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クラブニュース 

2022 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！！ 

 

秋イベント「こどもの頃の気持ちを^_^持参して、こどもの国で散策しよう！」開催のお知らせ 

 ここ数年思うように旅する事が出来なくなり、またあちこち色々な国を訪れたいなぁ～なんて方もいらっしゃるのではない

でしょうか？ 

 そこで、今回の秋イベントは思い切って、みなさんと「とある国」を訪れようと思っています。そう、その国の名前は「こども

の国」。かつてこどもだった私達にも楽しめる様なアクティブな体験だけでなく、広大な敷地内でのんびりと自然散策など、

様々な楽しみ方ができる国。どうぞ、こどもの頃の気持ちを^_^持参してご参加ください。 

 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。 

 

日時:9 月 25 日（日）13：00～16：30 

場所:こどもの国 

集合：東急電鉄 こどもの国線こどもの国駅 改札口外 13：00 

   改札の外に目印としてクラブＴシャツを揚げています。  

費用：入場料 600 円程度、自転車利用料 200 円、ボート利用料 350 円程度 

持物：マスク、タオル、ハンカチ、ポケットティッシュ、ゴミ袋（小）、障害者手帳（ブラインドのみ）  

申込と期限：参加を希望される方は、９月 16 日（金）までに「秋イベントへの参加申し込み」として、  

１．お名前  

２．当日の朝、連絡のつく電話番号  

を、イベント実行委員会（club.event@kanagawa-blindski.com）あてにメールでご連絡ください。  

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。  

担当者 T.M 

＊マスク着用を厳守し、各自感染防止策をお願いいたします。また、念のため集合時検温も致します。 
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今年度のツアーは 1 月 27～29 日(岩原)、2 月 18～20 日(岩鞍)に！ 

第 38 回クラブ総会開催報告  

 去る 6 月 4 日（日）の午後、3 年ぶりに神奈川県ライトセンターを会場として当クラブの

第 38 回定期総会を開催いたしました。また、オンライン会議システム Zoom を利用した配

信も行いました。その結果について下記のとおりご報告いたします。 

 
記 

 

2022 年度第 38 回定期総会議決結果 

１ 出席者 

  会員 127 人中、書面評決 69 名、出席 28 名） 

２ 議事 

 第１号議案 2021 年度活動報告 並びに 第２号議案 2021 年度収支決算報告 

    賛成多数 

 第３号議案 2022 年度～2023 年度役員（案） 

    賛成多数 

 第４号議案 2022 年度活動方針（案） 並びに 第５号議案 2022 年度予算（案） 

    賛成多数 

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)ヒヤリハットなど安全対策の恒常的な取り組み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。良い案があったら知恵を貸してほしい。 

・Q)イベントは春と秋の計画になっているが、クラブ会員が集まれる機会として夏にも行ってほしい。 

A)ここ数年猛暑ということもあり、屋外での活動が難しく夏イベントは計画していない。次年度以降内容・時期・回

数を再検討したい。 

以上 

 

研修会「ブラインドスキー事始め ― KBSC 設立までの歩み」開催報告  

 第３８回定期総会の後は恒例の研修会。今年は、講師にS.Mさんを

お招きしてお話しいただきました。 

 S.M さんが視覚障害者福祉の世界に入ったのは、高校時代、赤十字

奉仕団の活動で点字と出合ったのがきっかけだそうです。その後、一般企

業から神奈川県ライトセンター職員に転職し、録音図書政策の取材で、

１９７０年代に「ひとつの会」という視覚障害者と晴眼者の交流グルー



 

3 

 

プが毎年開催していた「晴盲スキーキャンプ」に参加。長野大学（長野県上田市）の教職員を中心に全国からボラン

ティアが集まり視覚障害者にスキーを体験する機会を提供していました。ただ、スキーといっても、ゲレンデの一部にロープ

を張って、視覚障害者はそのロープを伝って短い距離を滑るというものだったそうです。初めて参加した S.M さん、社会

人になってからスキーにのめりこみそのころには晴眼初心者の指導もできるようになっていたので、主催者に「ロープがなく

ても視覚障害者は滑れるんじゃない？」と提案してチャレンジ。参加者からとても喜ばれ、次年度もぜひ手伝ってほし

い！と依頼されたそうです。 

 その後、１９８０年１月に地元神奈川でも視覚障害者のスキーが実施されることに。神奈川県ライトセンターで活

動するボランティアグループ・神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団が「ブラインドスキー」を毎年１回開催するようにな

りました。そこに参加した F.K さんと数名の視覚障害者が中心となって私たちのスキークラブが生まれました。 

 短い時間ではありましたが、幼少期の思い出からスキークラブ設立まで、駆け足でお話しくださった S.M さん、ありがとう

ございました。 

 

2022 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 

 

スキーパートナー説明会を開催します！ 

 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 2022 年 10 月 8 日（土）14:15～15:30 

第 2 回 2022 年 11 月 12 日（土）16:15～17:30 

場所：第 1 回 神奈川県ライトセンターおよび Zoom によるオンライン配信 

第 2 回 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、 

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、 
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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。 

