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   クラブニュース 

         2019 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。 

 

※住所・携帯・電話番号・メールアドレスの変更時は、必ず事務局までお知らせ下さい！よろしくお願いしま～す！！ 
 

秋イベント「グラウンドゴルフ体験！」は中止に! 

イベント実行委員 Ｏ．Ｍ 

 今年の秋イベント・グラウンドゴルフ体験ですが、会場の確保と、日程の変更が難しいため、今回、誠に申し訳ありませ

んが中止とさせていただきます。事前にご予定を空けていた方、楽しみにしていただいていた方、大変申し訳ありません。

今回の分も今後のイベントで、また皆様が楽しめるイベントを企画していきますので、ぜひその際はご参加ください。 

 

ブラインドワールドサポート DAY 2019 のご紹介！ 

 目の愛護デー（10 月 10 日）にちなみ、毎年逗子で開催されているこの催しは、視覚障がいのある方や視覚に不

自由を感じている方が知りたい情報を得て地域で生き生きと生活できるように、また、皆が視覚障害について正しく知り

共に生きるために、様々な学び・体験ができるイベントです。主催者からの要請を受け、当クラブもブラインドスキーの普

及・啓発を目的にブースを出展することとしました。当日は、ポスターやビデオ、チラシなどを使ってブラインドスキーを紹介

する予定です。お近くの方、ご都合のつく方、お手伝いがてらどうぞご参加ください!出欠の集約は特にいたしません。お気

軽にお越しください。 

 

日時：2019 年 10 月 13 日(日) 10:00～14:00 

場所：逗子文化プラザ市民交流センター 

逗子市逗子 4-2-11 

主催：すこやかいきいき協議会 

後援：逗子市、横須賀市、逗葉医師会、湘南眼科医会 

協力：神奈川県ライトセンター、神奈川県総合リハビリテーションセンター七沢自立支援ホーム、神奈川県網膜色素

変性症協会 

お問い合わせは sukoiki.k@gmail.com まで。 
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ライトセンターフェスティバルへのお誘い！ 

 クラブの活動拠点としてお世話になっている神奈川県ライトセンターが、施設公開を兼ねて毎年開催している「ライトセ

ンターフェスティバル」が今年も 11 月 9 日（土）に開催されます。当クラブもブラインドスキーの普及・啓発とクラブ活動

の紹介を目的にブースを出展することとしました。当日は、ポスターやビデオ、チラシなどを使ってブラインドスキーを紹介す

る予定です。ご都合のつく方、お手伝いしてくださる方大募集です。また、ブラインドのこと、ライトセンターのことを知るよい

機会ですので、どうぞご参加ください！出欠確認は特にいたしません。お気軽にお越しください。 

日時：2019 年 11 月 9 日（土）10:00～16:00 

場所：神奈川県ライトセンター 

主な内容 

・世界の料理テント村（約１０張の食べ物のテントが並びます） 

・クラブ発表会 

・スポーツ体験（ジョギングコース・卓球） 

・デジタル録音図書（デイジー図書）紹介コーナー 

・点字図書館紹介、図書館相談、クイズ 

・点字体験、点字紹介 

・録音図書製作体験 

・見えにくさの体験 

・視覚障害者用機器展示紹介コーナー 

・視覚障害者用具販売コーナー 

・１０分間マッサージ 

 

2019 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、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。墨字版クラブニュースには振込用紙を同封したほか、メール版購読者の

方には別途メールをお送りいたします。休会・退会を希望される方は、事務局へお申し出ください。 

●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 

 

 

 



 

3 

 

～～夏イベント・ビール工場見学報告！～～ 

「キリンもいいけどサントリーも出来立てを飲んでみよう！」ツアー            イベント実行委員 Ｔ．Ｍ 

 

今年の梅雨は長かったですね！待ちに待った梅雨明け直後の 7 月 28 日（日）に、ブラインド 12 名、パートナー

16 名、子ども 1 名の合計 29 名で東京都府中市の「東京武蔵野ブルワリー天然水のビール工場」へ行ってきました。

暑さがビールを一段とおいしくしてくれました。参加いただいた皆さん、ありがとうございました。 

感想をいただきましたのでご紹介します。 

K さん：いろんな所に連れて行ってくれてありがとう。 

T さん：日本語よく分かりませ～ん。ビール！おいしかった！ 

O さん：久しぶりの参加で、新しい人も増えて、浦島太郎だよ。 

T さん：シアワセです！ 

S さん：呑む前に水を飲んでね！ 

M さん：飲む時は呼んで下さい！来年も来てくれるかな？いいとも～！！ 

ビールでだいぶゴキゲンな様子がうかがえますね！ 

真夏の暑さ対策、出欠回答のスムーズな集計など、反省点もいくつかありましたので、今後に活かしていきます。 

ともあれ、みんなと顔を合わせ、楽しく・おかしく・おいしく・ゆかいな夏のひとときとなりました。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：2019 年 10 月 12 日（土） 14:00～16:00  

