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クラブニュース 

2018 年 9 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 秋イベント「グラウンドゴルフ体験︕」のお知らせ 

イベント実⾏委員 清宮 幸⼦ 
「冬はスキー、秋はゴルフ︖お酒もいいけど、運動もね︕」 
今年は本当に暑い夏でしたね。でも、あと数ヶ⽉でスキーシーズン︕というのは気が早いでしょうか︖いえいえ、あっとい

う間にその季節はやってきます。ここから少しずつ冬に向けて、体⼒づくりに励みませんか︖ 
秋はちょっと⾝体を動かすイベントの開催です。今回⾏うのは「グラウンドゴルフ」。グラウンドゴルフなんてやった事ない

なぁなんて⼼配はいりません。⽼若男⼥誰でもできる気軽なスポーツです。 
⽊製のハンマーのようなクラブ(スティック)で、30cm 位のゴールの輪をめがけてボールを打つ、そんなスポーツです。 
いくつかのコースをグラウンドに設定し、数⼈のグループでコースを周ります。⼀緒に周る仲間の声が。 

「右︕左︕あと 10cm 右︕」 あら︖スキーの声かけのよう…ボールを打つ⼈、声かけをする⼈、この息の合ったコンビネ
ーションが勝利のカギを握ります。 

スキーに向けた体⼒づくり、というよりスキーに向けたチームワークづくりとなるかもしれませんね。  
また⾬天時には、室内にて簡単なストレッチなど、スキーに向けた⾝体のケア

など⾏う予定です。もちろん、⾝体を動かした後はお楽しみの懇親会もあります。 
晴れても⾬でも、スキーにプラスになる事間違いなしです。 
ご家族、ご友⼈お誘い合わせの上、ぜひぜひご参加ください。 

【実施要項】 
⽇時:2018 年 9 ⽉ 30 ⽇(⽇) 13:30〜16:30 
場所:神奈川県ライトセンター 
集合場所/時間:13:30 2 階 第 2 講習室(13 時から第 2 講習室は利⽤できます) 
部屋にて簡単な説明後、グラウンドにて開催。 
17:15 より、⼆俣川「⼤龍飯店」にて懇親会(ライトセンターへ向かう途中にある中華料理店) 懇親会費 4200 円 
体を動かしやすい服装、各⾃飲み物等の準備をお願いします。 
【参加・不参加の連絡】 
＊メールの場合、参加不参加に関わらず、お知らせください。 

またお名前と当⽇の連絡先も必ず記して下さい。 
①参加します②参加しません③ゴルフのみ参加します④懇親会のみ参加します 
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<メールの返信先アドレス> 
club.event@kanagawa-blindski.com 
＊電話の場合は参加の方のみお知らせください。 
清宮まで。19 時以降にお願いします。繋がらない場合は、市川まで。 
＊参加者宛には特に返信いたしませんが、不明点がありましたら、ご連絡下さい。 
【返信締め切り⽇とキャンセルについて】 
9 ⽉ 20 ⽇(⽊)必着。キャンセルは前⽇まで可能です。  
 

Ⅱ 今年もご寄付をいただきました︕ 

 この度、ファンケルグループの有志の従業員様による「もっと何かできるはず基⾦」から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。いただきましたご寄付は、⼀⼈でも多くのブラインドとパートナーが、1 回でも多くスキーをともに楽しめるよう、チラシ
の作成などブラインドスキーの普及・啓発活動を中⼼に活⽤させていただきたいと思います。 
 

Ⅲ 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、9 ⽉ 30 ⽇までに会費をお振込みいただきますよう改めてお願いいたします。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。 

●ゆうちょ銀⾏からのお振込み● 
記号＝１０２２０ 番号＝１４１４２７３１ 口座名義＝かながわブラインドスキークラブ 
 ●その他⾦融機関からのお振込み● 
ゆうちょ銀⾏ ⾦融機関コード＝９９００ 支店コード＝〇⼆八（ゼロニハチ） 
口座種別＝普通 口座番号＝１４１４２７３ 口座名義＝かながわブラインドスキークラブ 
 

Ⅳ 「一番搾り」おいしさの秘密ツアー 〜〜夏イベント・ビール⼯場⾒学報告︕〜〜 

イベント実⾏委員 丹野 美有紀 
 

台風の影響に伴い、開催の⼼配もありましたが、当⽇は正に、夏イベント
「⼀番搾り」おいしさの秘密ツアー︕の名にふさわしい暑い暑い夏の⽇となりま
した。7 ⽉ 29 ⽇、ご家族やご友⼈、華やかな⼥史（︖︕）のご参加もいた
だき、総勢 35 名(ブラインド 11 名、晴眼 24 名)でにぎやかに開催しました。 

ご参加いただきました皆さま、イベントを盛り上げてくださり、ありがとうござい
ました。 
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参加者からコメントを頂きましたのでご紹介します。 
 

横浜市内ですが、ここがまるで郊外にあるようなとても環境のいい場所で。私はビールが飲めないのですがとても良かった
です。R.K 
ビールが⼤好きなので最高の⼀⽇でした。S.T 
ビールがめっちゃおいしいです︕次のビールがすぐ飲みたいです︕M.G 
ビールがおいしいです︕⼯場の案内係の⼥性が素敵でした。H.S 
⾒学中じわじわと⼤好きなビールを飲むまで待たされるのがたまらなかったです。笑 
夏はこういう涼しい屋内の場所がいいね。N.K 
 
