛り上げるために協⼒してくれた出張バーテンダー

さんがその場でオリジナルカクテルを作ってくれました。 
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 企画は、くじ引き⾃⼰紹介、A５ランクの⽇⽴⽜をかけたクイズ⼤会、野島展望台までの

散歩。 

という内容を、しゃべりながら飲み、作りながら飲み、配りながら飲みの６時間３０分の凝

縮した盛りだくさんのイベントになりました。 

 

参加者からの⼀⾔コメントです。 

「楽しかったです。機会があればまた参加します」 

「僕は、バーテンダーなのでお酒を作る側でしたが、ブラインドの⼈から『暗い場所や、お

酒を飲める場所に⾏けないので、普段は、⽸ビールや、⽸酎ハイしか飲めなかったのに今回

カクテルを飲める場所があったのがすごくうれしい』といわれたのが印象に残りました」 

「おいしいです。こんなにたくさん⾷べることができて幸せです」 

「皆さんと飲んで、⾷べて、楽しく過ごせました。これからまたスキーやいろいろなイベン

トに参加して、皆さんと⼀緒に楽しみたいと思います」 

「今⽇は、歩いて、おいしいものを⾷べて、飲んで、楽しい１⽇でした」 
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「今⽇は、家族⼀同で参加しました。みんなでおいしく⾷べて、楽しかったです」 

「うちの⼦が⼤きくなったらスキーに参加させます」 

どうでしょうか、イベントの雰囲気が少しでも伝わりましたでしょうか？ 

今回参加できなかった皆様もこれから先の企画に参加して、クラブのメンバーと交流を深め

て、楽しい時間を過ごしてください。また、こんなイベントがしたいなどありましたら、ぜ

ひお声がけください。 

 

 

シーズンイン雪上研修会開催! 第 2 報 
 

役員会/ガイドライン検討会担当 Y.K. 

 この度、近年当クラブに⼊会された新⼈パートナーの⽅や、誘導スキルの向上を図りたい

パートナーの⽅を対象に、シーズンイン雪上研修会を下記の要領で開催することといたしま

した。 

 皆様ご多忙とは存じますが、スキーパートナーとしてのスキルアップを図るとともに、ク

ラブメンバーとの交流を深める絶好の機会ですので、新⼈もベテランも、⼀⼈でも多くの

⽅々の参加をお待ちしております。 
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【実施要領】 

＜⽇時＞11 ⽉ 23 ⽇（⽊・祝⽇） 15:00〜17:00 

＜場所＞スノーヴァ新横浜 

   〒230-0072 横浜市鶴⾒区梶⼭ 1 丁⽬ 2-43 

   URL：http://snovashinyoko.co.jp/access 

＜集合＞スノーヴァ新横浜正⾯⽞関前に 14:30 

＜参加費＞２時間滑⾛券⼤⼈ 3,500 円、懇親会費は別途徴収 

＜講師＞S.M.⽒、T.M.⽒ 

＜その他＞１７時過ぎから会場近隣で懇親会を開催しますので、こちらにも合わせてご参加

ください。 

＜申込＞参加いただける⽅は、件名を「雪上研修会への参加申し込み」として、①⽒名、②

携帯番号をクラブ事務局へメールもしくは電話で連絡ください。 
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シーズンイン研修会＆忘年会のお知らせ 
  

役員会／イベント実⾏委員会担当 K.N. 

 今年度の「シーズンイン研修会＆忘年会」を以下のとおり開催します。 

 サポートガイドライン検討ワークンググループの活動も終盤を迎え、ブラインドスキーガ

イドラインも概ね完成の域に達しています。ガイドラインの内容を踏まえ、２０１７-2018

シーズンスキーツアーに向けた準備をします。ツアーに参加を予定される皆さんは出席いた

だくようお願いします。 

【実施要領】 

シーズンイン研修会 

＜⽇時＞ １２⽉９⽇（⼟）13:30〜16:30 

＜場所＞ ライトセンター ２階 第⼀講習室 AB 

＜内容＞ ブラインドスキーガイドラインの理解及び実践準備 

忘年会 

＜⽇時＞ １２⽉９⽇（⼟）17:15〜19:30（終了予定） 

＜場所＞ ⼆俣川「⼤⿓飯店」(045-391-1901) 

