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ＮＰＯ法人かながわ 第 29 号 

発行日：平成 27 年 12 月 10 日 

 

月１日 

自主企画“富岡史跡巡りウオークとラーメン打ち” 

平成２７年１１月２１日（土） 

参加者は、会員を含めて、１５名。いつも「史跡巡り」として好評を受けていますが、 

それに「ラーメンうち打ち」を加えました。富岡は、横浜市金沢区にあり、その名の由来は、 

「十三丘」からきており、小高い丘が連なっているところです。案内は、ガイドの平田さん 

にお願いしました。日本画家の旧河合玉堂別邸、大衆小説作家の直木三十五（功績を記念 

して直木賞創設）宅跡及び墓所、ローマ字で名高いヘボン博士が日本で最初の海水浴場を 

推奨したと伝えられる海水浴場、宮の前海岸あと跡（石碑）などの説明を聞きました。 

現在は広範囲にわたって、海が埋め立てられ、マンション、学校、公共施設が立てられ、 

メタセコイアの並木道がきれいに整備されていました。鎌倉に通じる旧道を歩いたり、 

赤や黄色に色づいた木々も眺めながら、汗ばむほどの晴天のもと、往時の活躍した人々の 

尽きない話もたっぷり聞き、２時間ほどの史跡巡りを終えました。 

富岡地区センターへ到着後ラーメン打ちに挑戦。会員の村田秀雄さんに指導を受け、 

ボールに粉を入れ水でこねる→ビニール袋に入れて足踏みで引き伸ばす（２回）→麺棒で引き伸ばす→包丁で切る→

麺作り→茹でる（３分）→丼に麺・スープを入れる→茹で上がった麺は湯切りし丼に入れる→トッピング。 

なかなか力のいる作業が続きましたが、試食して舌鼓。麺の太さはさまざまだったが、その美味しさに全員大満足。 

試食以外の麺はそれぞれお土産として持って帰りました。 

快晴・晩秋の一日を楽しみました。ガイドの平田さん、そば打ち名人 

（今回はラーメンうち）の村田さん、本当にありがとうございました！！ 

＊＊＊ 

 高鳥 幹男さんから投稿 （東京都大田区） 

「村田秀雄さんが最高におもしろかった!！」 

現役時代の酒友に会いたくもあり大田区の馬込から、「富岡史跡巡り・ラーメン打ち」に参加した。絶好のお天

気に恵まれステップは軽快そのもの、だが、なにか空気が違っていた。そう男ばっかりにびっくり。いつもはパワ

フルな女性陣に煽られ放しなのだが…、まあ結果は気を遣わないで良かったけど。 

ガイドさんの名調子の説明に耳を傾けながらわが歴史の無知さにあきれる。富岡が維新後の近代日本の夜明けを演

じてきた由緒ある土地であったとは、そして大衆文学の鑑、直木賞の名前の由来が在住の貧乏作家から出たとは…。 

盛り上がったのは、愛嬌のある村田秀雄先生の手打ちラーメン教室。思いのほかの力仕事で汗をかき、最後はみん

なの渾身の作品のごった麺試食会、結構太くて「あれっなんだ！」と思うのがあったが、時間は二時を回り、空腹

感に勝てず「美味しかった」。でも美味しさにさらに色をつけた村田秀雄先生の ♪意地を右手に左手にぁ根性♪

いっぱいの名セリフ、良かったね。 
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10 月 19 日(月)、長谷川副理事長、榊原理事、事務局長井

さんの 3 人で明治学院大学 ボランティアセンター（横

浜）を訪問し、松本剛主任他 1 名と意見交換をしてきま

した。                         

学生に最初から会員を進めても難しいと思うので、まずは

「ボランティア体験」という位置づけで参加してもらい、

その後学生の意思で会員になってもらおうという方向で

意見が一致しました。さらに学生だけではなく教職員もボ

ランティアを経験してもらって学生に指導してもらいた

いと提案して意見交換を終了しました。 

 7 月 23 日（木）、榊原理事、小暮監事、川瀬監事 3 人

で、神奈川大学ボランティア活動支援室を訪問。教育支

援センターの職員藤本氏他、学生代表、学生スタッフと

面談。ＫＳＶＢのことや活動内容、会員状況などを説明

し、学生会員を新しく設置したいこと、新しい世代の入

会を促進していることを伝える。学生からも、授業の一

環として、ボランティアが組み込まれていること、所属

人数は５０人など支援室の状況を聞く。学生もＫＳＶＢ

の活動に興味を持ってくれた様子。今後ボランティアの

情報案内をして、体験をしてもらうこととする。 

 

 

                

