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ＮＰＯ法人かながわ 第 27 号 

発行日：平成 27 年 3 月 1 日 

 

月１日 

理事会ニュース  【月一回開催】 

第 2回 3033生涯スポーツ推進会議に出席して 

◆2 月 12 日（木）横浜市開講記念会館にて行われた。ご存じ

のように、「3033（サンマルサンサン）運動」は体操ではなく、

県民の皆さんが一人でも多くスポーツに親しみ、健康で明るく

豊かな生活を営んでいただくために、１日３０分、週３回、３

ヶ月間継続して運動やスポーツを行い、運動やスポーツをくら

しの一部として習慣化していただく活動。 

平成 13 年から始められているこの「3033 運動」だが、神奈

川県内各地で、様々な取組、イベントが活発に開催されている。

そうした中で、2020 年の東京オリンピック、パラリンピック

に向けてますます、スポーツの重要性が増していき活発になっ

ていく。また、今年の秋には、めざせ！健康寿命日本一！！

「3033 運動日常生活の運動化」プロジェクト横浜ランドマー

クタワー登頂（仮称）イベントも企画されている。イベント実

行委員会が設立され、準備が進んでいくことになっている。こ

うしたことを踏まえると、スポーツボランティアバンクとして

の存在意義を強く感じるとともに、需要もこれからますます増

えていくことと思われる。需要と供給のバランスがとれないと

いけないが、現在の KSVB では、活発に活動できる人が一体

どれくらいいるかと考えると、厳しい状況。活動できる会員を

増やしていくことは、最重要課題の一つと改めて思った。 

（浜田） 

 

 

理事会では、様々な案件を実行に向けて、議論検討していますがその中で、 

◆会員増強のための施策として、次のことを取り組もうとしています◆ 

①、神奈川県を主体としている企業に対して、企業会員個人会員を積極的に勧誘する。企業の社会貢献の一環

として現役の社員に KSVB のボランティア活動に参加してもらう。また企業を退職される方及び予備軍に、退

職してから KSVB に入会してもらう。企業へのアプローチ実施中。 

②若手会員の開拓のため、ボランティアに対する研究・ゼミ活動を行っている、神奈川県の大学にアプローチ

して、KSVB のボランティアに参加してもらう。リサーチ中です。 

 

 

 

 

 

 

 

                

◆2/7（土）、8(日) 

横須賀市民サポートセンター で行われた 

“のたろんフェアー”「NOT ALONE」へ 

横須賀三浦半島支部が初めて参加！ 

横須賀三浦半島支部は、2006 年の KSVB の

総会において、活性化の一つとして採択。そ

れを受けてメンバー21 人により、2006 年 9

月 21 日にサポートセンターにおいて設立さ

れました。最初は飲み会でも良いのではない

かということで活動を開始。KSVB 主催の三

浦半島でのイベントやマラソン大会のボラン

ティアへ参加してきました。その後しばらく

休眠状態でしたが、この度 KSVB のパンフレ

ットが出来、広報活動ができるだろうと、こ

の度、会員延べ 12 人でフェアーに参加。

KSVB の活動の展示、パンフレット配布を行

いました。来場者 7,000 人に対して広報でき

たのではないかと思います。会員が増えると

良いですね。 
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会員への情報交換会 

◆会員の情報交換会 8/8（金）17：00～19：00 

神奈川労働ﾌﾟﾗｻﾞ 9F レストラン味彩にて、12 名

の参加で開催。 

◆会員への情報交換会；講演会と懇親会 

12/5（金）13：00～15：30  横浜中華街「酔仙

酒家」にて、1964 年東京オリンピック金メダリス

トの花原勉氏を講師にお迎えして開催。15 名の参

加をいただく。 

 

 

 

 

 

 

 

   

