クラブニュース
2020 年 4 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。

2020 年度総会についてお知らせ
例年 5 月中旬に当クラブの定期総会を開催していましたが、今般の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、会場として
使用していた神奈川県ライトセンターが 8 月末まで閉館となってしまいました。また、他施設も軒並み 5 月末までの予約
を中止している状況です。そのため、今年度の定期総会につきましては、6 月以降のなるべく早い時期の開催に向けて
調整を継続したいと思います。決定次第、会員の皆様には改めてお知らせいたしますので、どうぞご了承ください。また、
新年度の活動につきましては、定期総会開催までの間は、2019 年度予算と同内容のものを暫定予算として運用して
まいりたいと思います。こちらも併せてご理解・ご協⼒をお願いいたします。

ブラインドスキー紹介映像が完成しました︕
広報担当 I.K
⻑年の懸案であったブラインドスキー紹介映像は、東京 D&I プロジェクトの助成を受けて、I&S BBDO 社プロボノメン
バー、株式会社スイフトのプロデューサーとともにクラブ案を基に何度も打合せをして企画を練り上げ、制作を開始しまし
た。年明けにツアーを組み、ブラインドとパートナーの滑りやインタビューの撮影だけでなく、乾杯や雑魚寝で語り合う中で
撮影スタッフとクラブメンバーの心のつながりが深まり、その熱い思いも盛り込んで、45 秒、1 分 40 秒、4 分 30 秒の 3
本の感動的な映像として完成しました。
お世話になった I&S BBDO プロボノチームとスイフトの皆さま、マッチングして下さった東京ボランティア・市⺠活動センタ
ーのご担当者さま、撮影を快諾して下さった野沢温泉スキー場「パノラマハウス・ぶな」「レスト・デンセイ」、寄付⾦を提
供して下さった株式会社ファンケル「もっと何かできるはず基⾦」、リコー社会貢献クラブ・FreeWill の皆さまにこの場を借
りてお礼を申し上げます。撮影ツアーに参加して下さったクラブメンバーのみなさんも、本当にありがとうございました。
完成した映像は、今後のパートナー募集に活用していくのはもちろん、広くブラインドスキーの普及にもつなげて、可能
性の扉を開くキッカケになればと思います。みなさんも Youtube で「かながわブラインドスキークラブ」と検索するか、このク
ラブニュース末尾に記載の「クラブチャンネルへのリンク」を開いてみてください。
周りの人にも拡散して下さいね︕
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ラジオ日本「小鳩の愛」に出演しました︕
事務局⻑ O.M
2020 年 2 月 2 日、9 日、16 日 3 週に渡ってとりあげて頂きました。会⻑と事務局です。内容はブラインドスキーと
は︖ブラインドとパートナーがどうやって滑るのか︖ブラインド側の気持ち、パートナーのやりがい、クラブの魅⼒、歴史や今
後の事等をインタビューっぽく日テレアナウンサー杉上さんリードの元お話してきました。緊張のあまりお腹は鳴るし、言い
よどむし、猫かぶりまくりだし･･･。番組ＨＰのポッドキャストから視聴できます。良かったら聞いてください。また番組の
Twitter でもクラブの Youtube や Facebook ページがある事も宣伝して頂けました。
（2019 年春〜役員がメール等をして各メディアに働きかけた結果、取り上げて頂けたのはラジオ日本さんでした。前身
のラジオ関東にも取り上げていただきましたよね・・・。）
【「小鳩の愛〜eye〜」番組公式ポッドキャストへのリンク】
ともに滑る楽しさを︕ブラインドスキー かながわブラインドスキークラブ
リンク
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日テレ the SOCIAL→「Oha!4（おはよん）」にて放映されました︕
事務局⻑ O.M
2020 年 2 月 12 日まずはネット視聴型番組 the SOCIAL、YahooNEWS にも連動し当クラブを取り上げていた
だきました。反響が大きく、2 月 17 日の「Oha!4」にて日テレ系全国ネットで放送されました。
内容は、日テレ系制作会社の K さん（ライトセンターフェスティバルで当クラブのブースに⽴ち寄ってくれて知り合いまし
た）が岩原ツアー2020 年 1 月 24〜26 日に帯同して撮影した生活面や、滑ってるシーン（クラブ員が手分けして撮
影）レジェンド F さんの華麗な滑りや追加インタビュー、K.Y ちゃんと K.M ちゃんの「愛」のある映像、ブラインドの格好い
い滑降（笑）、S さんのビシビシ講習の雰囲気までうまい事まとめて 3 分ほどのコーナーです。再生回数 8 万回を超え
てます（2020 年 3 月初旬現在）︕︕ちょうど「Oha!4」放映日が尾瀬岩鞍ツアーと重なり、リフト乗り場のおじさま達
に「今朝テレビに出てたの⾒たよ︕︕」と声をかけていただき、生の感想を聴けました。（少し事務局にも問合せも来て
ます）
2