 ⼆俣川北⼝から 6 分（ライトセンターに向かう途中にある中華料理店） 

＜会費＞ 4,200 円 
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出⽋席の回答について 

②  ニュースの点字版・墨字版の⽅は同封した返信回答ハガキで回答をお願いします｡ 

 ② ブラインドの回答のハガキは表⾯の下側に回答者の住所・⽒名を書き込んだシールを

貼って有ります｡ハガキ下表⾯(宛名の書かれた⾯)の左⾓に直径 5 ミリの⽳が空いています

ので､その⽳を左下にして右上の対⾓線上の⾓が研修会と懇親会の両⽅に参加する⽅､左上

が研修会だけに出席する⽅､右下が懇親会だけに参加する⽅として､1 センチ程度斜めに切

り取ってください｡ 

 ③ 晴眼者は回答ハガキに⽒名と通信欄に必要事項を記⼊ください｡ 

同封の出⽋回答はがきは 11 ⽉ 20 ⽇までに投函ください｡ 

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

秋のイベントも成功裡に終わり、初雪の便りももうすぐ届きそうです。ワーキンググループによる

新ガイドラインもほぼ完成し、スキーツアーではその実践が求められます。シーズンイン研修会を

活⽤して、安全で楽しいスキーを追求していきましょう。 

広報担当：K.N. 編集協⼒者：I.K. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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スキークラブニュース 

２０１８年４月号 

発行責任者 

かながわブラインドスキークラブ/会長 T.K. 

 

 今年は何年ぶりという大雪に見舞われた２０１７-２０１８年スキーシーズンでした。お手元

にこのニュースが届くころには「お花見と反省会」も終わり、当クラブの２０１８年度活動も滞

りなく終えていることと思います。本号ではスキーイベント関連の報告と２０１７年度総会のご

案内などをお伝えします。 

 

Ⅰ.ブラインドスキー・サポートガイドラインが完成！！ 
副会長 Y.K. 

～近年、当クラブの課題は「世代交代と技能の伝承！」～ 

 昨年の総会でスキー誘導技術の伝承を目的にパートナーマニュアルを作ろう！と決まりまし

た。早速、S.M.さん・T.M.さん・Y.K.の 3 名でワーキンググループを結成し、6 月以降毎月集ま

ってマニュアルの作成作業を行いました。その検討のなかで、ブラインドの見え方やスキー技術

によって望ましい誘導法は異なるので「マニュアル」ではなく「ガイドライン」としたほうがよ

いのでは？ということになりました。10 月以降は T.M.さんにイラストを、市川さんにレイアウ

トをお願いし、１２月のシーズンイン研修会で皆さんに「ブラインドスキー・サポートガイドラ

イン 2017 年版」をお披露目することができました。 

 作成にご協力くださった皆さん、ありがとうございました！新人もベテランも、パートナーの

スキルアップにぜひこのガイドラインを活用してください。 

 

Ⅱ．雪には恵まれた２０１７-２０１８シーズンでした 

１、シーズンイン研修会報告 

スノーヴァ新横浜で新人研修 

役員会/事務局長 S.M. 

 スキーシーズンを前にクラブ始めての企画で、人工スキー場を使った研修会を実施しました。 

 日時は 11 月 23 日（木・祝日）15:00～17:00 で、会場は鶴見区三ツ池公園に隣接した「スノー

ヴァ新横浜」です。 

 新入会説明会参加者に来てもらう、という目論見は残念ながら今年は果たせませんでしたが、

Y.F.さん、K.H.さん、S.S.さんの３人にとってはスキー誘導の基礎を学ぶよい機会になったと思

います。また、経験を積んでいる O.M.さん、F.A.さんにとっても初心に戻って学びなおす良い機
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会になったと思います。 

 残念ながらコースが短いため３ターン程度の誘導しか出来ませんでしたが、声の大きさやタイ

ミングの取り方などの練習は出来ました。やはり雪上の研修は新人の不安を和らげるには効果が

あるようです。もちろん、１７時過ぎから会場近隣で懇親会を開催し盛り上がりました。 

 

「マニュアルからガイドラインへ」そして「カルテをもっとよくしよう！」 

役員会/副会長 K.N. 

 12 月 9 日（土）ライトセンターにおいて「ブラインドスキーガイドラインの理解及び実践準備」

と題し、事故の多かった昨シーズンを踏まえ、新ガイドラインから安全なスキーを読み取り、安

全かつ楽しく滑るためにはどうすべきかを考える機会とすべく、研修会を開催しました。参加者

は総数３４名（B１１名、S２４名）でした。 

 第一部では、ガイドライン作成に携わった Y.K.さんからマニュアルからガイドラインへ変更さ

れた背景とその意義についてお話ししていただきました。 

 続いて第二部では、五つのグループに分かれてブラインドが普段言えない滑り方の本音や要望

などを深掘りし、ブラインドそれぞれの最適な誘導方法について検討しました。最後に各グルー

プの代表者が内容を発表し、全体でそれら情報の共有を行いました。発表された内容はツアー実

施時に、最新情報としてカルテに追記することとしました。 

 研修会終了後、二俣川「大龍飯店」で忘年会を実施しました。参加者２６名（B８名、S１８名）

今シーズンへの期待で盛り上がりました。 

 

２、スキーツアー報告 

岩原スキーツアー 

実行委員長 K.Y. 

