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ＮＰＯ法人かながわ 

第 35 号 

発行日：平成 30 年 6 月 27 日 

日 

 

月１日 

横浜市中区日本大通りの 横浜情報文化センタービルで１４時より開催。会員総数１０８名中出席２８名、委

任状を含めて９６名の出席を得て、いずれも原案通り承認可決されました。 

会員の五十嵐進さんの司会で始まり、濵田淑子理事長の挨拶、議長の濵田淑子理事長のもと、第１号議案 平

成２９年度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２９年度活動計算書・貸借対照表・

財産目録承認の件（説明；榊原満理事）、監査報告（小暮健雄監事）、第３号議案 平成３０年度事業計画書(案)

承認の件（説明；長井博行理事）、第４号議案 平成３０年度活動計算書（案）承認の件（説明；榊原満理事）、

第５号議案 定款一部改正承認の件（説明；榊原満理事）、第６号議案 役員（理事及び監事）の選任承認の件

（説明；濵田淑子理事長）と６議案でした。会員の皆さんの活発な質疑が行われ、長谷川忠信副理事長の挨拶で

閉会。 

総会後は、懇親会をＫＳＶＢへ広告協賛をいただいている中華街の「楽園」で行い和やかな歓談となりました。 

      平成３０年度通常総会開催     平成３０年５月２０日（日）  

於：横浜情報文化センタービル７階大会議室 

＜自主企画＞子供の外遊び「ペンシルバルーン作り」平成 30年 3月 24日（土） 

横浜市民活動サポートセンターで、幼児・小学生とその保護者を対象に 

「ペンシルバルーン作り」を開催。センターの近くの幼稚園、保育園、 

小学校などにチラシを配布。また、商業新聞にも掲載してもらい募集。結果、 

横浜中華保育園からのグループ参加等、子供１２名、大人１３名（役員含む） 

の参加となりました。会員の田中初枝さんの指導のもと、事前研修した役員も助手を務め、初めて作る子供も多

くいたが、みんな熱心に取り組んで上手に出来上がり、楽しくにぎやかな催しとなりました。参加の子供たちか

らは「楽しかった」「かわいくできた」「おもしろかった」との感想があり、 

山ほどの動物バルーンを両手いっぱいに抱え笑顔で帰っていきました。 

また、Ｊ:ＣＯＭの取材を受け、後日放映されました。中区の幼稚園長会 

では、事前説明会を受け入れていただくなど、市から助成を受けない完全 

自主企画事業として、まずまずの成果となりました。  （記 長谷川忠信） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

神奈川大学「ボランティア学習論」授業参加と講演会 
平成 30年 5月 29日（火） 

平成 30 年 2 月 3 日（土） 

第 5 回チャレンジリレーin こどもの国 

(主催：スリーフィールド) 

前日の雪が残る寒い朝、こどもの国多目的広場に集

合し主催者との打合わせ後、各所の持ち場へ向かった。 

開園の時間となり家族連れ、友人達など色々なグル

ープが不安と期待を胸に坂道を登る。開会式セレモニ

ーののち多くのランナー達が、 

マイペースで楽走しフニッシュ。 

走り終え心地よい疲労感を 

抱いて？帰途へ向かうランナー 

を見送り、片付けを終えボランティア活動終了 

となる。 会員１８名参加。     （記 桑島力） 

活動報告 平成 30 年 3 月 10 日(土)  

第２回浦和競馬場リレーマラソン 

(主催：ビーアシスト(株)) 

競馬場での駅伝大会ということで KSVB から遠距離

にも関わらず１０名が参加した。前日までの雨が嘘のよ

うに当日は晴れたもののダートコースだったため、選手

はぬかるみの中を疾走していました。スタートは本物の

ゲートを使用したため、選手は興味津々で１周 1.2 キロ

のコースをタスキをつないでフル、ハーフの距離を走っ

ていました。来年も開催するそうなので興味の 

ある方はぜひ 

ボランティアにご参加を！   

 