「第 1 回ポール体験会の感想を話し合おう！」を開催しました！ 

 今年 2 月に開催した尾瀬岩鞍ツアーにおいて、日本障害者スキー連盟（JPS）と

の共催で実施した第1回ポール体験会の感想を話し合う会を、6月13日（月）

にオンライン会議システム Zoom で開催しました。 

 当日は、日本障害者スキー連盟から 1998 年長野パラリンピックのバイアスロン金メダリストの K.M さんにご参加いた

だき、ブラインド・パートナーそれぞれの立場からポール体験した感想や、来シーズン以降、どのように視覚障害者アル

ペン競技を普及していけばよいか、ポール体験会やアルペン競技を開催するにあたりどのような改善が必要なのかを、

気軽に話し合いました。全盲だとポールを通過できたのかどうか実感が持てなかった、パートナーもポール体験者が少

なく、今後パラリンピックのガイドスキーヤーを要請するには、競技スキー経験者に声をかけるなど工夫が必要といった

皆さんから出されたご意見は、きっと JPS の方で今後の活動に生かしてくださると思います。 

 ご参加くださった皆さん、ありがとうございました！ 

 

視覚障害者向けスキートレーニングシミュレーターの研究に協力しています！ 

 今春、早稲田大学先端理工学部 M 研究室から「スキートレーニングシミュレーターを視覚障害スキーヤーにも使える

ように改良するための研究を行っているので協力してほしい」との依頼が事務局にありました。5 月 23 日（月）と 7 月

12 日（火）の夜、Zoom でお話しする機会を持ち、ブラインドスキーの現状、パートナーによる声かけの実際など説明

し、スキートレーニングシミュレーターを視覚障害者も使えるようにするにはどのような音声や音が必要かなど意見交換し

ました。 

 スキートレーニングシミュレーターは、大型スクリーンの前にレールが並行して配置されている物のようです。このレールの

上で、スキーヤーがターンの時のように左右の足に荷重すると、足にかかる力に合わせて足元のレールが左右に動きます。

正面のスクリーンには雪山を滑降するバーチャル映像が投影され、ターニングポールが迫ってくる勢いはまるでスキーの視

mailto:club.info@kanagawa-blindski.com
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界そのものだそうです。 

 さて、このようなシミュレーターをブラインドスキーヤーのトレーニングに使うにはどのようなフィードバックやアシストが必要で

しょうか。卒論研究としてこの課題に取り組んでいる M さんは、今後実際にシミュレーターを体験する機会も計画されて

いるそうです。皆さんもどうぞご協力お願いします！ 

 

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。 

月日 行事名 内容 場所 

4/6(水) 第１回役員会 第 38 回（2022 年度）定期総会の準備 オンラインミーティング 

4/18(月) 会計監査 2021 年度会計執行状況の監査 オンラインミーティング 

5/23(月) 早稲田大 M さんとの話し

合い 

視覚障害者向けスキートレーニングシミュレーター

研究協力など 

オンラインミーティング 

6/4(土) 第 38 回（2022年度）

定期総会 

2021 年度活動報告案・決算報告案の審議、

2022 年度活動方針案・予算案の審議 

神奈川県ライトセンタ

ー・オンラインミーティング 

6/13(月) JPS＆KBSC 第 1 回ポー

ル体験会反省会 

第 1 回ポール体験会の感想など オンラインミーティング 

6/20(月) 第 1 回広報チーム打合せ 今年度の広報戦略など検討 豆たく 

6/21(火) 第 2 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 

6/24(金) JPS VIWG 2021 年度活動振り返りなど オンラインミーティング 

7/4(月) イベント実行委員会 秋イベントの検討など オンラインミーティング 

7/12(火) 早稲田大 M さんとの話し

合い 

視覚障害者向けスキートレーニングシミュレーター

研究協力など 

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 

9/25(日) 秋イベント 散策・サイクリングなど こどもの国 

10/8(土)・11/12(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 

11/12(土) ライトセンターフェスティバル クラブの広報ブース設置 ライトセンター 

11/26(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 

12/17(土) 雪上研修会 パートナー研修 スノーパーク・イエティ 

1/27(金)～29(日) 1 月スキーツアー 岩原スキー場 ホテルアルパイン 

2/18(土)～20(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〕 

 今年は 3 年ぶりに総会をリアルに開催しました。多くの会員の皆様にお集まりいただき、何とか無事に総会を終えること

ができ、ほっと一息。このクラブニュースを編集している最中、オミクロン株の亜種 BA.5 の感染が広がり連日全国で 10

万人を超える新規感染者が出たと報じられています。ただ、日本より早くこの亜種 BA.5 が流行している欧米ではすで

に終息に入り通常の生活に戻りつつあるとか。今シーズンこそ完全な形でツアーなどクラブ行事を開催できるのでは？と

期待しています。ただ、油断は禁物。屋内でのマスク着用や手洗い・うがいの励行といった感染症予防対策は忘れずに

この夏を乗り切りましょう！（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/ 

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 

    

 

https://kanagawa-blindski.com/
https://ja-jp.facebook.com/kanagawablindski/
https://www.youtube.com/channel/UC9zXdO2DHFcGUVI2rtzwZMg
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