 ２０１８年１月２６日から２８日にかけ、新潟県岩原スキー場へのツアーを実施しました。 

 参加者はブラインド１３名、晴眼２４名（内中学生１名）の計３７名。初参加された方も４名

おり、わいわいと東京駅を出発。 

 ２７日は、時折雪が降り、リフトでは風ビュービューで凍りそうな寒さのなか、パウダースノ

ーのゲレンデを参加者それぞれ楽しみました。夕食ではその日の反省をしたり、感想を話し合っ

たり、ヒヤリハットをまとめたりと、美味しい食事をいただきながらも充実の時間を過ごしまし

た。自由参加の懇親会も和やかに進み、皆さんそれぞれ話が弾んでいたようです。初参加の方々

も和気あいあいすっかりみなさんに溶け込んでいました。 

 ２８日最終日は、お天気に恵まれ、前日たっぷり降った雪を更に楽しむことができました。初

参加された方々はそれぞれの班に入り、パートナーをしっかり勤めてくださいました。今後も期

待でき頼もしい限りです。 

 今回は、大きな怪我もなく、安全なツアーになりました。今後も日程や班編成等、工夫しなが

ら楽しいツアーを作っていきたいと思います。 
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(※)本ツアーが点字毎日の取材を受けました。以下に掲載された記事を紹介します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

点字毎日第 4879 号 

2018（平成 30）年 2月 18 日 

 「ブラインドスキーを楽しむ」 

 － 愛好家グループの合宿 －  

 寒い冬だからこそ楽しめるスキー。視覚障害者と晴眼者とが一緒にスキーを楽しむブラインド

スキーの愛好家グループが各地で活動している。 

関東周辺から仲間が集う「かながわブラインドスキークラブ」の合宿の様子を取材した。 

（山縣章子） 

 

  1 月下旬、新潟県湯沢町の岩原スキー場で行われた合宿には約 40 人が参加。視覚障害者はお

よそ 3 分の 1だ。 

  時折雪が強く降る中、声掛けや安全確認をする晴眼者のガイド研修の様子を覗いた。二人一

組でガイド役が後ろから声をかける。「右ターン。はいそのままいいよー。はい左」。前を滑るス

キーヤーとの間は 1.5 メートルほど。それ以上離れると声が聞こえにくい。前後の役を入れ替え、

その人が曲がりやすいタイミングを確認しながら何度か滑った。 

  「次は目を閉じて滑ってみましょう」。私も挑戦した。左右の方向も本当に滑っているのかど

うかもわからなくなった。まさに声だけが頼り。掛けられる声に従ってターンを続けて何本か滑

った。怖さは少しずつ和らぎ、声に操られて滑っているような感覚になった。ガイドとの一体感

はこれかと思った。 

  スキー場ではガイドが二人付く三人一組で滑っている。ガイドは周囲の様子にも気を配る必

要がある。滑り出す時には前後の安全を確認し、緊急時には「転べ」と声を出す。同クラブでは

合宿中の夜の会議で他のスキーヤーとの急接近のケースなど危ない事例を報告しあい共有して

いる。 

 今回で 4回目の参加という川崎市の岡部正志さん（43 強度の弱視）は、見えていた学生時代に

少しスキーをした程度だったが、ブラインドスキーに挑戦。回数を重ね少しずつ上達し、今では

「雪の上を滑る感覚やスピード感が楽しい」と言う。最近は新しいことに挑戦するなど前向きに

なったそうだ。「夜に酒を飲みながらいろいろな世代の当事者と交流できるのも楽しみの一つ」

と話す。 

 周囲に安全への協力を呼びかける意味もあり、ブラインドのスキーヤーとわかるよう蛍光色の

ビブスを着用して滑る。リフト待ちのときや昼食時には周りのスキーヤーから声をかけられ、新

たな交流につながることもあるそうだ。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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岩鞍スキーツアー 

実行委員長 T.T. 