（記 長井博行） 

 

KSVB 会員数の拡大及び KSVB 活動の質向上を目的に、神奈川大学人間工学部の齋藤ゆか教授のご厚意によりボ

ランティアに関しての授業への参加と講演会を実施して頂きました。 

授業は、学生 23 名、KSVB 会員 16 名の参加で始めに濱田理事長から 

の KSVB の紹介説明が有り、次に齋藤教授から「ボランティア活動を 

していての魅力」について KSVB 参加者に、また、「何のボランティア 

活動をしてみたいか」について学生への問いが有りそれぞれ発表が有りました。 

 

その後、学生、KSVB 混在の 8 グループに分かれ「神奈川大学生（若者）のスポーツボランティアが活発になる」

その戦略を提案するワークショップを実施しました。その結果の発表は時間の関係で当日はできませんでしたが、後

でまとめてレポートを頂けることに成りました。学生は、先の教授の問いに対して消極的だとの印象でしたが、ワー

クショップでは積極的で活発な議論が出来、KSVB としても会員拡大のヒントが得られました。 

昼食後には、齋藤教授から「スポーツボランティアのすすめ ～今更聞けないボランティアのいろは～」のテーマ

で KSVB 参加者への講演会を実施して頂きました。講演は、①ボランティアの意味と特徴、②ボランティア活動の

タイプと種類、③ボランティア活動の現状と課題、④ボランティアを活発にするためには、⑤スポーツボランティア

の未来を展望する。の内容で予定時間をオーバーして熱心にお話をして頂き 

KSVB にとって非常に得るものが有りました。内容に興味のある方は、 

事務局まで問合せ下さい。 

今回の経験を活かし神奈川大学、齋藤ゆか教授とは、今後も 

連携強化に努めていきたいと思います。 （記 五十嵐進） 

≪齋藤ゆか教授 博士（学術）のプロフィール≫ 

川崎市出身、【研究分野】：生涯教育学、ボランティア、NPO 他  

【受賞】：「日本ボランティア学習協会 アレック・ディクソン賞」「日本 NPO 学会 優秀研究他  

【著書】：「ボランタリー活動とプロダクティヴ・エイジング」「シニアボランティアハンドブック」他 

 

 



                                               

                                                  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア募集予定（H30/7~H30/12 案件） 

開催日 イベント名 募集締切 

7/22(日) ビギナーズトライアスロン日産スタジアム 締切 

7/28(土) 人間塩出し昆布マラソン大会 締切 

8/4(土) 全国こどもマラソン 6/30 

9/8(土) パラスポーツフェステバル 2018 未展開 

9/22(土) 立川コスモスマラソン 2018 未展開 

9/24(祝) 千葉マラソンフェスタ 2018 未展開 

9 月(未) 国民体育大会神奈川県選手団結団式 依頼待ち 

9 月(未) 横浜シーサイドトライアスロン大会 依頼待ち 

10/13(土) ＹＯＫＯＨＡＭＡビーチサイドマラソン 未展開 

10/21(日) 川崎港トライアスロン in東扇島 8/31 

10/21(日) かながわスポーツフェステバル in西湘 未展開 

10/21(日) 葛飾ふ～てんマラソン 未展開 

10/27(土) 下水道ふれあいまつり 未展開 

10/28(日) かながわレクリエーション大会 INえびな 未展開 

10/28(日) 横浜マラソン 2018 仮展開中 

11/17(土) パラスポーツフェステバル 2018 未展開 

11/27(火) ウィークデーマラソン inこどもの国 依頼待ち 

12/2(日) 湘南国際マラソン 未展開 

12/16(日) 柏の葉マラソン 依頼待ち 

12/29(金) イヤーエンドマラソン in昭和記念公園 依頼待ち 

平成 30 年 5 月 19 日（土） 

日本を走ろうウルトラマラソン稲毛海岸公園 

(主催：グッドスポーツ)                     

