
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 
  
 
 



 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｡
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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。