 去る２月１７日(土)～１９日(月)に群馬県片品村のホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場への

ツアーを実施しました。参加者は、ブラインド１１名、パートナー２３名、の計３４名。横浜駅

発のツアーバスで移動し、ロッジかぶらぎに宿泊。 

 １７日は関越道にて、複数の事故渋滞に巻き込まれ約１時間半遅れてのスキー開始となり、各

班数本のみの滑降でした。往路途中、バス車内にてオリンピックフィギュアスケートの羽生、宇

野選手の金、銀メダル獲得の一報に、車内は歓喜に湧きました。 

 １８日は時折雪が舞うなか、気温が上がらないため雪面のコンディションはよく、満足のいく

滑りができました。 

 夜の懇親会では、トランプ大統領に扮した仮面姿の迷(？)司会者 I.K.さんの進行により、参加

者の親睦が深まりました。 

 １９日は好天のなか、昨日同様気温も上がらず、今回最高のコンディションで滑りを満喫。新

人パートナー２名も研修のあと、早速ブラインドの誘導を体験していただきました。今シーズン

のテーマは昨年に引き続き、「安全第一！ヒヤリハット報告、そしてもう一本よりこの一本!！」

で取り組んだ結果、一部物損事故のみで、大きなけが人を出す事なく終えることができました。 

 

３、参加者の声 

Blind Ski Club に参加して 

 H.H. 

 今回 blind ski club に初めて参加させて頂きました。自身、スキーが 15 年ぶりで、非常に楽

しみにしていたのですが、体力が持つか心配もありました。グループ分けを聞いた際、不安感が

生まれ、その不安感はその日の午後には現実となり、恐怖感や一本滑っただけでの太もも筋肉痛

など、いろいろでした。 

 １５年のブランクの大きさを突き付けられたのですが、パートナーさんや皆様の親切で丁寧な

ご指導で、昔の感覚が徐々に戻って来ました。スキーの楽しさが日ごとによみがえって来て、最

終日もっともっと滑りたい気持ちを抑えバスに乗車しました。 

 今回を期に、昔のようにいっぱいスキーに行こうかと考えております。参加していらっしゃる

方々に温かく受け入れて頂き、本当に楽しくあっという間の３日間でした。ありがとうございま

した。次回も是非参加したいと思っています。 

PS. 帰宅後３日間はひどい筋肉痛で苦しみました。次回までに、もう少し脚力を付けてきたい

と思います。 
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岩鞍ツアーに参加して 

 M.K. 

 友人からブラインドスキークラブを紹介されたのが五年前。六年前から始めた農業に目処がつ

いた今年、思い立ち岩原へ出かけてみました。 

 まずは「見学」と云う事で岩原の一泊と半日の短時間でしたが、そこで目にしたのはブライン

ドの方が楽しそうに滑っている姿、それを支えるスタッフの包み込むような眼差し、そしてクラ

ブ全員のはじけるような笑顔でした。 

 その楽しさに誘われての岩鞍の二泊三日。二十年ぶりのスキーでしかも我流の滑りでは、悲し

いかな！追走しても間隔を保つ事も出来ず、声掛けのタイミングもズレ、状況の変化にも対応出

来ず、とヒヤリハットの連続でした。難しい、奥が深い、でも一緒に滑れたらどんなに面白いか、

知らなかったスキーの楽しさを教えて頂きました。 

 パラリンピックなどを通じ身障者の方とそのスポーツを取り上げるメディアが増えてきまし

た。ただ何処までやっていいのか、やってはいけない事はなんなのか、は寝食を共にしないと判

りません。画面からは伝わりません。知らなかった世界を垣間みることが出来た貴重な時間でし

た。 

 次回はブラインドの方に楽しんで頂けるように、そして私も楽しめるようになるかなー？チョ

ッと楽しみ！ 

 

Ⅲ．２０１８年度総会と懇親会のお知らせ 

１、 ２０１８年度総会 

日 時 ： ２０１８年 ５月１３日(日) １４：００～１７：００ 

会 場 ： 神奈川県ライトセンター ２階 第３講習室 AB 

内 容 ： 

＜議事＞ 

１. ２０１７年度 事業報告・決算報告 

２． ２０１８年度 事業計画・予算(案) 

３． ２０１８年度 役員承認 

４. その他 

＜意見交換＞ 

＊内容については検討中です 

２、 懇親会 

日時 ： ５月１３日（日）１７：１５～１９：３０（中締め予定） 

 （飲み放題が時間無制限のため、お店の閉店 23:00 に締めます。） 

場所 ： 二俣川「牛タン 圭助」(０４５－３９２－１１０９) 

  二俣川北口から４分（ライトセンターに向かう途中の商店街にあるお店） 

会費 ： ４,０００円  
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３、 総会出欠席の回答について 

① ニュースの点字版・墨字版の方は同封した返信回答ハガキで回答をお願いします｡ 

② ブラインドの総会回答のハガキは表面の下側に回答者の住所・氏名を書き込んだシールを

貼って有ります｡ハガキ下表面(宛名の書かれた面)の左角に直径5ミリの穴が空いています

ので､その穴を左下にして右上の対角線上の角が総会と懇親会の両方に参加する方､左上が

総会だけに出席する方､右下が懇親会だけに参加する方として､1センチ程度斜めに切り取

ってください｡総会に欠席される方は出欠回答ハガキの文書面に押印又はサインをいただ

ければ議長に対する委任状とさせていただきます｡ 

③ 晴眼者は回答ハガキに氏名と通信欄に必要事項を記入ください｡ 

 

