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平成 27 年度通常総会が開催されました

平成２７年５月２２日（金）於：横浜市西区社会保健福祉活動拠点（フクシア）多目的研修室

会員の講習会（研修会）＆懇親会
理事会ニュース  【月一回開催】

前号で、お伝えした、会員増強のための施策の一つであ

る、若手会員の開拓のため、以下のことを行った。

◆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。

神奈川大学ボランティア活動支援室を７月２３日に榊原

満理事、小暮健雄監事・川瀬康子監事が訪問。教育支援セ

ンター職員、ボランティア活動支援室の学生さんと面談し

た。ＫＳＶＢの活動内容や、訪問の主旨（新しい世代の入

会を促進している等）を説明し、学生さんからも支援室の

状況を伝えていただいた。そして、『学生会員として入会

して欲しい』『そのためにはまずボランティアの体験をし

てもらいたい』と希望した。９月以降、ボランティア案内

を送信し、まずは学生さんたちにＫＳＶＢへの活動を体験

してもらうことになった。今後の展開が期待される。

ＫＳＶＢの平成２７年度通常総会（ＮＰＯ法人として１０回目）を横浜市西区社会保健福祉活動拠点（フク

シア）で午前１０時００分より開催しました。会員総数１１６名中委任状を含めて８６名の出席を得て、いず

れも原案通り承認可決されました。

会員 三戸部千早氏の司会で始まり、浜田淑子理事長の挨拶、議長の鹿嶋健司氏のもと、第１号議案：平成２

６年度事業報告の件（説明；大八木勇夫理事）、第２号議案：平成２６年度収支決算報告の件（説明；榊原満理

事）、監査報告（監事を代表して小暮健雄監事より）、第３号議案：平成２７年度事業計画（案）承認の件、第

４号議案：平成２７年度収支予算(案)承認の件（大八木勇夫理事及び榊原満理事から、配布資料に基づいて説

明）、第５号議案：定款一部改正承認の件（榊原理事説明）、第６号議案：定款一部改正に伴う入会金及び年会

費承認の件 （榊原理事説明）と６議案でした。会員の皆さんの活発な質疑が行われました。長谷川忠信副理事

長の挨拶で閉会。その後、会員である、横浜中華街、酔仙酒家で有志による懇親会を行いました。

【理事】浜田淑子、長谷川忠信、大八木勇夫・榊原満 【監事】小暮健雄・川瀬康子

会員の親睦と、研修をかねて、講習会＆懇親会を

H２７年７月４日（土）5:00 PM から、中華街 酔

仙酒家で開催。講師に KSVB の賛助会員でもある、

神奈川県体育協会事務局長 駒形芳彦氏をお迎えし

た。「神奈川のスポーツの様々な事案や状況、現状

やオリンピックに向けてのお話し、これからのスポ

ーツボランティアとして何をなすべきか」等々につ

いて、講習を受け、１３名の参加者は、熱心に耳を

かたむけ、質問なども出て、大変有意義な講習会と

なった。講習会の後は、講師の駒形さんを交えて、

和やかな懇親会となり、盛会の内に閉会となった。

＊講習会の内容は次ページへ
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～新緑の小網代の森散策、そして三崎港の

