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ＮＰＯ法人かながわ 

第 33 号 

発行日：平成 29 年 8 月 15 日 

 

月１日 

会員相互のコミュニケーションを深め、かつ自己啓発に役にたつ講師をお迎えして、今年最初の講演会を開催しま

した。講師は元大洋ホエールズ投手 遠藤一彦氏、テーマは、「スポーツに関わった私の人生」 

 午後６時からスタート。参加人数は２６人と少なかったが、１時間の講演の後、懇親会まで、遠藤一彦氏の真面目

な人柄が顕れ且つ体験された多くの貴重な内容を聞く事が出来て、有意義な講演会であった。懇親会では、サインボ

ール及びサイン色紙のジャンケン大会は盛り上がった。 

 【講演内容の抜粋】 

大学卒業後は東京ガスにも就職しようと思っていた。人事課長から東京ガスに入社すると生涯賃金は１億７千万円

になる。プロ野球選手では契約金２４００万円で年俸３００万円だが怪我をしたら先の保証はないと言われたが、好

きな野球に挑戦する気持ちが強くプロ野球選手を選んだ。東海大学では自分が４年生の時に原辰徳は１年生、大洋ホ

エールズでは５人の監督に仕えた。新人王はとれなかった。江川卓とは年齢は一緒でライバル視していたが恋人のよ

うな存在であった。９年間で８試合対戦し５勝３敗 江川は通算１３５勝で自分は１３４勝。５年連続先発投手（３

勝２敗）。しかし、６年目にアキレス腱を切った。その後無理をしたので３年間は勝ち星が無い。須藤監督から抑え

投手に転向を言われカムバック賞をもらった。その後、肩を痛めてから登板は無く引退となった。 

引退してから、鎌倉市観光協会で専務理事を６年間務めたが、違う分野の人との出会いは貴重な経験。指導者、競争

相手、チーム仲間が居たから今の自分がある。今は子供に野球を月１０日教えているが一番楽しい。スポーツを通じ

て色々な出会いがあった。記憶に残る選手は 長嶋茂雄 王 貞治。  

 

 

 

 

 

＜遠藤一彦氏プロフィール＞ 

1955 年 4 月 19 日生まれ、福島県出身。石川高校卒業（エースで 4 番打者）  

東海大学卒業（投手 通算 28 勝 5 敗） / 横浜大洋ホエールズにドラフト 3 位で入団 / 沢村賞（83 年）  

通算 134 勝 128 敗 / ‘92 年引退 / 横浜 2 軍、1 軍コーチ / 元鎌倉市観光協会専務理事 / 現在、ジャパ

ンアスレティックアカデミーで小中学生を対象に野球の指導を行っている 

                

遠藤一彦氏「講演会」  ２０１7 年 7 月 21 日（金） 於： Seaside Lounge Sala（サラ） 
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平成 29 年度通常総会が開催されました 

平成２９年５月２０日（土）於：横浜市市民活動支援センター（クリーンセンター） 4 階 

 ＫＳＶＢの平成２９年度通常総会を横浜市市民活動支援センター 

（クリーンセンター）で午前１０時００分より開催。会員総数１０５名中委任状 

を含めて９７名の出席を得て、いずれも原案通り承認可決された。 

五十嵐進氏の司会で始まり、濵田淑子理事長の挨拶、そして今回は濵田理事長に 

議長を務めてもらった。議題第１号議案 平成２８年事業報告書報告の件（説明 

；大八木勇夫理事）、第２号議案 平成２８年活動計算書・貸借対照表・財産目録 

承認の件（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２９年事業計画書（案）承認の件、（説明；大八木勇夫理事)、第４号議案 平成２９年活動計算書

（案）承認の件（説明；榊原満理事）をそれぞれ配布資料に基づいて説明。会員の皆さんの活発な質疑が行われた。

長谷川忠信副理事長の挨拶で閉会。その後、有志による懇親会を行った。 

【理事】濵田淑子・長谷川忠信・大八木勇夫・榊原満・長井博行 【監事】小暮健雄・川瀬康子 

事務局 五十嵐進・藤原清喜・桑島 力 

 