 回答はがきの返信は総会の成立にも関わります。毎年、回答はがきの返信が少なくて直前まで

苦慮しています｡返信にご協力ください｡ 

 同封の出欠回答はがきは 4 月 30 日までに投函ください｡ 

 

Ⅳ．お願い 
 

 会計より、会費の納入についてのお願いです。 

 ２０１７年５月１日から２０１８年３月３１日までの会費を納入されていない方には、振込用

紙を同封させていただきます。４月３０日までに納入願います。 

 なお、２０１６年５月１日から２０１７年４月３０日までの会費を納入されていない方が、御

三方おられます。 

【ご注意！】  

 ２年間、会費を納入しておられない方は、休会扱いとなります。予めご了承ください。 

 

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

【編集後記】 

 今年の冬は日常生活のなかでは降雪に悩まされた年でしたが、わたしたちスキーヤーにとって

は、昨今の雪不足を心配することなくスキーを楽しめた年になったようです。 

 さて、今シーズンは怪我人のでる事故もなくシーズンを終えることができ、安堵しています。

これも、夕食時の反省会やヒヤリハットの抽出など、事故撲滅のための取組みを定着化していこ

うというスキー実行委員会の取組みがあっての結果ではないでしょうか。感謝！ 

 そして、懸案だったサポートガイドラインが完成、更にカルテの更新も進行中です。安全にス

キーを楽しむための当クラブの「ノウハウ」や「資産」が増えてきていることを感じます。 

 広報担当：K.N. 

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



クラブニュース 

2018 年 7 月号 

かながわブラインドスキークラブは、視覚障害スキーヤーと晴眼スキーヤーがともに作るクラブです。スキー等雪上スポーツ

を通じて、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

ことが目的です。 

 

Ⅰ 「一番搾り」おいしさの秘密ツアー ～～今年の夏イベントは、ビール工場見学です!～～ 

 京浜急行、各駅しか停まらない生麦駅。少し寂れた懐かしさを感じる駅前商店街を抜けると、ここはどこ?どこかの避

暑地にでも来たような、、、 緑が茂り、小路や芝生が広がる広大なガーデンが現れます。ここが、キリンビール横浜工場

です。建物に入ると、ビール尽くしの展示が盛りだくさん!スキーのパートナーにスカウトしたい?!元気できれいな声のガ

イドさんの案内で見学ツアーが始まります。ビールが出来るまでの工程が、次々と展開していきます。また、効果音が実

にうまく使われていて、喉をそそります。隠れた演出をお見逃し、お聴き逃しなく!見学のしめくくりは、おまたせしました!

できたての３種類のビールの試飲が待っています。お子さんにはキリンレモンをはじめ、キリンの代表的なソフトドリンクを! 

ビールを飲まない方もお子さんも十分楽しめる、見て、聞いて、触れて、味わって、ビールの秘密発見!体験ツアーで

す。 

 つづきまして懇親会は、敷地内にあるレストラン「スプリングバレーブルワリー横浜」。明治の横浜を思い起こさせるレン

ガ造りのクラシカルな建物はさらに気分を盛り上げてくれること間違いなし!皆さん、ふるってご参加下さい! 

（＊同じ敷地内ということで工場見学と懇親会両方合わせての企画となっています。） 

 

[ 実施要項 ] 

日 時:2018 年 7 月 29 日（日） 

会 場:キリンビール横浜工場 http://kirinfactory.jp  

集合場所:京浜急行、生麦駅改札内 12 時集合。(改札は一つです) 

（＊改札口周辺が狭い為、広さのある改札内に集合します。各駅しか停まらないのでご注意下さい。） 

ホームから 2 階へ上がり、改札に向かう途中のトイレ付近に。目印としてクラブの旗を持って立ちます。 

参 加 費:5,000 円（見学は無料。懇親会代、飲み放題付き＊お子さんは 3,340 円） 

[スケジュール] 

12 時、京浜急行 生麦駅集合。集まりしだい出発。15 分ほどで到着。 

12 時 40 分～14 時(60 分見学、20 分試飲) 

14 時 15 分～16 時 15 分 懇親会「スプリングバレーブルワリー横浜」 

[参加の連絡] 

＊参加希望の方のみご連絡ください。 

＊ハガキでの返信はありません。メールでの返信をお願いします。どうしてもメールでは難しい方は電話でご連絡ください。 

１、名前 



２、参加人数（お子さんはお知らせください） 

３、誘導の希望 

４、当日の連絡先電話番号 

以上をお知らせください。 

[返信締め切り日] 

7 月 19 日(木)必着。ふるってご参加ください! 