＜大学訪問＞ ボランティアセンターを訪問して 
 

11 月 16 日(月)、濱田理事長、事務局長井さんの二人で横浜市立大学金沢八景キャンパスのボランティア支援室を訪問

し、金井国明主任他 2 人と意見交換してきました。 

横浜市立大学は今年 1 月にボランティア支援室が設立さればかりであるが、公立の学校なので県、市からの依頼が多

く、今年の 10 月 25 日(日)には教職員と学生 10 数人が一緒になって八景島シーパラダイスで開催された「第６回横浜

シーサイドトライアスロン大会」に参加していました。ちょうどＫＳＶＢの横で一生懸命活動している姿が印象に残っ

ています。学生には最初「ボランティア体験」という位置づけで参加してもらい、その後学生の意思で会員になっても

らおうという方向で意見が一致しました。 

今後のイベント情報 

●以下Ｈ２８年の予定 

1/11(月祝日) 品川マラソンフェスタ 2016winter 

1/16(土) 健康体力フェア 2016 

1/30(土) 2016 チャレンジリレーマラソン inこどもの国 

1/31(日) ランニングフェスタ in国営昭和記念公園 2016 

2月（日にち未定） 第 70 回市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会 

2/11(木祝日) 第 2回 千葉 季節のめぐみマラソン 

2/20(土) 熊谷 deランニングフェスタ 

2/27(土) 第 3回 YOKOHAMAランニングフェスタ＠こどもの国 

3/12(土) ＴＯＫＹＯランニングフェスタ in夢の島 

3/13(日)    横浜マラソン 2016 

3/19(土) 第 1回柏の葉春らん Runマラソン withキャタピラン   

3月（日にち未定） 第 35回横浜市長杯オープンダブルス卓球大会 
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 【その１】ウォータースプラッシュラン 

 ・期日：8/22(土)～23(日) 

 ・KSVB 活動者：延べ 43 名 

 ・主催者：(株)エムスリーアシスト 

 ・感想：初めて依頼があった会社でしたが、 好天

の元、参加者と一緒に楽しめる大会でありました。 

【その２】第４回多摩川ｄｅランニングフェスタ 

 ・期日：11/8(日) 

 ・KSVB 活動者：10 名 

 ・主催者：(株)グッドスポーツ 

 ・感想：開始前から冷たい雨が降り、メンバーはた

くさん着込んでの活動であった。そんな中でメンバー

は選手に大きな声をかけながら積極的に活動しまし

た。 

 

【その４】第３回 ウィークデーマラソン inこども

の国 

 ・期日：12/1(火) 

 ・KSVB活動者：22名 

 ・主催者：(株)スリーフィールド 

 ・感想：昨年は冷たい雨に降られた大会でしたが、

今年は好天に恵まれ皆さん、はつらつと行動してい

ました。終了後は新旧会員の コミュニケーション

図るべく打上げを実施し、先輩会員から KSVBの発

足当時の話を聞くことが出来、有意義な打上げでし

た。 

【その３】第６回横浜シーサイドトライアスロン大会 

 ・期日：10/25(日) 

 ・KSVB 活動者：16 名 

 ・主催者：横浜シーサイドトライアスロン大会実行

委員会 

 ・感想：KSVB が同じ業務を担当しましたが、気心

が知れた仲間での活動で細かい指示が無くてもスム

ーズな行動をしていました。 

これが KSVB が主催者に信頼されている要因だと思

いました。 

 

活動報告 



４ 

 

●事務局より連絡● 

事務局よりボランティア活動の連絡をＦＡＸ、メール又は

郵送にて送付していますが、ＦＡＸ、メールが届かない場

合が時々あります。番号やアドレスが変更になった場合は

ぜひ事務局までご連絡下さい。 

●家族会員と学生会員● 

～新規会員募集～ 

 

定款の変更により家族会員（正会員の家族）と学生会員 

（高校生以上）の区分が加わりました。 

         入会金   年会費   帽子代 

・家族会員  ：    500       1,500    500 

・学生会員  ：    500       1,000    500 

（1）申し込み方法 

入会申込書に必要事項を記入のうえ、事務局宛に 

メール又は FAX で申し込んで下さい。 

 (2) 事務局から会員区分に応じた会費の振込用紙を送付

します。 

 (3) 会員区分に応じた会費を振り込んで下さい。 

   さらに会員証貼付用の写真(2.5cm×3cm で胸から

上)をメール又は郵送にて 

   送って下さい。(写真はデジカメ撮影で良いです) 

 (4) 事務局から会員番号連絡及び会員証と帽子を送付し

ます。 

不明な点は事務局へ 

（5）紹介してくれた会員には１０００円のクオカード進呈

いたします。 

★☆☆☆☆☆協 賛 団 体☆☆☆☆☆★         

いつもご協力いただきありがとうございます  

 

 

  

     

 

                                

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

     

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 

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。 

 

 

 

〒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 

 

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