外で遊ぼう！作ろう昔の遊具を・・・ 

 竹笛・ブンブンゴマ作りに挑戦」ということで、 

2 月 21 日（土）13：00～横浜市市民活動支援センター 

ワークショップ室で開催。参加者（役員含め）は 18 人と

盛況でした。 

タウンニュースや健康体力フェアで記事を見て参加され

た方もありました。恒例となりましたこのイベントです

が、昨年の大雪で順延したのとは打って変わった好天に恵

まれました。 

 最近の子供たちはゲーム機器の発展の影響が大きく、家

の中での遊びが主体になっているように思われます。そこ

で「子供は風の子」の原点に返って、昔の遊具を手造りし

て楽しむ機会を作ろうとの趣旨で、竹を材料にした＜ブン

ブンゴマ＞＜竹笛＞＜竹とんぼ＞造りに挑戦してもらい

ました。 

 当日の参加者は１８人で小学生・保育園児を始め保護者

のジイジ・バアバも昔とったキネヅカよろしくお孫さんと

和気あいあいの時間を過ごされました。 

 遊具の作成指導役は今まで通り会員の池田尹雄さんに

行って頂きました。 

 具材の竹は鎌倉に在住の池田さんか管理されている山

の竹を切り出して、乾燥させ「竹笛や竹とんぼ等」の遊具

として使い易い様に下処理して下さいました。 

 子供たちは「電動ドリルでの穴あけ」や「カッターナイ

フでの切り出し」を池田先生？の実技指導の下でワイワイ

ガヤガヤの大騒ぎをしながら、無事に自前の手作りの＜竹

笛＞＜竹とんぼ＞＜ブンブンゴマ＞を作り上げ嬌声を挙

げて大喜びしていました。 

 自分たちの作った作品は持ち帰ってもらいましたが、家

に帰って両親やご近所の子供たちに自慢する顔を思い浮

かべると、この企画の素晴らしさを実感させられる瞬間で

した。（原稿作成：ＭＳ） 

                         

 

自主イベント報告 2 

    「ウオーキング＆蕎麦打ち」 

「金沢道」（塩の道・金沢八景の道）＆そば打ち 

＊開催月日：平成２６年１１月８日（土）１６名の参加

で開催。  

 当日はまずまずのお天気で参加者は金沢八景駅に集合

してから、早速ウオーキングに行動を移しました。 最

初のウオーキングは金沢八景のボランティアのガイドさ

んに引率されて次の寺社と名跡を訪ねました。 

 米倉陣屋跡→上行寺東遺跡跡→上行寺→泥牛庵→金龍

禅院→やぐら群・かに卒→六ッ川と渡し場→平潟湾プロ

ムナード→琵琶島神社→姫小屋水門跡→瀬戸橋→東屋跡

→憲法草創の碑→州崎神社→龍華寺 

 盛り沢山の寺社と名跡巡りはハードな行程でしたが、

参加者はボランティアのガイドさんの説明を熱心に聞き

当初予定を全てクリアーしました。 

 ウオーキングが終わると直ぐにそば打ち会場の金沢地

区センターに移動をしました。 

 会場（厨房）では会員の村田秀雄さん始め協力をして

下さるボランティアの男女６名の方によって既に材料の

「そば粉」や容器類（鉢・麺棒・包丁等）の準備がされ

ていました。 村田秀雄さんは「そば打ち」の名人で金

沢八景地区では、そば打ち教室を行っていて経験も豊富

でかなりの有名人です。 その村田名人？からそば打ち

の基本を教えて頂き各テーブルに分かれて作業に取り掛

かりました。茹で上がった手打ちそばを全員で試食し、 

＜凡その流れ＞ 

 粉をふるう→加水→練り→へそ出し→そば玉→のし

自主イベント報告 1 

参加者の方々の表情は満足感で一杯のものでした。 

自分で打ったおそばを手土産に会場に別れを告げ、充実し

たウオーキング＆そば打ちの１日が終了しました。（ＭＳ） 
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第 5回横浜シーサイドトライアスロン大会 

実施日：平成 26年 9月 28日(日) 

場所：横浜市八景島 

ボランティア参加者：19名 

当日は絶好のマラソン日和で、当バンクは理事長を

初め理事の方も参加して楽しい雰囲気で活動する

ことが出来ました。全員が同じ活動場所で活動する

ことがほとんど無かったので、今回はチームワーク

が良く自ら進んで空いているところへと移動して

活動していました。こういう点が KSVBが信頼され

ている点だと感じました。 (寄稿：事務局)                                    

第 2回ウィークデーマラソン in こどもの国 

実施日：平成 26年 11月 25日(火) 

場所：こどもの国 

ボランティア参加者：18名 

今年初めて要請があった大会で、休日に走れない人

のために企画された大会だそうです。 

当日は生憎の雨でボランティアの参加者は合羽を

着て寒さをこらえながら活動しました。 

選手も棄権者が多かったようですが、230名の方が

3種目に挑戦していました。 

大会の責任者からは今後も継続して参加して欲し

いと要請されました。    (寄稿：事務局) 

第 7回川崎港トライアスロン in 東扇島 

実施日：平成 26年 10月 18日(土)～19日(日) 

場所：川崎市東扇島公園 

ボランティア参加者：延べ 23名 

集合が早く遠い人が多いので集合が大変であるが、

2日間延べ 23人が活動した。 

トライアスロンは年間 5回もあり、参加したメンバ

ーは皆さん慣れていて受付、誘導等積極的に活動し

ていました。 (寄稿：事務局)                                                                          

2015 こどもの国リレーマラソン 

実施日：平成 27年 1月 31日(土) 

