クラブニュース
2021 年 5 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。
スキー等の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！！

2021 年度総会についてお知らせ
下記要領により 2021 年度定期総会と研修会を 6 月 20 日（日）に開催いたします。ご多用中誠に恐縮ですが、
万障お繰り合わせの上ご出席くださいますようお願い申し上げます。
～2021 年度総会～
日時： 2021 年 6 月 20 日(日) 14:00～16:30
会場： 神奈川県ライトセンター2 階第１講習室 A・B・C 及びオンライン会議システム Zoom
内容： <議事>
1. 2020 年度事業報告・決算報告
2. 2021 年度事業計画・予算(案)
～研修会～
講師： O.Y 氏
内容： 「おじさんはゲレンデに舞う ― ブラインドスキーとの出会いから」
～総会・研修会の出欠回答について～
6 月初旬に総会議案書とともに出欠確認用のメール・はがきを送付いたしますので、ご回答をお願いいたします。

1 月岩原・2 月尾瀬岩鞍両ツアーは中止に(；∀；)
ツアー実行委員長 T.T
昨年の 3 月から約 2 ヶ月にわたってコロナウィルス蔓延による緊急事態宣言が発令されました。その後スキーツアー実
行委員会としては 2020 年のツアーが無事に行えることを信じて 7 月からツアーのための打ち合わせを開始いたしました。
その中で、ツアーを行うためにいつもとは違う体制を概ね以下の通り検討いたしました。
ひと部屋あたりの人数の削減,宿での食事の際の交代制,ツアー開始前 2 週間の検温,乗合バスでのスペース確保。
以上できるだけのコロナウィルスに対する対応を検討しました。
しかしながら、昨年末からコロナの感染者が急激に増大し減少の傾向が全く見えない状況になり、非常事態宣言も
再び発令されました。この状態でのスキーツアーの実行は困難と言うことで実行委員会では苦渋の決断を致し中止と言
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うことになりました。
結果的には神奈川ブラインドスキークラブとしての今シーズンのスキーツアーは全て中止となってしまいました。
次のシーズンこそは無事に安全にツアーが実行され、かつ皆様の笑顔にまた会えますことを楽しみにしております。その
日まで皆様どうぞお体には充分お気をつけてお過ごしいただければと思っております。

2020 年度第 2 回新入会説明会を開催しました！
事務局長 O.M
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・スキーパート
ナー説明会」の第 2 回を、去る 2020 年 11 月 7 日（土）神奈川県民活動サポートセンター会議室とオンライン会
議システム Zoom を使用して開催致しました。
現地には 5 名、オンラインでは群馬等から 2 名のご参加を頂き、会長から視覚障害とブラインドスキー、視覚障害者
への接し方、ブラインドスキーの実際、スキークラブについてなど説明しました。皆さん熱心に聞いてくださり、とても手ごた
えのある会となりました。ありがとうございました。
また、2021 年度も会議室と Zoom 等利用して実施していきたいと思います。ブラインドもパートナーも入会希望の
方々には個別にも説明会を設けることも可能です。是非ご紹介ください。

シーズンイン研修会を開催
副会長 K.Y
今年のシーズンイン研修会は、講師に S.K さんをお迎えし、｢かっこよく安全にすべる」をテーマにどんなことに気を使って
滑ったらかっこよくステキにみえるのか？を考える講座を開催しました。せっかく黄色いビブスで目立っているのですから見て
いる方にも、ちょっと「おお！！」ってインパクト与えてみたいですよね。そして、上手に自分のスキーをコントロールできたら、
私たちの目指す安全な滑りもＧＥＴできてしまいます。
S さんのお話は、スキー板にどんな力を加えるとどう動くとか、滑るときの重心の取り方など、力学的な要素も満載で、
実際、雪上だったら動いて体感もできるのですが、頭だけで、理解するのが少し難しかったです。（数学的センスが私に
かけているのです）でも、板を触って実際のしなりを確認し、自分の体重移動でそのしなりを作り出すときれいなカーブを
描くことができるカービングの理屈を、きっちり教えていただきました。
来シーズンは、この知識を自分なりに生かして滑ってみようと思いました。早くも、冬が楽しみです。
後半は、なかなか外で運動できないこのごろをどうにか乗り切り、運動不足を解消すべく、｢おうちでもできるスクワットで
足をきたえよう」ということで、音楽に合わせてスクワット運動をやってみました。膝がつま先より前にでないようにする通常
のスクワットの他、つま先を左右４５度ずつ開いて行うワイドスクワット（これは上げる時、おしりの筋肉にきくのです）左
右の足をどちらか前に出してから行うスクワットなど組み合わせて、自由に動いてみました。研修会では、マイケルジャクソ
ンの曲を使って動いてみました。皆さん、ご自身の好きな音楽に合わせて毎日続けていただくと効果ありですので、ぜひと
もやってみてくださいね。来シーズン、きっと、ステキな滑りができますよ！！
Zoom でご参加くださった皆様にも、会場の様子がうまく伝わりましたでしょうか？
次のツアーでお会いするのを楽しみにしております。
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雪上研修会を開催！
会長 Y.K
4 回目となるパートナー対象の雪上研修会を、昨年 12 月 12 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 2 名と、パートナー4 名（内新人 1 名）の合計 8 名の参
加でした。
東急田園都市線市が尾駅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、みっちり研修を行いました。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!

