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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｡ 



3  

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｡ 

 



6  

《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/