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。 

申込：参加を希望される方は、下記申し込みページからお申し込みください。 

URL: https://kokucheese.com/event/index/571037/ 

※上記申し込みページへのアクセスが難しい方は、メールの件名を「ボランティア説明会への参加申し込み」として、①氏

名、②性別、③年齢、④連絡先メールアドレス、⑤連絡先電話番号をクラブ事務局へご連絡ください。 

   かながわブラインドスキークラブ事務局 E-mail club.info@kanagawa-blindski.com 

 

mailto:club.info@kanagawa-blindski.com
mailto:club.info@kanagawa-blindski.com
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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（土） 7:15～18:30  

場 所：フジヤマ スノーリゾート イエティ（Yeti） 

〒410-1231 静岡県裾野市須山字藤原 2428 

TEL：055-998-0636 

URL：https://www.yeti-resort.com/ 

交 通：往復横浜⇔イエティ直行ライナーバス利用 

集 合：横浜駅(詳細は未定) 

参加費：7,800 円（往復バス代・1 日入場リフト代込みを予定） 

参 考：スキーセットレンタル料金（スキー / ブーツ / ストック）4,500 円、ウエアレンタル料金 3,000 円※グロー

ブ・ゴーグル・帽子のレンタルはありません。 

講 師：Ｓ．Ｍ氏 

その他：横浜駅帰着後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

へ以下のメールでご連絡ください。  

E-mail club.info@kanagawa-blindski.com 

 

クラブメーリングリスト開設のお知らせ 

 今年度も、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の運用を継続します。まだ参加されていない

方には、clubmember@ml.kanagawa-blindski.com から 7 月中旬に「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（club.info@kanagawa-blindski.com）にご連絡ください。  

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。 

 

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。 

7/2 クラブニュース 2019 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。 

https://www.yeti-resort.com/
https://www.yeti-resort.com/
mailto:club.info@kanagawa-blindski.com
mailto:club.info@kanagawa-blindski.com
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7/28 夏イベントビール工場見学を開催しました。 

8/21 ツアー実行委員会がキックオフミーティングを開催し、役割分担や作業日程を確認しました。 

8/28 入会希望者の個別説明会を行いました。 

8/28 第 2 回役員会を神奈川県民活動サポートセンターで開催し、クラブ会計や、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。 

 

クラブの活動予定 

 クラブ主催行事やその他の活動予定を紹介します。 

月日  行事名   内容   場所 

10/12（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 

10/13（日） ブラインドワールドサポート Day クラブ活動の紹介  逗子文化プラザ市民交流センター 

11/9 （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（土） 雪上研修会  パートナー向け誘導法研修 フジヤマ スノーリゾート イエティ 

12/7 （土） シーズンイン研修会  講演会と忘年会  ライトセンター 

1/24 （金）～26（日） 1 月スキーツアー    岩原スキー場 

2/15 （土）～17（月） 2 月スキーツアー    ホワイトワールド尾瀬岩鞍 

3/29 （日） 春イベント   お花見＆懇親会  未定 

 

〔編集後記〕 

 この夏「神さまたちの遊ぶ庭」（宮下奈都著）という本を読みました。著者が北海道十勝地方のトムラウシというとこ

ろへ家族で山村留学した時のエッセイです。その中にこんな 1 節がありました。「なんでこんなに原始的なことが楽しいん

だろう。見ていると不思議だ。登って滑るだけ。それが楽しくて延々と繰り返し、登って滑る。おかしくなってくる。もしかして

お人よしなのだろうか。スキーヤーというのは途方もないお人よしなのだろうか。」クラブの愉快な仲間の顔を思い浮かべな

がら、うんうん、お人よしばっかりだよなあ、とにやついていました。（Ｙ） 

 

 

 

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 

https://kanagawa-blindski.com/
https://kanagawa-blindski.com/