“うらり”へ～

開催日時：Ｈ２７年５月１５日（金）１０:００～

京急三崎口駅改札前に、９:３０に集合。参加者１２名。

当日はお天気にも恵まれ、さっそうと出発。バスの乗車も

含め、約２時間の行程でした。

三崎口⇒散策路引橋入口（徒歩３０分）⇒小網代の森散策

（約６０分）⇒シーボニア入口よりバス乗車⇒三崎港⇒う

らり解散。

３月２０日の下見の時は、森は、枯れ木や枯草ばかりで

したが、本番当日は、５月ということでもあり、森中が緑

にあふれ、名前を知らない花々も咲いており、とても気持

ちの良い風景でした。散策路は湿地帯ですが、その上すべ

てに枕木が敷いてあり、歩きやすいようになっていまし

た。時々聞こえる、ウグイスの声に耳を傾けたり、見慣れ

ない小さなトンボに足を止めたり、と楽しい散策を続けま

した。終点付近の“えのきテラス”で一休みした後、干潟

を目指しました。ちょうど引き潮だったので、可愛らしい

“チゴガニ（１㎝～３㎝くらい）”の求愛ダンスを見るこ

とが出来ました（ラッキー！！）本当に可愛かったです。  

その後も、白髭神社で、きれいな音を出す石の音色を楽し

んだり、勿論お詣りもし、バス停まで歩き三崎港へ。折角

なので、城ケ島や回れるところは回るという会員さんとは

ここでお別れでしたが、他の人は全員三崎港へ。そこで解

散。そこから自由に昼食を取り、三崎の市場を見学したり、

各々楽しみました。残された自然に心を癒され、美味しい

お魚料理にお腹を満たされた楽しい一日でした。

＊これから行かれる皆様に一言

①この森は、開放されて間もないので、休日はすごい人出

だそうです。できれば、土日を避けてみてはいかがでしょ

うか？

②One DAY 切符があるので、それを利用すると良いです。

京急電車もバスも OK。京急の切符の自動販売機で買えま

す。             （原稿作成：Ｙ・Ｋ）

自主イベント報告
オリンピック・パラリンピックとボランティア

1、スポーツの一元化がされ、スポーツ庁が創設され、５

つの課で構成。ボランティアは、その中の「スポーツ健

康推進課」に入る。各県も組織の再編に取り組んでいる。

2、神奈川から東京２０２０大会を盛り上げるということ

で、事前キャンプ誘致の取り組みなどを行っている。

3、ご存じのように、東京２０２０オリンピックのセーリ

ング競技場が、藤沢市江の島で、パラリンピック競技大

会では、トライアスロンが横浜で行われる予定である。

4、過去のオリンピック・パラリンピックのボランティア

数は                

１９８４年ロサンゼルス大会；２８，０００人

２００４年アテネオリンピック；４５，０００人

２０１２年ロンドンオリンピック；７０，０００人

そして、２０２０年東京オリンピック；推定で８０，０

００人とされている。

5、オリンピック・パラリンピックのボランティアの役割

としては、

語学サービス、メダルセレモニー、医療サービス、輸送、

報道支援、広報、警備、観客案内、協議運営補助、旅行

案内、接遇等多岐にわたる。

6、では募集はいつから？

未だ、ほとんど、決まっていない。漠然と開催４年前の

2016 年から各競技ごとに順次募集を行う？

7、では、KSVB として東京２０２０オリンピック・パラ

リンピックのボランティアとして、どんな役割りをはた

すことができるか？と課題を与えられた。

⇒私達会員は、オリンピックのボランティアの要請にこ

たえられるように、普段から、ボランティア活動を積み

重ねて、心構えをしておくことが大切だと思った。

組織としても、会員としても、何をやりたいか、何が出

来るかを考えておく。ただ漠然とオリンピック・パラリ

ンピックのボランティアをしたいというだけではいけな

いのではないか？前もって準備（ボランティア力の強

化？リーダーの資格を取るとか？英語力を高める？～英

語に限らず外国語力を高める？）等々。

オリンピックは観戦するだけでもわくわくするが、そ

こに、ボランティアとして加わることが出来れば、KSVB

としてもステップアップできるのではないかと思う。

（担当 長谷川）

７月４日講習会（研修会）の内容



３

                                                

    

   

    

                                              

                                                 

                            

   横浜夢ファンドって？

横浜市が行っている、支援したい NPO 法人の団体を指名し

て寄付ができる制度。この制度を利用して、KSVB は自主

イベント「ブンブンゴマ」を実施しています。寄付をして

いただくと税制上の優遇処置が受けられます。また、ふる

さと納税制度を活用しています。会員の皆さまもご協力を。

平成 27 年３月 28 日(土)

