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クラブニュース 

2018 年 11 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。 
 

今年も 2 回のスキーツアーを開催︕  

 お待たせしました︕2018〜19シーズンも昨年同様1⽉岩原、2⽉尾瀬岩鞍の2回のスキーツアーを企画しました。
別紙のとおり参加者を⼤募集しますので、皆さんふるってご参加ください。毎年パートナーが不⾜していますので、お友達
などへの声掛けもぜひぜひよろしくお願いします︕⽇程や申し込み⽅法など詳細は別紙で︕ 
 

シーズンイン研修会＆忘年会を開催 

ツアー実⾏委員 K.Y 
 本格的なスキーシーズンに向け、今年のシーズンイン研修会は、今まで３回のツアーで報告いただいた「ヒヤリ・ハット」
の中から、いくつかピックアップして、回避する⽅法がないか︖ より安全な誘導⽅法は︖ ブラインドとして何ができる
か︖などを話し合いたいと思います。実際あった事象なので、今後も同じような事が起こらないよう検討してみましょう。 
 後半は、会場でできる簡単なストレッチを実施する予定です。 
 頭も体もちゃんと使って、冬にそなえていきましょう︕︕少し動きやすい格好でご参加ください。 
 皆様のご参加お待ちしています。 
<⽇時>12 ⽉ 8 ⽇(⼟) 14:00〜16:45 
<場所>神奈川県ライトセンター 第 1 講習室 
<内容>第 1 部︓安全なスキー誘導のために〜ヒヤリハットを振り返って〜 

第 2 部︓簡単なストレッチで⼼も体もリフレッシュ︕ 
イベント実⾏委員 S.S 

 シーズンイン研修の後は、皆様お待ちかねの忘年会です。今年⼀年を振り返ったり、来たるスキーシーズンについて語
り合ったり。そんな時間を美味しいお⾷事とお酒と共に楽しみませんか︖ 
 ぜひご参加をお待ちしております。 
<⽇時>12 ⽉ 8 ⽇(⼟) 17:15〜19:45 
<場所>⼆俣川「ミライザカ」 
           045-360-7223 
           ⼆俣川駅北⼝から 5 分 
<会費>4000 円 
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【申込方法】  
＊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両⽅とも参加します ②参加しません ③研修会のみ参加します ④忘年会のみ参加します  
＊電話の場合は参加の⽅のみお知らせください。  
＊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、上記までお問い合わせください。  
【申込締切⽇とキャンセルについて】  
11 ⽉ 30 ⽇（⾦）必着。キャンセルは前々⽇まで可能です。   
 

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 
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ご連絡ください。 
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JRPS ユース部会主催スキーツアーのご案内 

 当クラブの会則第 3 条では、活動の⼀つとして、「(２)  ブラインドスキーの普及及び技術向上､これに関連する団
体との交流」と定めています。その具体的な取り組みの⼀つとして、例年視覚障害者患者会の JRPS ユース部会（以
下、ユース）主催のスキーツアーに協⼒しています。今年も下記のような案内が届きましたので、お知らせします。 

 毎年クラブ晴眼の⽅に協⼒を頂き、今年で 7 回目の開催となり、ご協⼒頂いた皆様ありがとうございました。ユース参
加者からは⼤変好評な企画となっています。今年も当クラブ晴眼の⽅々にご協⼒頂き開催したいと思います。以下ツア
ー概要です。ぜひご検討の程よろしくお願い致します。 
【概要】 
  ⽇程︓2019 年 2 ⽉ 2 ⽇、3 ⽇（⼟⽇） 
  ⾏先︓岩原スキー場 
  宿泊︓ホテルアルパイン 
  交通︓新幹線使用（現地集合可） 
  定員︓晴眼 20 名、ユース 10 名目標の合計 30 名 
  費用︓約 25,000 円（新幹線利用の場合） 
 以下の応募先に参加の意思をご連絡ください。また、不明点、お問合せ等ございましたらご連絡お願い致します。 
※参加表明いただいた⽅に応募に必要な情報を送らせて頂きます。 
＜応募先＞ 

■メール（実⾏委員 ML） ski＠jrps-youth.sakura.ne.jp（＠を半角に変更して下さい） 
※応募締切は、12 ⽉ 29 ⽇とさせて頂きます。 
 以上です。たくさんのご参加をお待ちしております。 

 

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、11 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 
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秋イベント「グラウンドゴルフ体験︕」は中止に︕ 

 皆さん楽しみにしていた秋イベント・グラウンドゴルフ体験は、台風 24 号の接近に伴う天候悪化のため、残念ながら中
止させていただきました。楽しみにしていらっしゃった皆さん、申し訳ありません。準備してくださったイベント実⾏委員の皆
さん、キャンセル対応までお疲れさまでした。ありがとうございました。 
 

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 10 ⽉ 13 ⽇（⼟）午前、神奈川県ライトセンターで開催しました。ライトセンターだよりや神奈川新聞の記事を⾒た
⽅、クラブ員からの紹介で知った⽅など、数名の⽅からお問い合わせをいただきました。⽇程の都合などもあり、当⽇は 1
名の⽅が参加してくださいました。 
 今後も個別説明会は随時実施しますので、もし、入会を希望される⽅がいらっしゃいましたら、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（＠を半角に変更して下さい） 
 
 

クラブメーリングリストへの参加のお願い 

 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した。メールアドレ
スをご登録いただいている皆様へは、9 ⽉ 10 ⽇に「メーリングリスト参加のご案内メール」を配信いたしました。そのメール
の中に、登録確認用 URL が記載されています。この URL にアクセスしていただくと、クラブメーリングリストへの登録が完
了します。お手数をおかけしますが、登録確認 URL にアクセスし、クラブメーリングリストへ参加していただきますようお願
いいたします。 
 「メーリングリスト参加のご案内メール」を削除してしまった、あるいは届いていない、という⽅、その他ご質問のある⽅は
遠慮なく事務局へお問合せ下さい。 
⼀人でも多くの仲間がクラブメーリングリストに参加してくださるよう、お願いいたします。 
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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。 
⽉⽇ ⾏事名 内容 場所 
8/26（⽇） クラブニュース発⾏ 印刷及び発送 ライトセンター 
9/26（火） 第 1 回 

ツアー実⾏委員会 
⽇程関連打合せ、乗⾞券手配⽅法とリフト
券割引率の確認及び購入担当決定 

県⺠活動サポートセンター 

9/初〜10/中 広報活動 マスコミへの宣伝依頼分発信 
横浜市内の⼤学へのポスター・チラシ送付 

 

10/5（⾦） 備品棚卸 クラブハウスロッカーの整理 ライトセンター 
10/13、23 説明会開催 新入会希望者向け説明会 ホワイトワールド尾瀬岩鞍 
10/23（火） 第 3 回役員会 11/10(⼟)ライトセンターフェスティバル、

11/23(⾦祝)雪上講習会、12/8(⼟)シー
ズンイン研修について 

県⺠活動サポートセンター 

 

クラブの活動予定 

⽉⽇ ⾏事名 内容 場所 
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 
3/31（⽇） 春のイベント お花⾒と交流会 未定 
 
〔編集後記〕 
猛暑の後は台風の秋。その影響で残念ながら秋のイベントが中止になり、またまたみんなでビールを飲む機会を逸してし
まいました（とほほ）。シーズンイン研修会＆忘年会は、今度こそみんなで楽しくパーッとやりたいですね︕さあ、みんな
でシーズンに向けたトレーニングと雪乞いを始めましょう︕（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/ 
E - M a i l:  club.info＠kanagawa-blindski.com 

（＠を半角に変更して下さい） 
 