                

会員の交流を緊密に行い、ＫＳＶＢの活性化につながるためのＫＳＶＢ情報交換会第一回を開催。今回は、 

鹿嶋健司氏、太田俊二氏、丸田浩明氏、坂本靖幸氏の４名にご参加いただいた。事前に配布したアンケートの設

問に従ってＱ＆Ａスタイルで活発に意見交換が行われた。以下いくつかご紹介。 

◆５月に行われた通常総会の決算資料（活動計算書）は大科目の実績数字のみが記載されていて予算比や前年比

が分からない。今後は面倒と思うが詳細科目について予算比、前年比の増減理由を記載すると良い 

◆ボランティア活動参加者について活動回数に応じたポイント制で年間表彰をしてはどうか？◆会員の増加対策

として定年を控えた人達の開拓をしてはどうか？◆フェイスブックやＳＮＳの活用をしてＫＳＶＢの認知度を高

める◆他の法人（団体）にボランティアの参加申し込みをしていて、当日はＫＳＶＢの帽子を被って参加の会員

がいるが、主催者側はＫＳＶＢからの派遣者と勘違いしていると思われるので、この様な事が無いようにするべ

き◆ＡＥＤの講習会は県・日赤等が実施しているので企画してはどうか などなど。 

 

今回は残念ながら、予定していた女性の会員の都合が悪く不参加となってしまった

ので、次回１０月の第２回にはぜひ参加してもらいたい。１回目のＫＳＶＢ情報交換

会であったが、事前に配布したアンケートに基づいてスムーズに進行が出来、尚且つ

出席してくれた４会員の方々の前向きな意見提言が多く、有意義な情報交換会であっ

た。 

すでに取り組んでいる件もあるが、今後の理事会で、伺った意見の数々について 

実施出来る内容に優先順位付けし実行へ向けて具体化する事が必要と感じた。 

 

【役員出席】理事 濵田淑子・長谷川忠信・大八木勇夫・榊原 満・長井博行 

事務局 五十嵐進・藤原清喜・桑島 力 

ＫＳＶＢ情報交換会（第１回）平成２９年７月１０日（金） 

横浜市市民活動支援センター５階 共同オフィス 
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自主イベント報告 

2017 年 6 月 28 日(水)、自主企画として「防衛大学校見学と浦賀の 

パワースポットを巡る」を小雨の降る中、20 名参加のもとで実施した。 

防衛大学校では広報官のユニークな説明で、予想外の開かれた大学の 

内部を感動しながら見学することができた。その後は階段の多い 

神社巡りで膝の悪い人にはきつい行程でしたが、解散のころには雨も上がり、

楽しいパワースポット巡りでした。 

Ｈ29 年 5 月 27 日(土)  

 柏の葉キャンパスマラソン 2017 

              (主催グッドスポーツ) 

J1 柏レイソルの準ホームの｢柏の葉公園内総合競技場｣

での大会。5 名参加。 

千葉県では初めての活動、移動には東海道線、常磐線、

つくばエクスプレスを乗り継ぎ、駅からはシャトルバ

スで、会場まで約 2 時間で行く事が出来ました。 

当日は絶好のマラソン日和で、参加選手 600 名と小さ

い大会でしたが、各種目とも、トラックを一周してゴ

ールすると言う、あまり経験の出来ない場面に、参加

者、応援者も感激する中での受付、給水活動でした。 

 

Ｈ29 年 7 月 2 日(日)  

ウルトラリレーマラソン相模原ギオン大会 

    (主催グッドスポーツ) 

J2＆なでしこリーグ開催スタジアムでの初めての大

会。8 名参加。参加チームは 40 組と小規模な大会で

したが、4 歳のお嬢さんが力走のファミリーチームや

81ｋｍを 4時間 30分台とハイレベルのチーム活躍な

ど楽しい大会のなか給水、走路監視他の活動でした。 

 