【番組 HP へのリンク】
信頼でスピードが生まれるブラインドスキー｜日テレ NEWS24
https://www.news24.jp/articles/2020/02/12/07594047.html
拡散お願いします。
＜クラブ員の方々へまとめてお願い＞
今回作成した Youtube、Facebook、クラブの HP、小鳩の愛、日テレ the SOCIAL、
是非ともご家族、お友達、会社関係、お勤め先や仕事先の SKI 部や、CSR 推進ご担
当者様、大学生や高校生等お子様の友達に拡散をお願いしたいです。クラブ員のみんながこのクラブの広報だと思って
います。また Youtube に連動しているチラシも新しく作りました。総会やイベントで配布いたします。

1 月岩原・2 月尾瀬岩鞍両ツアーが終了︕
〜1 月岩原ツアー報告〜
岩原ツアー実⾏委員⻑ K.Y
1 月２４日（⾦）〜２６日（日）新潟県岩原スキー場にて今年度もスキーツアーを⾏いました。
例年にない雪不⾜で⾒たことのない冬の湯沢の景色にびっくりしながら現地入り。宿に向かう道すがら「こんなとこに階
段あったんだね」とか「木々に雪が積もってないね」とか｢⾜元ザクザクしてないね」とかさまざまな会話が飛び交いました。
翌日目が覚めてもやっぱり雪が少ない︕︕そして暖かい。少々の不安を抱えながら、スキー開始。今年はブラインド１
４名、パートナー２９名（うち初参加 7 名）でワイワイ滑り始めました。そして、ライトセンターフェスティバルで興味を持
って取材に来てくださった日テレ系制作会社の方も加わって、ゴープロつけて滑ったり、インタビューをうけたり、初参加の
方のお友達が写真をたくさん撮ってくださったり。盛りだくさんの内容となりました。参加者の皆さん、お疲れ様でした。そし
てパートナーの皆さん、ありがとうございました。各班、思い思い楽しくすべることができましたね。そしてたくさんしゃべって飲
みました︕︕（私だけじゃないよね︖）来年も雪がちゃんと降ることを今から祈りつつ、またのご参加をお待ちしておりま
す。いや〜。今年も人の輪が大きく広がりました。うれしい〜︕
〜相手を信頼し信じることが大切なブラインドスキー︕ － 岩原ツアー〜
N.H（パートナー）
目が⾒えなくても、⾒えてもスキーを楽しむ事ができる事を知れました。スキーという共通なものがある事で初めて会う
人同士でもコミュニケーションをとる事で一緒に楽しむことができました。
スキーが人と人とを繋がるきっかけを与えてくれます。このスポーツがより多くの人に知ってもらえるように友達に伝えたいと
思いました。また、参加したいと思いました。
〜2 月岩鞍ツアー報告〜
岩鞍ツアー実⾏委員⻑ T.T
2 月 15 日（⼟）〜17 日（月）群馬県ホワイトワールド尾瀬岩鞍にて今年度もスキーツアーを⾏いました。
例年以上の温暖気候の影響の中で、ゲレンデコンディションを心配しつつ当日を迎えました。
参加の皆さんも時間通りにお集まり下さったのと、渋滞もなかった事から予定より 1 時間近く早めに到着できました。
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ゲレンデコンディションとしては、麓付近には雪がない箇所もありましたが、それ以外はまずまずのコンディションで滑⾛で
きました。
2 日目は、個人的にラージターンをテーマに「ななかまど」、「とちのき」周辺を滑⾛、時折、同じグループのやべさんの後
ろにつきながらトレインを楽しみました。その晩は、恒例の懇親会も開かれ、とある半導体メーカー景品争奪、ジャンケン
大会で盛り上がりました。いつもながら皆さんの景品に対する執着心には驚きましたー。
最終日、ここまでなんとか天気は持ち堪えてくれ、各グループはそれぞれ堪能できたのではないかと思います。
帰りの際、宿から特製の蒸したおまんじゅうとタクアンを頂きながらスキー場を後にしました。その後、予定通り横浜につ
きまして、納まりのつかない輩は打ち上げの居酒屋へ繰り出したことは言うまでもありません。
最後に、今回残念ながら負傷された方の 1 日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
〜尾瀬岩鞍ツアーに参加して － 岩鞍ツアー〜
A.S（パートナー）
大学院の友だちの紹介で初めて参加させていただきました。昨年の様子を聞いたり、クラブのホームページを拝⾒したり
していましたが、ブラインドの方が実際にゲレンデを滑っている動画を⾒て衝撃を受けました。わくわくよりも、正直ドキドキ
した気持ちの方が強かったです。
でも、初めて出会った皆さんの明るく、温かい雰囲気にほぐされて、初日の講習から本当に楽しく参加できました。「習
うより慣れろ」的にいきなりサポートにつかせてもらった時は緊張しましたが、ブラインドの皆さんと滑る本数を重ねていく中
で、今までのスキーでは味わったことのない爽快感や、何とも言えないほわっとした気持ちが芽生えました。「もう一人では
滑られへんな」と言われましたが、その通りです。こんな素敵なスキーの世界を周りにも伝えていくと共に、次回からもぜひ
参加させていただきたいです。これからもよろしくお願いします。