前日は雨で心配だったが、晴天に恵まれ

た。５名でのボランティア活動参加であった

が、給水・給食のエイドステーションを任さ

れた。長丁場（７０㎞・５０㎞マラソン）公

園内の周回コースである。 

給食は盛りだくさんでランナー達の笑顔

でお腹は満足で有ったと思われる。給水では、

各自マイカップを持参して頂く制度は実にエ

コロジーで 

有り資源削減となり感慨 

深く主催者側の配慮に 

賛同した。今後も何処か 

のマラソン大会等で、 

マイカップ制度を採用 

したいものです。 

（記 桑島力） 

平成 30 年 4 月 21 日(土) アモーレ・ミオ・ラン  

(主催：ドリームアシストクラブ) 

日本国内最大級のイタリアン・フェスティバ

ル「ITARIA AMORE MIO!」。今年はそのイベ

ントの中で「リレーマラソン大会」が初開催。

KSVB 参加者 11 名。 

マラソン会場は、天王洲アイルの特設コースで

我々の最初の仕事は、400 個の風船膨らませ作

業でしたが、その風船等によりいつもとは違う

華やかな会場で仲間と楽しく走る大会でした。

ゲストは、2017 年大阪マラソン優勝の木下裕

美子さんでした。アフターは、本場イタリアの

雰囲気を大いに満喫して我々も楽しんで来ま

した。         （記 五十嵐進） 

  

 

 

 

 

 

               

平成 30 年 4 月 21 日(土)    第 4 回 葛飾ふ～てんマラソン          (主催：(株)グットスポーツ) 

京成堀切菖蒲園駅から徒歩１５分の荒川河川敷堀切水辺公園での 1100 名参加の大会。昨年秋の大会に続き 2 回目

の活動。今回は 10 名の依頼。会員の参加者が少なく人数が集まらなかったので「あひるの会(楽しく走る同好会)」

からの応援者を KSVB として登録し活動。当日は急に気温が高くなり風も強い日だったので、ランナーの皆さんは

辛かった様です。 

MC 担当のマラソンランナーの川内優輝と設楽悠太のそっくりさんが、 

写真撮影にも応じて大会を盛り上げていました。 （記 藤原清喜）  

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。 



★☆☆☆☆☆ 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 

 

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．ボランティア活動上位者へ表彰 

  今年から年度内で１０回参加するごとに 1,000 円のクオカードを贈呈することになりましたので積極的な参加を 

お願いします。 

    贈呈は１０回参加した後のボランティア活動の会場で役員または事務局から手渡します。 

２．個人データ変更時の連絡 

  住所、電話番号、メールアドレス等が変わったら速やかにご連絡願います。 

  連絡が遅れますと事務局からのボランティア情報等が正しく伝わらなくなったり、 

ボランティア活動における緊急連絡等がお互い出来なくなったりして主催者に 

ご迷惑をお掛けする場合があります。 

３．KSVB会員募集 

  KSVB は会員の募集を行っております。家族、親戚、友人等でボランティアをやってみたい 

という方がおられましたらぜひお誘い下さい。紹介して下さった方にはお礼として 

1,000 円のクオカードを贈呈しています。会員になる前の体験活動も出来ますので、ぜひ事務局へご一報ください。以上 

                                                      

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 
<Twitter URL>https://twitter.com/KSVB2003 <Facebook URL>https://www.facebook.com/ksvb2006/ 

 

発行責任者 ＫＳＶＢ 理事長 濵田淑子 

 

 

２種類のフラッグができました 

 

フラッグはボランティア活動の時に使用。 

紺とオレンジがあります。 

予告！ 

11/3（土）11：00～、波止

場会館サラにて、コロンバ

ンの社長小澤俊文様の講演

を予定しています。詳細は

後日お知らせいたします。 

 

http://www.cyubo-ichiba.com/
https://tesshow.jp/tokyo33_index.html
mailto:ksvb@samba.ocn.ne.jp
http://ksvb.jimdo.com/
https://twitter.com/KSVB2003
https://www.facebook.com/ksvb2006/