  

Ｈ29 年 6 月 17 日(土)  

 YOKOHAMAシーサイドマラソン 

 (主催グッドスポーツ) 

主催者が横浜海の公園内で開催する初めての大会。15

名参加。 

当日は快晴のなか、参加選手 1100 名と大きい大会で

したが、KSVB のチームワークを発揮し受付、各種給

水、走路監視他の活動を無事終了しました。 

当初ボランティア活動員依頼が 10 名でしたが、直前

になってさらに 5 名増員依頼がありました。KSVB

は会員に再募集をかけて、何とか 5 名を確保し主催者

の要望に答える事ができました。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

Ｈ29 年 4 月 8 日(日) 横浜ノースドックさくら Run 

         (主催ドリームアシストクラブ) 

米軍施設内での大会。 

19 名参加。 

昨年の秋の大会に続き 

同会場では２回目の活動。 

満開の桜の下、参加選手 

1000 名以上と大きな 

大会でしたが、残念ながら 

朝から雨の中での受付、給水活動でした。昼食は、米

軍内業者仕込みの大きなハンバーガーセットでした。 

 

 

  

 

 

 

 

 

               

活動報告 
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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  

 

 

  

     

 

                                

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                                                                                           

 

 

 

                         
上記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。 

 

 

 

ボランティア募集予定（H29/9~H30/3 案件） 

開催日 イベント名 締 切 

9/30(土) 千葉マラソンフェスタ（蘇我） 8/20 

10/1(日) 柏の葉キャンパスマラソン 2017 秋 8/20 

10/8(日) 荒川 30ｋｍマラソンチャレンジ 依頼待ち 

10/21(土) 第 3 回葛飾ふ～てんマラソン 8/20 

10/22(日) スポーツフェスティバル(西湘地区） 9/10(再) 

11/4(土) 横浜ノースドック FALL Run 8/31 

11/11(土) パークらんマラソン in堀切水辺公園 依頼待ち 

11/11(土) 多摩川季節のめぐみマラソン 9/10 

11/21(火) 京急スポーツフェスティバル(八景島) 9/10 

11/25(土) 彩の国マラソン（彩湖・道満） 9/10 

12/3(日) 千葉パークマラソン（青葉の森公園） 依頼待ち 

12/9(土) 品川・大井スポーツの森大会 依頼待ち 

12/12(火) ウィークデーマラソン inこどもの国 9/30 

12/16(土) パークらんマラソン in こどもの国 依頼待ち 

12/17(日) RxL 年忘れ荒川 30ｋチャレンジ 依頼待ち 

1/20(土) ﾊﾟｰｸらんﾏﾗｿﾝ in 国営昭和記念公園 依頼待ち 

1/28(日) ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾌｪｽﾀ in 国営昭和記念公園 依頼待ち 

1/28(日)

～2/1(木) 

第 73 回国民体育大会冬期大会 

アイスホッケー （横浜） 

依頼待ち 

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 依頼待ち 

2/3(土) チャレンジリレーin こどもの国 9/30 

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 依頼待ち 

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

3/3(土) パークらんマラソン in こどもの国 依頼待ち 

3/10(土) 浦和競馬場リレーマラソン 依頼待ち 

3/24(土) 柏の葉春らん Run マラソン 依頼待ち 

厨房設備 ㈱厨房市場     

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） 

横浜市西区平沼2-8-20 

☎ 045-321-8895 

 

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） 

横浜市中区山下町 154 

☎045-641-9308 

 

（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 

     

 

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 

ＫＳＶＢの新しいリーフレ

ットができました。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。 

長善寺（笹寺） 

住職 武村秀夫 

〒160-0004 

 東京都新宿区四谷 4-4 

☎ 03-3351-2389 

 

事務局の駐在は、月・水・金曜日です 

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