第 2 回多摩川・春らん RUN マラソン大会

多摩川河川敷の古市場陸上競技場で行われた、

「第 2回多摩川・春らん RUN マラソン大会」は、(株)

グッドスポーツ殿から初めての依頼を受けたボラ

ンティア活動で 12名が参加しました。

他の大会に比べ活動マニュアルがしっかりして

いて戸惑うことなく活動出来ました。当日は朝のう

ちは曇っていましたが、大会が始まってからは晴れ

て気持ちの良い１日でした。

大会にはマラソンタレントで有名なＭ高史さんが

参加され大会を盛り上げていました。(寄稿：事務

局)                                   

平成 27 年 5 月 31 日(日)

第 5 回東日本大震災復興支援ラン

品川・大井スポーツの森

大井ふ頭中央海浜公園大井陸上競技場で行われた

「第 5回東日本大震災復興支援ラン 品川・大井ス

ポーツの森」は 10日前に依頼されたにも拘わらず、

7人の方が参加されました。

当日は予想以上に暑かったが、ＫＳＶＢのメンバ

ーは走路誘導、給水、会場設営等に精力的に活動し、

主催者からは大きな評価を得、またお願いしますと

のお言葉を頂きました。   (寄稿：事務局)

平成 27 年 6 月 21 日(土)、22 日(日)

第 29 回 NISSAN CUP 神奈川トライアスロン大会。

日産自動車追浜工場内で行われた「第 29回 NISSAN 

CUP 神奈川トライアスロン大会」は前日の準備作業

に 11人、当日の運営補助に 20人が参加した。当日

は受付、スイム、バイク、ラン、ゴールとそれぞれ

に分かれて小雨が降ったり止んだりの中、活動し

た。今年は新規会員等初参加の方が 5人参加され、

ハツラツとした行動が目立ちました。  

(寄稿：事務局)                                          

活動報告
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●事務局より連絡●

(1) ボランティア活動をされる方は KSVB の帽子と会員証の

着用をお願いします。

  帽子は遠くからでも KSVB の存在を示すし、会員証はお互

いに名前を覚えてコミュニケーション向上に役立ちます。 皆

さんも帽子は被っているので KSVB の会員だと分かっていて

も名前が分からず歯がゆい思いをしたことはありませんか？

  帽子の無い人には 500 円でお渡しします。また、会員証の

無い方は写真を送って頂ければ作成してお渡しします。

会員証は無料です。

(2) 現在、事務局－会員間の連絡はパソコンメール、FAX、

郵送の３区分で行っておりますが、事務処理効率向上のため、

パソコンメールをお勧めしています。

  ご自分で所有していなくても、家族のどなたかが所有してい

ましたら是非パソコンメールを登録して頂きたく宜しくお願

いします。

★☆☆☆☆☆協 賛 団 体☆☆☆☆☆★        

いつもご協力いただきありがとうございます

    

                               

                            

                      

                                                                                       

厨房設備 �����    
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 長原伸介

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 ＮＰＯスクエア

  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

◆ ペーパーレスと送料削減 ◆

を進めたいので、郵送を希望されている以外の会員の方

には原則として、今回からバンクニュースはメールで送

信させていただきますが、従来通り、紙ベースがご希望

の場合にはその希望を事務局宛に返信して下さい。折り

返し郵送致します。

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。

【訃報】長年にわたって、物心ともに KSVB を支えてくだ

さった、（株）クローバー・ネットワーク・コム 前社長の

長嶋克佳様が今年４月に急逝されました。誠に残念です。

心からのご冥福をお祈り申し上げます。

����

〒248-0005

鎌倉市雪ノ下 1-2-30-301
☎ 0467-23-0474

Ｅメール：sangu@rg7.so-net.ne.jp

�������

〒160-0004

東京都新宿区四谷 4-4
住職 武村秀夫

☎ 03-3351-2389