【35 周年記念事業は着々と進行！！】
新ビブスと記念 T シャツを作成！
副会長 S.Y
25 周年記念時作成したビブスも色あせが目立つようになり、今回 35 周年を記念して一新しました。
色は吹雪の中でも目立つ従来通りの蛍光イエローですが、ロゴ等のデザインを一新しました。 本来であれば今シーズン
デビューするはずだったのですが、残念ながら来年のお披露目となります。楽しみにしていてください。
記念Ｔシャツは既報の通り、第 1 回目の希望の方のお手元には届いていますね。
デザインは大きく変えていませんが好評を頂いています（自画自賛かな？）。
色はグレーと赤（といってもピンクに近い）の 2 色です。
追加注文受付中ですのでご希望の方はクラブ事務局までご連絡ください。

クラブのチラシ・カードを改訂増刷しました！
広報担当 I.K
A4 カラーのチラシを改訂しました！表紙の写真は日本テレビの取材ディレクターが撮影した岩原スキー場でのひとコマ
です。さて、写っているのはいったい誰でしょう？イラストはクラブニュースの挿絵でおなじみの「たんのみゆき」画伯にお願い
しました。いつも素敵なイラストありがとうございます！
二つ折りで名刺サイズになるカードも、QR コードを差し替えて、昨年完成したクラブ紹介動画の YouTube につなげ
るようにしました。
どちらも社会福祉法人「光友会」の神奈川ワークショップに印刷を依頼
して、快くお引き受けいただきました。
会員への配布方法は調整中ですが、来シーズンに向けて、活動の PR に
積極的にご活用下さい。
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35 周年記念誌の作成、着々と！
企画担当 S.S
クラブ結成 35 周年を記念し、現在記念誌を作成中です。
主に昨年一昨年の F.K さんの講演会のお話を中心に、クラブ発足から現在までの歩みを様々な資料から掘り起こし
た歴史年表などをまとめています。
クラブの歴史やご自身のクラブの思い出を振り返りつつ、40 周年 50 周年と、クラブの未来に繋がるような一冊となるよ
う、冊子チーム一同最後の追い込み中です。あと一歩のところまできています。完成まであと少しだけお待ちください。

春イベント〈根岸森林公園でお花見散策!〉は中止に！
3 月 28 日（日）に開催予定だった春イベントは、雨天のため、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。

ツアーの代わりにオンライン懇親会を開催!

35 年間のクラブ史上はじめてツアーを開催できないシーズンとなってしまいました。そこで、本来なら 2 月尾瀬岩鞍ツアー
が開催されていたであろう 2 月 20 日（土）、ビデオ会議システム Zoom を利用してオンライン懇親会を開催しました。
昼の部・夜の部それぞれ多くの方にご参加いただきました。緊急事態宣言下の近況報告を行い、来シーズンこそは!とス
キーへの意欲を確認しあいました。
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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。
※迷惑メールフォルダの中と、kanagawa-blindski.com からのメールを迷惑メールにしない設定も再確認下さい。

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

11/7（土）

第 2 回スキーパートナー説明会

ブラインドスキーやクラブの紹介な

県民活動サポートセンター

ど

＆オンラインミーティング

参加者確定、参加者案内文

神奈川県ライトセンター

11/21（土）

第 2 回ツアー実行委員会

案・コロナ対策検討その他
11/21（土）

シーズンイン研修会

安全でかっこよい滑り方その他

神奈川県ライトセンター

12/12（土）

雪上研修会

ブラインドスキー誘導法について

フジヤマ・スノーリゾート・イエ
ティ

12/19（土）

35 周年記念誌 WG

記念座談会

オンラインミーティング

12/22（火）

臨時ツアー実行委員会

ツアー実施可否判断時期・申込

オンラインミーティング

者へのお知らせ文案検討など
1/8（金）

第 3 回ツアー実行委員会

岩原ツアー実施可否判断・ツアー

オンラインミーティング

中止お知らせ文案検討など
1/25（月）

個別スキーパートナー説明会

ブラインドスキーやクラブの紹介な

オンラインミーティング

ど
2/5（金）

第 4 回ツアー実行委員会

岩鞍ツアー実施可否判断・ツアー

オンラインミーティング

中止お知らせ文案検討など
2/20（土）

第 3 回 Zoom 懇親会

近況報告その他

オンラインミーティング

2/27（土）

35 周年記念誌 WG

講演録読み合わせ・原稿依頼先

オンラインミーティング

などの検討
4/7（水）

35 周年記念誌 WG

目次最終確認・出版方法などの

オンラインミーティング

検討
4/17（土）

35 周年記念誌 WG

校正方針確認・作業スケジュー
ルなどの検討
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オンラインミーティング

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

6/20（日）

第 37 回クラブ総会

総会と研修会

ライトセンター

9 月下旬

秋イベント

散策と懇親会

未定

10/9・11/6

新入会説明会

パートナー獲得

ライトセンター等

11/20（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

12/11（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

1/21（金）～23（日）

1 月スキーツアー

岩原スキー場

ホテルアルパイン

2/19（土）～21（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

〔編集後記〕
2020 年度は新型コロナウイルスによるパンデミックに振り回された 1 年でした。そんな中でもなんとかクラブの活動を実
施したいとあれやこれや模索しましたが、私たちのクラブ始まって以来初めてスキーツアーを開催できないシーズンになって
しまいました。このニュースをまとめながら飲むビールも心なしかほろ苦く感じられます。（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