[キャンセルについて] 

7 月２６日(木)午前まで、キャンセル可能です。 

 

Ⅱ 2018 年度会費納入のお願い 

 総会を欠席されるなどしてまだ今年度のクラブ会費をお支払いいただいていない方は、振込用紙を同封いたしましたの

で、7 月 31 日までに会費をお振込みいただきますようお願いいたします。休会・退会を希望される方は、事務局へメー

ルまたはお電話でお申し出ください。 

 

Ⅲ 今年度のツアーは 2019 年 1 月 25～27 日(岩原)、2 月 16～18 日(岩鞍)に! 

第３４回 クラブ総会開催報告  

 2018 年 5 月 13 日(日)14:00～15:30 に、神奈川県ライトセンターで第 34 回 定期総会を開催しました。出

席は 33 名、委任状は 37 名、計 70 名でした。会則 12 条に基づき会員総数 102 名の半数以上出席で総会は無

事成立しました。総会議案書及び議事録をもとに以下に報告します。 

[議事] 

第 1 号議案 2017 年度活動報告(案)、第 2 号議案 2017 年度収支決算報告(案) 

1)役員会報告 

 役員会は6/18、9/3、10/22、4/7の4回開催しました。討議内容は、入退会関連、入出金関連、スキーツアー・

イベント開催における問題点の検討、クラブ説明会の開催、クラブの広報活動などでした。 

2)ブラインドスキーガイドライン作成報告 

 6/2、7/13、8/18、9/21 の計 4 回 WG を開催し、内容を検討。9/6 以降はイラスト、レイアウトを依頼し、内容

検討と並行して作業を進めました。12/9 のシーズンイン研修会の席で完成を報告し出席者に配布。1 月岩原、2 月

岩鞍の両ツアー参加者にも配布し、パートナー研修に役立てました。 

3)イベント報告 

 イベント実行委員会で夏・秋・春のイベントについて企画・運営を行いました。 

 夏は 8/5 に横浜防災センター見学&ビアガーデンでの納涼会を開催し、参加者は 23 名(B8、S15)でした。 

 秋は、10/1 に金沢文庫の散策&バーベキューを開催し、参加者は 30 名(B11、S15、その他 4)でした。 

 春は、3/31 にお花見と反省会を開催し、参加者は 25 名(B10、S15)でした。 

4)研修会報告 

 今年度初めての試みとして、11/23にスノーヴァ新横浜で雪上研修会を開催し、参加者はパートナー初心者及び経



験者 5 名、講師 2 名、協力者 1 名でした。滑走距離が予想よりかなり短く、余裕を持った研修にはなりませんでしたが、

声がけのタイミングや指示内容の確認など基本技術の再確認にとても役立ったとの感想を得ています。 

 12/9 にライトセンターでシーズンイン研修会を開催しました。第一部では、「ブラインドスキー・サポートガイドライン」の

完成報告を受け、マニュアルからガイドラインへ変更された背景、ガイドラインの意義について学びました。第二部では、

パートナーがブラインドの見え方、好みの誘導法、滑り方等を滑る前に把握でき、双方安全に楽しく滑る事ができるよう

に、現在のカルテの見直しをグループで討議しました。 

5)入会説明会報告 

 ツアー参加者募集時期に合わせ、10/21・22 の 2 日、開催を予定しましたが、申し込みはありませんでした。この他

に、個別に説明会を数回開催しました。 

6)スキーツアー報告 

 岩原スキーツアーを 1/26～28 に開催し、参加者は 37 名(B13、S23、K1)でした。 

 尾瀬岩鞍スキーツアーを 2/17～19 に開催し、参加者は 34 名(B11、S23)でした。 

 昨年の岩鞍ツアーから開始したヒヤリハットの洗い出しと共有など安全への意識付けを継続した結果、今年度は岩鞍

ツアーにおいて物損事故が 1 件発生したものの、大きなけがの発生はありませんでした。 

7)ホームページの運営 

 クラブニュースの PDF 版の掲載やスキーツアーの報告などを行いました。 

8)クラブニュースの発行 

 2017 年６月、9 月、10 月、2018 年 4 月の 4 回発行しました。 

9)収支決算報告 

 収入の部では、ファンケル様ならびにファンケルグループ社員様から 20 万円の寄付をいただけたことにより、当初予算

比 58.5%の増収でした。支出の部では、岩鞍ツアー往路福祉バス落選のため、民間バス利用補助金約 10 万円が

臨時支出として発生しましたが、ウェアやスピーカーの備品購入では購入製品の見直しにより予算の約 78%を削減で

きました。 

 決算としては、57,861 円(対予算比約 15%)のプラスとなり、次年度繰越金は 623,317 円となりました。 

<質疑応答> 

第１号議案・第 2 号議案について 

質問:バスの抽選は往復外れることはあるか?川崎市の福祉バスは使えないか? 