2019 年度新⼊会説明会を開催しました︕
会⻑ Y.K
台風 19 号の上陸に伴い延期した 2019 年度の新入会説明会を昨年 11 月 9 日（⼟）に神奈川県⺠活動サポ
ートセンターで開催しました。急遽日程変更したにもかかわらず今回は 6 名もの方が参加してくださいました。スライドを
使いながら視覚障害スポーツの現状、視覚障害者との接し方、ブラインドスキーの実際を説明しました。そして、お二人
がツアーに参加してくださいました!
また、11 月 24 日（日）には追加の新入会説明会を開催し、2 名の方に参加いただきました。お一人は子育て真っ
最中とのことでしばらくツアー参加は難しいとのことでしたが、イベントなどに参加し、将来はパートナーとして参加したい!と
嬉しい言葉をいただきました。もう一人の方もお仕事の調整がつけば。。。とのことでした。
例年パートナーの参加申し込みが少なく、ツアー実⾏委員会はパートナー確保に大変苦慮しています。今後も個別
説明会は随時実施しますので、もし、お近くに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
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ライトセンターフェスティバルに参加しました︕
会⻑ Y.K
私たちのクラブが活動拠点としている神奈川県ライトセンターが毎年開催するライトセンターフェスティバルが昨年 11 月
9 日（⼟）に開催され、私たちのクラブも体育館の一角にブースを出展しました。ブースでは、ポスター掲示やビデオ上
映、チラシ配布などを⾏いブラインドスキーの普及・啓発に努めました。全体の印象として、来場者が昨年より少なかった
ようですが、スキー指導員資格をお持ちの方やマスコミ関係者の方などにブラインドスキーを紹介でき、大きな手ごたえを
感じた 1 日になりました。
来年以降もライトセンターの⾏事に協⼒していけたらと思いますので、皆様のご協⼒をよろしくお願いしまーす!

雪上研修会を開催︕
会⻑ Y.K
今年で 3 回目となるパートナー対象の雪上研修会を、昨年 11 月 23 日（⼟）フジヤマ・スノー・リゾート・イエティで
開催しました。講師は S さんと T さんのお二人、ブラインド協⼒者 3 名と、パートナー10 名（内新人 3 名）の合計
15 名の参加でした。
横浜駅東口から直⾏ライナーバスを利用して 10 時過ぎに現地到着。11 時から昼食休憩をはさんで 3 時間、わか
ばマークチームともみじマークチームの 2 班に分かれてみっちり研修を⾏いました。昨年、一昨年の会場に比べコースが⻑
く、よい練習になった!という声がある一方で、コースが一つだけしかオープンしておらず、非常に混雑していたので、初心
者の研修にはかなり厳しい条件だったのでは?複数のコースがオープンする 12 月中旬以降の開催を次年度以降は検
討しては?とのご意⾒もいただきました。
横浜駅東口帰着後には、懇親会を開催し、ブラインドスキーへの思い、今シーズンの期待など、率直な意⾒交換を
⾏いました。ご参加くださった皆様、お疲れさまでした!ありがとうございました!

シーズンイン研修会＆忘年会を開催
企画担当 T.M
昨年 12 月 7 日（⼟）にシーズンイン研修会を開催しました。今回は、我がクラブのレジェンドこと、F.K さんにこれま
でのスキー人生とクラブの成り⽴ちを、たくさんのエピソードを交えてお話して頂きました。
K 少年の雪への憧れ、好きで好きでたまらないスキーへの想い、復活のきっ
かけとなる｢雪に遊んでもらう会｣、仲間との出会い、、、
想いは仲間を呼び、そしてクラブが誕生していく。ここに居る皆が、そのひとり
であることを共感しました。時々、いつもの笑い声を⽴てて、深く頷きながら聞
いているシスターズのお姿が、お話を引き⽴てておりました。
そして夜は忘年会。役員御用達の、横浜天理ビルにある居酒屋へ。
スキーシーズンに向けて、士気を上げる宴となりました。
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春イベント〈根岸森林公園でお花⾒散策!〉は中止に︕
3 月 29 日（日）に開催予定だった春イベントは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、残念ながら中止とさ
せていただきました。参加申し込みくださった皆さんにはご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。今後の
状況は⾒通せませんが、新型コロナウイルスの感染が終息し、通常の活動ができるようになった暁には、またイベントを企
画したいと思いますので、その際はふるってご参加ください。