場所：こどもの国 

ボランティア参加者：17名 

1月 31日(土)こどもの国リレーマラソンに参加し

ました。前日の雪でいやな予感がしていましたが、

会場に着いたらところどころ凍っていて、時間が経

ったら今度は雪溶け水でビショビショ。 

大変な 1日でした。選手はゴール後の疲れを見せて

いても、すがすがしい顔を見ていると疲れも吹っ飛

びます。選手からの「ありがとう」と言う声と、主

催者からの「又お願いします」の声を聞くとまた来

ちゃいそうです。(寄稿：№10330 田中初枝) 
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★☆☆☆☆☆協 賛 団 体☆☆☆☆☆★         

いつもご協力いただきありがとうございます  

 

 

  

     

 

                                

                             

 

 

●事務局よりご連絡● 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                                                                                           

 

 

 

     

代表 田中利幸 

  埼玉県越ケ谷市七左町 6-16-1 

☎048-963-1118  FAX048-963-1136   

URL:http://www.cyubo-ichiba.com 

 

 

神事のご相談は  
相鉄線平沼駅（横浜駅より１つ目） 

横浜市西区平沼2-8-20 

☎ 045-321-8895 

宮司  松橋基之 

 

 

    

（石川町駅から中華街西門すぐ） 

横浜市中区山下町 216 

☎045-681-6006  FAX045-662-3719 

代表 堀井壮一郎 

 

 

（  

〒102-0074 

      東京都千代田区九段南 4-8-21   

山脇ビル９F 

    ☎ 03-5212-9680 FAX: 03-5212-9689 

URL:http://www.clovernetwork.co.jp 

代表取締役 長嶋克佳 

 

●春の自主イベント予告 ● 

小網代の森探索 そして三崎港「うらり」へ 

5 月の良い日を選んで開催予定。日にち未定。 

「水が山あいの湿地、河口の干潟を形成しながら、海まで

ながれている。流域には、アカテガニをはじめ、希少種を

含む多様な生物が生息している。2014 年 7 月から一般開

放。探索後、三崎港魚市場へ足を延ばし、美味しいまぐろ

を味わいましょう。」役員で一度ロケハンに行ってきます。

開催日時等、詳細は後日皆様へお知らせいたします。 

お楽しみに！！ 

ＫＳＶＢ事務所 

〒231-0001 横浜市中区新港 2-2-1 横浜ワールドポーターズ６階 

  ＪＲ（京浜東北線）・市営地下鉄 桜木町より徒歩１５分 

電話・ＦＡＸ ０４５‐６８１‐６９６０ 

Ｅメール：ksvb@samba.ocn.ne.jp  

ホームページＵＲＬ    http://ksvb.jimdo.com                               

発行責任者 ＫＳＶＢ 理事長 浜田淑子 

会員の皆様のご意見、またバンクニュースへの投稿など、お待

ちしています。 

◆スポーツボランティアバンクが子供向け書

籍本に掲載されました。   

「Q&A でわかる！初めてのスポーツボラン

ティア」シリーズ 

（監修：日本スポーツボランティアネットワ

ーク/刊行：ベースボールマガジン社） 

＊本は事務局に置いてあります。 

ＫＳＶＢの新しいリーフレットが必要な方はお申し出くださ

い。仲間作りに、大いに役に立てていただきたいと思います。 

 

27 年度総会のお知らせ 

◇ 5 月 22 日（金）10：00～◇ フクシア多目的研修室 

◇詳細は別紙にてご案内いたします。 

健康体力フェア２０１５  平成２７年１月３１日（土） 

 川崎市体操協会主催で川崎市「とどろきアリーナ」で開催。 

ボランティア派遣人数：５人      （原稿作成：ＭＳ） 

 恒例となっている「中高年を対象」とした体力測定は参加者

７０人以上にも及び「握力」「腹筋力」「走力」等々の測定に一

生懸命トライし良い汗を流していました。ＫＳＶＢからのボラ

ンティアの派遣人数は５人で、それぞれ開始前の準備から活動

が始まり、体育館内のランニングエリアのライン引きや各種の

測定器具の設置等に積極的に取り組んでの活動振りには、主催

者側からの評価も大変高かったと思われました。なおこの健康

体力フェアに関して会員の三戸部千早さんが、フェア開始前か

ら数度にわたりＫＳＶＢのボランティア参加者に対し服装・準

備物・心構え等について、キメ細かい連絡があり不安を拭って

くれた事は大変有難く当日の活動に大いに役立ちました。                                                                                 

http://www.cyubo-ichiba.com/
mailto:ksvb@samba.ocn.ne.jp
http://ksvb.jimdo.com/