回答:横浜市社会福祉協議会に団体登録して申し込んでいるが土曜日は競合が多く、抽選で外れることもある。川

崎市社会福祉協議会には団体登録していないので、川崎の福祉バスは利用できない。神奈川県社会福祉協議会

の福祉バスは台数が少なく、さらに利用は困難。 

質問:会費未払い者への対応はどうしているか? 

回答:振込用紙をクラブニュースに同封し知らせている。2 年未払いで休会扱いとしている。 

監査報告 

・クラブの活動業務は、会⾧をはじめ各担当役員、ならびに多くの会員の努力により円滑に行われたことを認めます。 

・収支決算書の計数および執行状況は誤りのないことを確認しました。 

・「ブラインドスキー・サポートガイドライン」はとても良いものができました。ただ、リーダー・サブリーダーの役割についての記

載が少ないので、今後の見直しの際に書き加えてほしいです。 



第 3 号議案 2018～2019 年度役員選出(案) 

 新役員案が提案されました。 

第 4 号議案 2018 年度活動方針(案) 第 5 号議案 2018 年度予算(案) 

 1985 年 8 月に結成されたこのクラブも 34 回目のシーズンを迎えます。スキーが好き、仲間も好きという皆さんが集ま

ったクラブですので、今年の目標も安全で楽しくスキーを楽しむことだと思います。そのためにも、パートナーの募集・育成

に努めるとともに、ブラインドの安全意識向上、新しいゲレンデの検討などに取り組みます。諸先輩方の思いを継承し、

クラブ運営に当たっていきますので、皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

1)総会・役員会・実行委員会 

 2018 年度総会を、2018 年 5 月 13 日(日)14:00～16:30 に神奈川県ライトセンターで開催します(実施中の

総会のこと)。終了後には二俣川「牛タン圭助」で懇親会も行います。（注:活動済） 

 