クラブメーリングリストへの参加のお願い
会員相互の交流と情報提供を目的に、会員専用メーリングリストを開設しています。メールアドレスをご登録いただい
ている皆様へは、「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。

2019 年度会費納⼊のお願い
昨年の総会を欠席されるなどして、まだ 2019 年度のクラブ会費をお支払いいただいていない方へは、振込用紙を送
付いたしましたので、4 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

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

11/5（火）

ビデオ作製 WG

PR ビデオ案の検討

I&S BBDO 会議室

11/9・11/24

クラブ説明会

新入会希望者向け説明会

県⺠活動サポートセンター

11/9（⼟）

ライトセンターフェスティバル

クラブ活動紹介

ライトセンター
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11/20（水）
11/23（⾦）

第2回

申込状況確認・パートナー参加依頼の役

ツアー実⾏委員会

割分担・参加者案内文の内容検討など

雪上研修会

新人及び若手パートナーへのスキー誘導

県⺠活動サポートセンター
イエティ

法研修
12/7（⼟）

シーズンイン研修会

第 1 部:F.K さんの講演

ライトセンター

第 2 部:簡単ストレッチ
12/10（火）

ビデオ作製 WG

PR ビデオ案の検討

I&S BBDO 会議室

1/3（⾦）

ビデオ作製 WG

PR ビデオ撮影

野沢温泉スキー場

第3回

岩原ツアースケジュール検討

県⺠活動サポートセンター

〜5（日）
1/8（水）

ツアー実⾏委員会
1/24(⾦)

1 月スキーツアー

岩原スキー場

2/3（月）

ビデオ作製 WG

PR ビデオ仮編集試写会

I&S BBDO 会議室

2/5（水）

第4回

岩鞍ツアースケジュール検討

県⺠活動サポートセンター

I&S BBDO プロボノチーム受賞発表

東京ボランティア・市⺠活動

〜26(日)

ツアー実⾏委員会
2/13（木）

企業ボランティアの祭
典

2/15(⼟)

センター(以下、TVAC)

2 月スキーツアー

ホワイトワールド尾瀬岩鞍

2/19（水）

第５回 D&I セミナー

PR ビデオの完成報告

TVAC

2/22（⼟）

イベント実⾏委員会

春のイベント下⾒

根岸森林公園

3/29（日）

第 4 回役員会

2019 年度活動報告検討、

オンラインミーティング

〜17(月)

2020 年度活動計画検討

クラブの活動予定
今後のクラブ⾏事について簡単にご紹介します。
月日

⾏事名

内容

場所

6 月以降

第 36 回クラブ総会

総会と懇親会

ライトセンター

9 月下旬

秋イベント

散策と懇親会

未定

10/10・11/7

新入会説明会

パートナー獲得

ライトセンター等

11/21（⼟）

シーズンイン研修会

シーズンに向けて研修と交流

ライトセンター

12/12（⼟）

雪上研修会

パートナー研修

フジヤマ・スノーリゾート・イエティ

1/22（⾦）〜24（日）

1 月スキーツアー

岩原スキー場

ホテルアルパイン

2/20（⼟）〜22（月）

2 月スキーツアー

ホワイトワールド尾瀬岩鞍

ロッジかぶらぎ

3 月下旬

春イベント

散策と懇親会

未定
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〔編集後記〕
岩原・岩鞍両ツアーをはじめ、2019 年度の全てのクラブ活動が終了しました。これもひとえに皆様のおかげと心から感
謝申し上げます。昨秋の台風上陸や、今春の新型コロナウイルスの影響で、いくつか予定を変更せざるを得ませんでし
たが、懸案だったブラインドスキー紹介ビデオを何とか完成させることができました。1 年が終わりホッと一息、素晴らしい仲
間に恵まれたなあ、、、と幸せをかみしめつつおいしいコロナビールを傾けています。（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/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9zXdO2DHFcGUVI2rtzwZMg
E - M a i l:

club.info@kanagawa-blindski.com

【使ってみてね︕】 かながわブラインドスキークラブ︓インターネット関係 QR コード一覧表
ホームページ

Facebook

Youtube
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E-Mail