今後の参考に、ご意⾒もいただきました。 
 
〜どんなイベントに参加したいですか︖〜 
以前に参加した山登りやハイキングに参加したいです。R.K 
皆さんと⼀緒に涼しいところに、紅葉を⾒ながらハイキングに⾏きたいです。S.T 
飲み会と交流会があるイベントがいいです。M.E 
飲み会で飲みたいです。M.G 
さわやかで、あんまり混んでいない北関東や栃⽊でハイキングがしたいです。H.S 
みんな年齢も上がってきたので、近場でさわやかにスカッとできる場所がいいです。N.K 
 
ゲレンデ以外でも、みんなで顔を合わせて遊ぶ機会を作っていきたいです。 
event@ml.kanagawa-blindski.com 
こちらに、リクエスト、情報もぜひ、どしどしお聞かせください︕よろしくお願いします。次回もまたお会いしましょう︕︕ 
 

Ⅴ 新入会説明会を開催︕ 

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、今年度も「かながわブラインドスキークラブ入会説明会」
を下記のとおり開催します。  

⼀⼈でも多くのブラインドがツアーに参加できるよう、会員皆さんの積極的な「口コミ」と「勧誘」をお願いいたします。 
⽇時︓2018 年 10 ⽉ 13 ⽇（土）10:00〜12:00  
場所︓神奈川県ライトセンター  
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  
もし、入会を希望される方の⽇程が合わないようでしたら、個別説明会も実施しますので、遠慮なく事務局までご相

談ください。入会には晴眼・ブラインドとも必ず説明会への参加が必要ですので、よろしくお願いします。 
E-mail club.info@kanagawa-blindski.com 
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Ⅵ 今年も雪上研修会を開催︕ 

今年度も、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します。  
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。  
⽇ 時︓2018 年 11 ⽉ 23 ⽇（⾦・祝⽇） 15:00〜17:00  
場 所︓狭山スキー場 

〒359-1153 埼玉県所沢市上山口２１６７ 
tel:042-922-1384 
URL︓https://www.seibu-leisure.co.jp/ski̲web/ 

集 合︓⻄武球場前駅改札前に 14:30  
参加費︓入場リフト料⾦（4 時間）3,100 円、ウエア付スキーセットレンタル料⾦（スキー / ブーツ / ストック / ウ

エア）4,200 円、懇親会費は別途徴収  
講 師︓白崎 正彦氏 
その他︓１７時過ぎから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

へ以下のメールもしくは電話でご連絡ください。  
E-mail club.info@kanagawa-blindski.com 
 
 

Ⅶ クラブメーリングリスト開設のお知らせ 

 今年度新しい試みとして、会員相互の交流と情報提供を目的に、会員メーリングリストを開設します。クラブにご登録
いただいているメールアドレス宛に、下記のような会員メーリングリストへの招待メールを近⽇中に配信しますので、参加
登録をお願いします。携帯メール（@docomo.ne.jp や @ezweb.ne.jp、@softbank.ne.jp など）をご利⽤の
方は、clubmember@ml.kanagawa-blindski.com からのメールを受信できるように設定変更をお願いします。 

メーリングリスト参加のご案内メール 
○○○○@××××.com 様 
以下のメーリングリストへの参加希望を受け付けました。 
◎参加完了するには 
このメーリングリストは、本⼈以外の⼈物によるメーリングリスト参加登録を防ぐため、本⼈に登録を確認するステップを設けて
います。下記の URL にアクセスすると、参加手続が完了します。 
登録完了 URL 
http://api.lolipop.jp/api/api.php?xxxx=yyyy.......  
※URL が⼆⾏に分かれている場合、⼀⾏目と⼆⾏目をあわせた上で開いてください。 
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Ⅷ 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。 
 6/28 クラブニュース 2018 年 7 ⽉号の印刷発送作業をライトセンターで⾏いました。 
 7/22 イベント実⾏委員会が秋イベントの下⾒をライトセンターで⾏いました。 
 7/29 夏イベント「⼀番搾り」おいしさの秘密ツアー 〜〜 ビール⼯場⾒学を開催しました。 
 7/5・8/6 それぞれ入会希望者の個別説明会を⾏いました。 
 8/27 第 2 回役員会を神奈川県⺠活動サポートセンターで開催し、秋イベントや 10 ⽉の新入会説明会に向けた
広報活動、11 ⽉の雪上研修会などについて話し合いました。 
 

Ⅸ クラブの活動予定 

⽉⽇ ⾏事名 内容 場所 
9/30（⽇） 秋のイベント グラウンドゴルフ体験 ライトセンターグラウンド 
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 
11/10（土） ライトセンターフェスティバル クラブ活動の紹介 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 
1/25（⾦）〜27（⽇） 1 ⽉スキーツアー 岩原スキー場 
2/16（土）〜18（⽉） 2 ⽉スキーツアー ホワイトワールド尾瀬岩鞍 
 
〔編集後記〕 
猛暑というか、酷暑というか、とても暑い夏がようやく終わりに近づいています。こんな暑い夏にはビール︕と思っていました
が、台風の影響で夏イベントには参加できませんでした（涙）。イベントの報告を読んで改めて参加できなかった悔しさ
をかみしめています。秋イベントには参加するぞ︕︕皆さん 9 ⽉ 30 ⽇にお会いしましょう︕（矢部） 
 
 
 
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/ 
E - M a i l: club.info@kanagawa-blindski.com 
会 ⻑: 矢部 健三 
事務局⻑: 太田 充咲 


