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クラブニュース 

2021 年 8 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！！ 

クラブ行事の開催について 

 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中で、市民生活の様々な場面で自粛が求められています。当クラブ

でも昨春来行事を中止したりオンライン形式に変更したりせざるを得ませんでした。ただ、感染の収束までにはある程度

の時間を要することが予想されます。その間クラブとしての行事開催を見合わせてしまっては、私たちの活動目的を実現

することは不可能になってしまいます。 

 そこで、公益財団法人「日本障がい者スポーツ協会」が作成した「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガ

イドライン」を参考に、いわゆる 3 密（密集・密閉・密接）を避けるなど感染予防対策を行ったうえでクラブの行事を開

催できるよう、準備を進めています。最終的な開催可否については、開催日の 1 週間前に、その時の感染状況などを

踏まえて判断いたします。緊急事態宣言や外出自粛要請などが発出されている場合には、開催を中止しますので、予

めご了承ください。 

 参加者がクラブ行事に安全・安心に参加できるよう、役員会・実行委員会として以下の対策を行います。 

①手指消毒用アルコールなどを用意 

②集合時、参加者の検温を実施 

③十分な距離の確保や位置取りに配慮 

④飲食を伴う懇親会は当分の間、開催見合わせ 

⑤万が一感染が発生した場合に備え、参加者から当日の健康状態など必要事項を聞き取り、その情報を 1 か月間

保管 

 また、参加者の皆様には、以下の事項の遵守をお願いします。 

①以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。 

ア 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛・強い倦怠感などの症状がある場合） 

イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

ウ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在

住者との濃厚接触がある場合 

②マスクを持参し着用すること。 

③こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

④タオルやハンカチ、ポケットティッシュ、ゴミ袋（小）を持参すること。 

⑤他の参加者との距離（できるだけ２ｍを目安に）を確保すること（誘導や介助を行う場合を除く）。 

⑥感染防止のためにクラブが決めたその他の措置の遵守、指示に従うこと。 
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⑦行事終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、クラブ事務局へ速やかに濃厚接触者の

有無等について報告すること。 

 これらの事項を遵守できない場合には、他の参加者の安全を確保する等の観点から、行事への参加を取り消したり、

途中退場を求めたりすることがあります。このような状況の中でクラブの行事を成功させるためには、役員会や実行委員

会だけでなく、参加者を含む関係者全員が感染防止のために取り組むことが必要です。皆様のご理解・ご協力をお願

いいたします。 

 なお、クラブとしては前述のような対策を実施しますが、その完全性を保証するものではなく、万が一参加者が新型コ

ロナウイルス感染症に罹患した場合にも一切の補償は致しかねますので、予めご了承ください。 

 

秋イベント「クラブメンバーと藤沢の川沿いをウォーキングしよう!」開催のお知らせ 

 みなさん！ 

突然ですが、身体動かしてますかー？運動していますかー？ 

自粛生活も続き、身体をあまり動かしていない人、逆に自粛で意識的に運動しはじめた人、様々かと思います。 

 今回の秋のイベントでは、あるクラブメンバーの方の日頃のウォーキングエリアをみんなで歩きたいと思います。 

場所は藤沢周辺の川沿い。心地よい風を感じながらテクテクテクテク歩きませんか？ 

コロナ環境下ではありますが、今回も引き続き感染対策を行い、リスクを出来るだけ抑えた上で、クラブメンバーとの交流

を楽しみたいと思います。 

※今回もイベント終了後の懇親会はありません。 

 

日時：2021 年 10 月 2 日(土) 

集合：小田急線湘南台駅 改札口前 13 時 

＊改札口出た所に、目印としてクラブ T シャツを掲げています。 

(湘南台駅は相鉄線、横浜市営地下鉄からもアクセスできます) 

会費：無料 

持物：マスク、ゴミ袋など感染対策 

タオル、水分など暑さ対策 

申込と期限：参加を希望される方は 9 月 22 日（水）までにお申し込みください。 

※メールの件名を「秋イベントへの参加申し込み」として、 

１．散策：参加／不参加 

２．お名前 

３．当日の朝、連絡のつく電話番号 

４．不参加の方：ぜひ近況をお知らせ下さい。 

イベント実行委員会（club.event@kanagawa-blindski.com）あてに期限までにお申し込みください。 

雨天時の対応:中止、変更の際は当日の朝、電話にて連絡致します。 

mailto:club.event@kanagawa-blindski.com
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今年度のツアーは 1 月 21～23 日(岩原)、2 月 19～21 日(岩鞍)に！ 