 役員会は、年間 3～4 回開催します。 

 ツアー実行委員会は、2018 年 8 月以降、月 1 回程度開催します。 

 イベント実行委員会は、夏・秋・春のイベント準備に向けて必要に応じて開催します。 

2)イベントの開催 

 夏のイベントは、2018 年 7 月 29 日(日)にキリンビール横浜工場で、工場見学&懇親会を予定しています。 

 秋のイベントは、2018 年 9 月下旬～10 月上旬を予定しています。場所・内容は未定です。 

 春のイベントは、2019 年 3 月下旬～4 月上旬を予定しています。場所・内容は未定です。 

3)新会員募集 

 パートナーの確保はブラインドスキーの実施にとって最も重要な課題です。新聞などメディアへの働きかけを強化するとと

もに、ホームページや SNS などでの情報発信に努めます。また、会員の皆さんによる口コミも重要な新人発掘手段です

ので、チラシやカードを活用した周囲の人への働きかけをよろしくお願いします。 

 説明会は、2018 年 10 月 13 日(土)の 14:00～16:00 に神奈川県ライトセンターで開催予定です。他に必要に

応じて個別説明会も実施します。 

4)研修会の開催 

 雪上研修会は、2018 年 11 月 23 日(金)の 14:00～17:00 に狭山スキー場で開催予定です。 

 シーズンイン研修会は、2018 年 12 月 8 日(土)の 14:00～17:00 に神奈川県ライトセンターで開催予定です。

内容は、ブラインドスキー・サポートガイドラインについてです。終了後は二俣川で忘年会を開催します。 

5)スキーツアーの開催 

 岩原高原ツアーは、2019 年 1 月 25 日(金)～27 日(日)に開催します。 

 尾瀬岩鞍ツアーは、2019 年 2 月 16 日(土)～18 日(月)に開催します。 

 また、2020 年ツアー開催を目指して新規ツアー開催場所の検討を行います。 

6)広報活動 

 「クラブニュース」は、７月、8 月、11 月、翌 4 月の 4 回発行を予定します。 

 クラブホームページ「声のきずな」とフェイスブックのクラブページを随時更新します。 

 役員会や実行委員会の情報共有や意見交換を目的にメーリングリストの運用を継

続します。また、今年度から会員相互の交流と情報提供を目的に会員を対象とした

メーリングリストの運用を検討します。 



 スキー誘導法やクラブ活動を紹介するビデオを作成し、クラブホームページ「声のきずな」や YouTube で公開できるよ

う検討します。 

7)その他 

 例年通り、必要に応じて関係各団体と連携・協力し、ブラインドスキーの普及・発展に努めます。 

8)予算案 

収入の部では、寄付金を計上せず、昨年度実績比約 50%減収の 198,010 円としました。 

支出の部では、民間バス利用補助金とともに、スキーツアーを新規ゲレンデで行うための現地調査費を計上し、昨年

度実績比約 9%増の 377,822 円としました。 

 以上により今年度予算は大幅な赤字予算ですが、会費収入 3 年分相当の繰越金(予備費)がありますので、そこか

ら充当する予定です。 

<質疑応答> 

質問:イベントは日程、場所と内容をしっかり提示しないと会員は分からない。 

回答:次号のクラブニュースで日程を提示できるようにしたい。 

意見:その他の活動として、社会課題解決に絡めてリコー社会貢献クラブ・FreeWill の寄付支援につながるような内容

に取り組んでほしい。 

意見:規約に無い休会・退会の規定をしておいた方が良いのではないか。また、ファンケルさんへの寄付金申請にも取り

組んでほしい。 

意見:余剰金が少なくなっていく状況をどうするか?会費の値上げも検討が必要ではないか?中⾧期の備品計画も含め

て考えて欲しい。ファンケルさんの寄付金がどこに使われたのか、それも分かるようにしたい。 

意見:競合の多い土曜の福祉バスが抽選に外れた時の充当用として考えてみても良いのではないか? 

意見:収支のバランスが悪い。繰越金は別会計としてツアーバスの抽選が外れた時用にプールしてはどうか?基礎的財

政収支(Primary Balance)を見直す必要がある。 

意見:この会の目的と狙いについて、全員が認識する必要がある。 

≪議案の承認≫ 

 第 1 号から第 5 号議案まで、すべての議案が承認されました。 

 
[2018 年 5 月 13 日開催の総会＠神奈川県ライトセンター] 



Ⅳ クラブの動き 

 役員会や各実行委員会などの活動を簡単に紹介します。 

 4 月 8 日（日）午後、2018 視覚障害スポーツ情報交換会に参加し、当クラブの活動を報告するとともに、障碍者

スポーツの振興や2020東京パラリンピックに向けた国の取り組み、国際クラス分け（スポーツ競技における障害程度の

分類）について講演を聞きました。 

 5 月 16 日（水）午後、新入会希望のブラインドに対し個別説明会を実施しました。 

 5 月 18 日（金）午後、イベント実行委員会が夏のイベント会場の下見を行いました。 

 5 月 29 日（火）午後、ライトセンターの平成３０年度クラブ連絡会に出席しました。昨年度の活動報告と今年度

の活動方針を紹介するとともに、ライトセンター利用についての意見交換などを行いました。 

 6 月 5 日（火）夕、事務局引継ぎ作業を行いました。 

 6 月 8日（金）夕、2018 年度第 1 回役員会を開催して、今年度の活動予定、役割分担などを話し合いました。 

 

Ⅴ 今年度の実行委員を大募集! 

 夏・秋・春のイベントや、1 月・2 月のスキーツアーの企画・運営に当たる実行委員をそれ

ぞれ募集します。イベントはメールでの打ち合わせ、下見、当日の運営など、ツアーは 9 月

から 2 月まで毎月 1 回の会議と当日の運営などが主な活動です。ご協力いただける方、

興味を持たれた方は、遠慮なく会⾧もしくは事務局へメールもしくはお電話でお問い合わ

せください。 

 

Ⅵ 入退会情報 

 昨年の総会から今年の 6 月末までに入退会された人数をご紹介します。 

入会 10 名、休会 5 名、退会 3 名 

 

Ⅶ クラブの活動予定 

月日 行事名 内容 場所 

7/29（日） 夏のイベント ビール工場見学と納涼会 キリンビール横浜工場 

9/30（日） 秋のイベント グラウンドゴルフ体験 ライトセンター体育館 

10/13（土） 新入会説明会 入会希望者へのクラブ説明 ライトセンター 

11/23（金） 雪上研修会 パートナー向け誘導法研修 狭山スキー場 

12/8（土） シーズンイン研修会 ガイドライン研修と忘年会 ライトセンター 

 

  



〔編集後記〕 

 新しい年度が新しい役員体制でスタートしました。今回歴史あるこのクラブの会⾧を拝命し、非常に身の引き締まる

思いです。不束者ですので、役員や会員の皆様からご支援いただくことが多いと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。(Y.K.) 

 

かながわブラインドスキークラブ 

U R L:  https://kanagawa-blindski.com/ 

Facebook:  https://ja-jp.facebook.com/kanagawablindski/ 
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