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ＮＰＯ法人かながわ 

第 34 号 

発行日：平成 30 年 1 月 19 日 

日 

 

月１日 

大学訪問だより 

あいにくの雨予報のため、散策は中止となったが、17 人の参加で「ほうとう打ち」を実施。 

京急戸部駅に集合し、近くの杉山神社に参拝して、会場である杉山４丁目町内会館にむかった。 

講師は、これまでの「そば、ラーメン、パスタ」に続いて、会員の大ベテラン村田さん。 

すでに粉や材料の準備が整っている中、早速参加者は、エプロンや三角巾を付け、ほうとう作り 

に取り掛かった。 

まずは、粉に水を入れてこねる作業。種がボールにつかないくらいまでこねるのがまず大変。 

なかなかまとまらない人もいたが、何とかクリア。次に、厚手のビニール袋に入れて、 

平たくなるまで足で踏む。これも、汗ばむくらいの運動量で、一苦労。これを 2 回繰 

り返す。ここまでは人力で頑張ったが、次は、麺裁断機にかけ、ほうとうの完成。裁断 

機からほうとうが出てくると、みんな顔がほころんで、「できたぁ」という喜びで、一気 

に盛り上がった。そのあと、村田さんと助手お二人で野菜などの準備ができて

いる煮汁の中にほうとうを入れ、試食会が始まった。試食というより、おいし

くたっぷりのほうとう汁に皆大満足。麺づくりも 4 回を終え、一段落となった。 

 

次回は、うどん打ちを企画しています。（長谷川 記） 

自主企画「ほうとう打ち」  H29 年 11 月 18 日（土） 於： 杉山４丁目町内会館 

【神奈川大学】 

9 月 22 日（金）に榊原理事、小暮監事、川瀬監事の 3 人で訪問。教育支援センター事務部次長の旭さん、教育支援センター

の藤本さん、学生ボランティア支援室代表の内田さんと意見交換を行った。KSVB リーフレット、バンクニュース、10 周年記

念誌などで、KSVB の事業内容の説明をし、学生の自主企画への参加やボランティア応募を依頼。大学側からは、学生の行動

の優先順位は、授業⇒バイト⇒就活であることや、毎週火曜日に学生ボランティア室で、ミーテングを実施していることなど

の話がある。その中で、また、人間科学部の「斎藤ゆか准教授」にボランティアに関する講演を依頼することは可能だという

話もできた。10 月 3 日（火）に榊原理事が学生さんが主宰するミーティングに参加して、ＫＳＶＢの概要説明やボランティア

参加の要請をした。今後も継続訪問し、ボランティアの案内説明などを行い人間関係を作っていきたい。（榊原 記） 
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【関東学院大学】 

11 月 7 日（火）、長谷川副理事長、藤原事務局、五十嵐事務局 3 人で学生支援室を訪問し、佐藤学生生活課係長、荒井職員

と面談。はじめに KSVB リーフレット、バンクニュースなどを用い KSVB についての説明した後、関東学院大学のボランティ

アの取り組みについて説明をして頂きながら意見交換をしました。 

関東学院大学ではボランティアを専門に管理している部署は無く、ボランティアの窓口は学生支援室で実施しており、ボラン

ティア募集が有った場合はチラシを学生支援室内の掲示板に掲示及びチラシスタンドに置いておくだけのようで特にそれ以上

の対応はしていないようでした。従ってボランティア参加希望学生は、チラシを見て個別に申込みとし、学生支援室は間に入

らないとの事でした。最後に、大学内にスポーツボランティアをしている 10 名ぐらいのサークルが有るようなので KSVB の

資料を渡して頂く事と、学生支援室には多くの学生さんが出入りしていたので今後ボランティア募集を依頼する場合の対応を

お願いしてきた。（五十嵐 記） 

                

Ｈ29 年 9 月 30 日(土) 千葉マラソンフェスタ 

          (主催：(株)グッドスポーツ) 

千葉県千葉市蘇我スポーツ公園内「フクダ電子アリーナ

(フットボール専用グランド)」をスタート、ゴールとする

特設コースで開催された。 KSVB 参加者 5 名。会場へ

は、東京駅から JR 京葉線で約 50 分、JR 蘇我駅から徒歩

で 8 分の「フクダ電子アリーナ」で KSVB の参加者 5 名

と少数でしたが、受付、給水、コース監視等の活動を無

事終了しました。当日は秋とは思えない高い気温の中で

の開催となりランナーは「必死に」、子供たちは「元気い

っぱいで」走っていました。 

 

活動報告 
Ｈ29 年 11 月 11 日(土)  