第 37 回クラブ総会開催報告  

 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、今年度は

6 月 20 日（日）にオンライン会議システム Zoom により開催いたしました。その結果について下記のとおりご報告いた

します。 

 
記 

 
2021 年度第 37 回定期総会議決結果 

 

１ 出席者 

  会員 114 人中、書面評決 52 名、出席 21 名、（うち書面評決済 11 名） 

 

２ 議事 

 第１号議案 2020 年度活動報告 並びに 第２号議案 2020 年度収支決算報告 

    賛成 62、反対 0、無効 0 

 第３号議案 2021 年度活動方針（案） 並びに 第４号議案 2021 年度予算（案） 

    賛成 62、反対 0、無効 0 

    ※第３号議案中の雪上研修会については実施日を再検討する条件が付された。 

 

３ 結果 

  すべての議案について、過半数の賛成をもって可決されました。 

 

４ 意見等 

・Q)他の団体(TABS.KABS)とのコラボについて具体案はあるか？ 

A)まだ具体案は決定していないが、３団体合同でスキーツアーを企画する案もでている。 

・Q)雪上研修は 12/11 となっているが Xmas は混むので避けた方がよいが積雪のことを考えると 12/18 の方がよい。 

A)活動計画を 12 月中旬から下旬と修正して役員会で別途検討したい。 

・クラブのメーリングリストには自由にコメント投稿して欲しい。 

・35 周年記念事業として更新した新しいビブスは来シーズンにお披露目する。 

以上 
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研修会「おじさんはゲレンデに舞う」の記録動画を公開！ 

 6 月 20 日に開催しました定期総会後の研修会。今年はオンラインでの開催となったため、ご参加いただけなかった方

も多くいらっしゃったことと思います。 

 この研修会を撮影したビデオを YouTube 上で視聴できるようにしましたので、お知らせいたします。 

 今回のビデオはクラブ員のみに限定して公開する設定にしていますので、YouTube上で検索しても見つかりません。パ

ソコンで視聴する場合には、Microsoft Edge や Google Chrome などブラウザソフトを起動した後、下記 URL を入

力してください。スマホやタブレットで視聴する場合には、下記 URL を端末のカメラで撮影し、画面に表示される指示に

従ってアプリで開いてください。くれぐれも SNS などで共有しないよう取り扱いにはご配慮をお願いします。 

 

O.Y 氏による講演「おじさんはゲレンデに舞う － 視覚障害教育におけるリハビリテーションの実践」 

URL：クラブ員限定公開です 

 

2021 年度会費納入のお願い 

 今年度のクラブ会費 2,000 円を、8 月 31 日までに下記口座宛にお振込みいただきますようお願いいたします。郵送

の方には振込用紙を同封しました。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（ゼロニハチ支店） 

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 

 

クラブメーリングリスト参加のお願い 

 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、

予め clubmember@ml.kanagawa-blindski.com からのメールを受信できるよう設定変更をお願いします。ま

た、最近メーリングリストからのメールが迷惑メールフォルダなどに振り分けられてしまうことが多いようです。あれ？クラブ

ML からメールが届かないな、、、と思ったら、ご確認をお願いいたします。 

メーリングリスト参加のご案内メール 

○○○○@××××.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 
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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。 

 

スキーパートナー説明会を開催！ 

 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・スキーパート

ナー説明会」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：第 1 回 2021 年 10 月 9 日（土）16:15～17:30 

第 2 回 2021 年 11 月 6 日（土）16:15～17:30 

場所：第 1 回・第 2 回とも神奈川県民活動サポートセンターおよび Zoom 

によるオンライン配信 

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/614381/ 

※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「スキーパートナー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 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴い、日程や会場、開催方法を変更することがあります。その際

はお申込みいただいた方にその旨ご連絡差し上げます。予めご了承ください。 

 