パークらんマラソン 

in 堀切水辺公園 

   (主催：ビーアシスト(株)) 

東京葛飾区堀切水辺公園内特設コースで開催された大会。  

KSVB 参加者 10 名（応援含む） 

会場は、荒川の河川敷でスカイツリーが目の前に望める「堀

切水辺公園」で景観の良い場所。今回のボランティア活動は

他の大会と重なり、会員だけでは人数が集まらなかったので

「横浜市陸上競技協会」から応援者を KSVB として登録し活

動。天候に恵まれ快晴でしたが、強風の中で風に悩まされな

がらの受付、給水、コース監視、荷物預かりの活動をしまし

た。帰りには主催者から強風の中で大きなアクシデントも無

く無事終了したことに対し、労いの言葉がありました。 

Ｈ29 年 12 月 12 日(火)  

第 5 回ウィークデーマラソン in こどもの国            

(主催：株式会社スリーフィールド) 

休日の大会に参加出来ない人たちの為に開催されるマラソ

ン大会 KSVB 参加者 25 名。KSVB としては、3 回目のボラ

ンティア活動。好天に恵まれ参加された皆さんは、はつらつ

として受付、給水、コース監視、荷物預かりの活動を行って

いました。帰りには、大会の記念タオルと主催者から今後も

継続して参加して欲しいとの言葉を頂き、満足顔で帰宅され

ました。 

【横浜市立大学】 

9 月 11 日（月）浜田理事長、大八木理事、長井理事、五十嵐事務局の４人で訪問。横浜市立大学（YCU）から前もって送付

された、「ボランティア活動依頼書」と参加申込書を元に、横浜市立大学ボランティア支援室のコーディネーター柳本薫さん、 

川上美菜さんと意見交換を行った。YCU では「活動依頼書」を受け取ると学生に展開し、そのあとは学生との個別対応とする。

ボランティア活動の交通費などは学生に渡してよい。ボランティア支援活動は始まったばかりであるが、春秋 2 回ボランティ

ア説明会を実施し、ボランティア活動を後押しするが、ボランティア活動依頼書は随時受け付けている。とのことで、その後

学生との個別のやり取りを少しずつ行っており、ノースドックに一人参加した。（長井 記） 
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ボランティア予定 (H30/2～H30/7案件) 

開催日 イベント名 締 切 

2/3(土) ﾊﾟｰｸらんﾏﾗｿﾝ in 彩湖・道満ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 終了 

2/3(土) 第 5 回ﾁｬﾚﾝｼﾞﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ in こどもの国 終了 

2/3(土) 東京チャレンジマラソン(荒川) 終了 

2/10(土) 第 2 回ﾛｰﾀﾘｰみなとみらいﾁｬﾘﾃｨﾏﾗｿﾝ 終了 

2/11(日) 第 71 回市町村対抗かながわ駅伝 終了 

2/17(土) 千葉季節のめぐみマラソン 終了 

2/24(土) YOKOHAMA ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾌｪｽﾀ＠こどもの国 1/24 

3/2(金) パークらんマラソン in こどもの国(事前) 1/31 

3/3(土) パークらんマラソン in こどもの国 1/31 

3/3(土) 彩の国ハートマラソン 1/26 

3/4(日) 立川シティマラソン 終了 

3/10(土) 浦和競馬場リレーマラソン 2/11 

3/31(土) 多摩川季節のめぐみマラソン 未展開 

4 月初旬 横浜ノースドックさくら Run 依頼待ち 

4/21(土) 第 4 回ふ～てんマラソン 未展開 

6/17(日) NISSAN CAP 神奈川ﾄﾗｲｽﾛﾝ大会 依頼待ち 

7/1(日) 大磯ﾛﾝｸﾞﾋﾞｰﾁ･ﾌｧﾐﾘｰﾄﾗｲｽﾛﾝ大会 依頼待ち 

未定(7 月) 日産スタジアムトライスロン大会 依頼待ち 

 

Ｈ29 年 11 月 4 日(土) 横浜ノースドック FALL Run 

                    (主催：ドリームアシストクラブ) 

米軍施設内での参加選手 1300 名以上と大きな大会。 

春の大会に続き同会場では 3 回目の活動。KSVB 参加者 40 名(応援含む) 

今回は、前回までの活動が評価されて 40 名の依頼。これに対し会員だけでは人数が集まらなかったので 

「横浜市陸上競技協会」、「あひるの会(楽しく走る同好会)」及び「横浜市立大学」からの応援者を KSVB 

として登録し活動。昼食は、米軍兵士が会場内で焼いた美味しい特製ハンバーガーセットでした。 

11/23(木祝) 

 みなとみらいチャレンジマラソン in赤レンガ倉庫 

           (主催：(株)グッドスポーツ) 

雨のち晴れの予報の下で始まったマラソン大会。 

ＫＳＶＢ会員 30名はカッパ着用で冷たい雨に濡れながら

受付、給水、コース監視、荷物預かり等多岐にわたって活

動しました。午後からは予報通り雨が上がり、快晴の下で

活動しました。午後走った方はラッキーでしたが、午前中

走った子供たちは気の毒でした。 

11/3(金祝) YOKOHAMA ランニングフェスタ 

         (主催：(株)グッドスポーツ) 

横浜港大桟橋開業以来初めてのマラソン大会が大桟橋の

下の岸壁で行われました。岸壁ということもあり事故防止

のための細かい制限の中でＫＳＶＢ会員 15名は給水、コー

ス監視、受付、荷物預かり等多岐にわたって活動しました。

選手は総勢 400余名の参加 

でしたが、親子ペアもあり、 

通常入れない場所でのマラ 

ソン大会を皆さん楽しんで 

走っていました。 

Ｈ29 年 10 月 1 日(日)  

第 10 回川崎港トライアスロン in 東扇島 

 (主催：川崎港トライアスロン大会実行委員会) 

神奈川県内大会で最後の依頼のトライアスロン大会。

KSVB 参加者 14 名。会場は、川崎駅からバスで約 30 分の倉

庫地帯にある公園内で東京湾の景観が良い場所。この大会は、 

キッズにも力をいれていて大人顔負けのレース展開をする 

小学低学年もおり、家族の 

応援の多い和やかな大会 

でした。 

 

  

 

 

 

 

 

               

以下のように予定しています。 

多くの会員の皆さんの参加をお待ちしています。 

 

活動報告 

＜トピックス＞ 

協賛団体の株式会社 コロンバン様が 1月 25日、 

22時から、TV東京「カンブリア宮殿」で紹介され

ます。番組内では同社の歴史や活動などが取り上

げられる予定です。ぜひご覧ください！ 
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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  

 

 

 

  

     

 

                                

                             

 

 

                         

 

 

 

 

  

 

 

 

厨房設備 ㈱厨房市場     

代表 田中利幸 

 〒343-0851 

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 水天宮 平沼神社 
宮司  松橋基之 

相鉄線平沼駅（横浜駅より１つ目） 

〒220-0023 横浜市西区平沼2-8-20 

☎ 045-321-8895 

www.hiranuma-suitengu.or.jp/ 

 

 

廣東料理 楽園 

社長 曽 有賢 

（石川町駅から中華街赤門すぐ。 

中華街大通り入り口） 

〒231-0023横浜市中区山下町 154 

☎045-641-9308 

 

セキュリティシステムのパイオニア 

（株）クローバー・ネットワーク・コム 

代表取締役 長原伸介 

〒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.j

p 

     

 

四谷付近では最古の寺院の一つ 

曹洞宗寺院 笹寺（長善寺） 

住職 武村秀夫 

〒160-0004  東京都新宿区四谷 4-4 

☎ 03-3351-2389 

東京三十三観音霊場 16番 

お客様に感動と喜びをお届けしたい 

    株式会社 コロンバン 
代表取締役 社長 小澤俊文 

 

〒150-0001東京都渋谷区神宮前 6-31-19 

☎ 03-3409-2301 
https://www.colombin.co.jp/ 

 

 

事務局便り 

１．ボランティア活動参加申し込み漏れ対策 

ボランティア活動間際になった頃に会員から「ボランティアを申し込んでいたが、何の連絡もない」という問い合わせのメール

や電話が時々あります。対策として、KSVB の締め切り後に申し込んだ会員に対して、主催者に申し込んだ旨の申込みリストをメ

ールまたは FAX で送付します。申し込んだのに KSVB 締め切り後 1 週間経っても申込みリストが届かない場合は事務局に問い合

わせ願います。 

2．事務局当番日(事務所オープン日)一時変更 

今まで事務局の当番日は毎週月、水、金曜日でしたが、今年は秋以降ボランティアの依頼件数が大幅に増えて事務局が対応し切

れなくなったため週３回から４回に増やすことにしました。 

新事務局当番日は毎週月、水、木、金曜日の４回になります。この対応は業務繁忙の H30 年 3 月までとします。  

3．ホームページ編集委員募集 

会員の中でホームページに興味があり、KSVB のホームページ編集をやってみたいという方は、ぜひ事務局までメール、FAX、

電話等でご一報ください。お待ちしております。 

 

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 濵田淑子 
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