ビブスは要りませんか？ 

 既報の通り 35 周年を機に、ビブスを新調しました。 

 それに伴い従来のビブスの在庫を抱え、破棄するのも忍びなく、できれば皆さんにおすそ分けできればと思っています。 

 個人的にブラインドさんとスキーに行くとか、何かスポーツをする時にでも使って頂けたら嬉しいです。 

 ご希望の方は、メールの件名を「ビブス希望」として、①氏名、②ブラインド用、晴眼用、それぞれの枚数、③送付先ご

住所、④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 

 送料はご負担いただくようになりますが、是非ご協力ください。 

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、

雪上研修会を下記の要領で開催します。   

mailto:club.info@kanagawa-blindski.com
mailto:club.info@kanagawa-blindski.com
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 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、1 人でも多くの方々の参加をお待ちしております。   

 

日時：2021 年 12 月 18 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 市が尾⇔イエティ直行ライナーバス利用 

集合：東急田園都市線 市が尾駅(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）       

1 日滑走券・貸具付き（食事なし）11,300 円等プランあり。 

参考：スキーセットレンタル料金（スキー / ブーツ / ストック）4,700 円、ウエアレンタル料金 3,200 円※グローブ・

ゴーグル・帽子のレンタルはありません。  

講師：T.H 氏 

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/614630/ 

※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「雪上研修会への参加申し込み」として、①氏名、

②連絡先メールアドレス、③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 

締切：2021 年 12 月 4 日（土） 

※参加希望者が少ない場合、研修会の開催を中止させていただくことがあります。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴い、日程や会場、開催方法を変更することがあります。その際

はお申込みいただいた方にその旨ご連絡差し上げます。予めご了承ください。 

 

シーズンイン研修会に集まろう！ 

 今回のシーズンイン研修では、｢ブラインドのスキーカルテを見直そう」というテーマで話し合いを行いたいと思います。 

 毎年スキーをする中で、年齢や、視力や、体力･･･いろいろなことが変化していますよね？パートナーさんにいろいろな

事を知ってもらうためのカルテもどんどんアップデートしていく必要があります。そこで、ブラインドの皆さんが現在どのような滑

りをしたいのか・どんな見え方なのか・パートナーさんからは、ブラインドの要望に対してどんなアプローチをしてみようか･･･

ｅｔｃ。あれこれ話し合いたいと思っています。安全に楽しくすべるための準備を進めてまいりましょう！！ 

 ツアーに参加を予定しているブラインドの方はもちろん、パートナーさんの参加も

ぜひお願いいたします。 

 後半は、座りっぱなしだった体をほぐすストレッチを行います。 

 昨シーズンは、クラブとしてスキーができないという事態が起こってしまいましたが、

今シーズンこそ、皆さんとワイワイ楽しくスキーができるよう少しずつ準備を進めて

参りましょう。多くの皆さんの参加をお待ちしています。 

mailto:club.info@kanagawa-blindski.com
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日時：2021 年 11 月 20 日(土） 14:00～16:30 

場所：ライトセンター２階 第一講習室Ａ・Ｂ および Zoom によるオンライン配信 

※現状、懇親会開催は未定です。 

 

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。 

月日 行事名 内容 場所 

5/24(月) 会計監査 2020 年度会計執行状況の監査 オンラインミーティング 

6/15(火) 35 周年記念誌発送 クラブ結成 35 周年記念誌「声のきずな」

墨字版・テキスト版・PDF 版発送 

 

6/20(日) 第 37 回定期総会 2020 年度活動報告案・決算報告案の

審議、2021 年度活動方針案・予算案

の審議 

オンラインミーティング 

7/12(月) イベント実行委員会 秋イベント内容検討など オンラインミーティング 

7/13(火) 第 1 回役員会 秋イベント開催準備など 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。予定を開けておいてくださいね! 

月日 行事名 内容 場所 

10/2(土) 秋イベント 散策 藤沢周辺 

10/9(土)・11/6(土) スキーパートナー説明会 パートナー獲得 ライトセンター/県民センター 

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 

12/18(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〕 

 Stay home が求められる中、クラブとしては初めて？総会をオンライン形式で開催しました。皆さんのご協力のおかげ

で何とか無事に総会を終えることができ、ほっと一息。今シーズンこそはみんなで滑りたい!と思っているところに、カナダで

は記録的な暑さの夏、ニュージーランドでは記録的な温かさの冬を迎えているとのニュースが飛び込んできました。コロナ

だけでなく温暖化も心配しなくてはならない冬になりそうです。皆さん、お知恵を貸してくださ～い!  
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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 E-Mail 

    

 


