
ニュース 

社員の可能性を信じる～コロンバン挑戦の軌跡～ 

というテーマでお話しいただいた。小澤 俊文氏は三和銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）から全く畑違

いの洋菓子メーカー株式会社コロンバンに入社。2006 年に代表取締役社長就任後は、経営が悪化していたコロ

ンバンを『原宿ロール』や『原宿焼きショコラ』、大学の校章入りクッキーなどの数々のヒット商品を生み出し

て見事復活させた凄腕の経営者。 

 

社長就任時には、店舗数 36 店舗（最大時 170 店舗）、従業員数 340 名（最大時 1,000 名）に落ち込んでいた。

再生、改革に着手する際にまず取り組んだのが、現状分析だったとのこと。改善すべき 340 項目をリストアップ

し、再建計画を策定。スケジュール化し、次々と改善策を打ち出して実行に移していった。 

 

洋菓子については全くの素人だった小澤社長、当然、従業員からの反発も激しく、 

工場の劣化もある中、多くの難題をクリアしながら、再建に成功。その時役に立っ 

たのが、銀行時代の、築地支店副支店長としての 5 年間の様々な経験だという。 

  

また、環境貢献の一環として、原宿本店屋上での養蜂プロジェクトを 

立ち上げたり、収益金の一部を認定 NPO 法人「世界の子供たちにワクチンを 

日本委員会（JCV）」に寄贈するなど、社会貢献にも尽力されている。 

 小澤社長の情熱がしっかりと伝わってくるお話が皆さんの心に響いたの 

ではないかと思う。講演会後の懇親会にも参加していただき、実りの多い 

会となり、お土産の焼き菓子のフールセックを手に解散となった。 

（参加者 25 名）   (記 濵田淑子) 
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日 

 

月１日 
      「講演会」＆「懇親会」開催  平成３０年 11 月 03 日（土祝） 

       株式会社コロンバン代表取締役社長 小澤 俊文氏 

                              於：Seaside Lounge Sala（サラ）～波止場会館１階 

２０１８年度第一回情報交換会 

会員からのいろいろな提案を KSVB の事業に反映すべく「2018 年度

第 1 回情報交換会」が横浜市市民活動支援センターで 8 月 20 日(月)、

会員 4 名参加の下で実施された。参加された 4 名全員が過去に事務局等

を経験された方で、KSVB の運営を理解しつつ的確な意見を頂いた。出

された意見は今後理事会で検討して事業に反映する予定です。 

（記 長井博行） 

学校訪問平 

 

★10 月 23 日（火） 

神奈川大学 教育支援センター、学生

ボランティア支援室へ。五十嵐理事、

榊原監事の 2 人で訪問。 

★11 月 30 日（金） 

横浜市立大学 ボランティア支援室

へ。大八木理事、長井理事の 2 人で

訪問。 

 

いずれも KSVB リーフレット、バ

ンクニュース等を持参、今後の活動

継続について意見交換を行った。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

自主企画 「金澤道」（塩の道）＆「うどん打ち」 
平成 30 年 11 月 18 日（日） 

活動報告 

平成 30 年 7 月 8 日(日)  

                   富士登山マラソン大試走会  

(主催：ドリームアシストクラブ) 

マラソン大会の主催者から、 

「富士登山競争の試走会をやるので５、７、８合目で給水のボランティアを２日間やって欲しい」という依頼があ

り、心配ではあったが、好奇心もあり引き受けました。 

当日は生憎の雨でしたが、やってやろうという気持ちで臨みました。 

業務は通過選手のチェック、ジェル等飲み物の支給でした。 

１日目は翌日の好天を祈って７合目の山小屋に宿泊。夜中に天候が回復し、午前 4：30 ごろに見事なご来光を仰

ぐことが出来、この時は引き受けて良かったなと思いました。 

しかし、山の天気は変わりやすく業務開始のころはまた雨が降り出し､降ったり止んだりの一日でした。 

終わってみると楽しい２日間で、来年また依頼があったら受けたいと思ったボランティアでした。  

（記 長井博行） 

 

 

＜当日のコース概況＞ 

9:30 京急金沢八景駅前出発→瀬戸神社→金龍禅寺→金沢藩米倉庫陣屋跡 

→上行寺東遺跡→上行寺→六浦の渡し場→（バスで朝比奈切り通しに向かう） 

→11:45 切り通し走破→12:25（バスでうどん打ち会場に向かう） 

→12:40（うどん打ち会場着）→13:00 うどん打ち開始～試食会→14:50 終了（解散） 

 

過去２年間は雨女・雨男の怨念か？？ウオーキングは残念ながら中止となったが、 

今回は善男善女の雨乞いと神通力により当日は曇り薄日の絶好のウオーキング日和 

だった。会員の意気込みは出発時間３０分前にはほぼ全員が金沢八景駅前に 

集合し、その表情は気合いの入った素敵な笑顔笑顔。 

濵田理事長の爽やかな声で挨拶、長井副理事長から今回の企画は３０３３運動と 

連携しているとの話しが終わり早速スタートした。 

 

ウオーキングのガイド役はお馴染の村田秀雄さんが瀬戸神社を皮切りに各史跡を 

名調子で解説してくれた。今回のウオーキングのトップイベントである朝比奈切り 

通しでは「上りは良い良い下りは怖い」の通りで、下り坂は道路脇から染み出てい 

る水で滑らないよう注意深く一歩一歩足を運び、日頃スポーツで鍛えている KSVB 

の猛者はなんなくクリアしました。 

 

 

うどん打ち講師は麺打ち５回目でお馴染の顔は怖いが腕とお話し上手の村田秀雄さん。 

ボールにうどん粉と食塩水を入れて手で捏ねる→捏ねあがった塊をビニール袋に入れて足で踏みながら延す（２回）

→麺棒で更に延す→延し終わり筒状態にする→包丁で夫々の技術を駆使し好みのうどんの幅にカット（細い・太い・

短い・長い等があるのはご愛嬌） 

夫々４～５人前が完成し１人分を試食用に供出し残りはタッパーに入れてお持ち帰り用です。 

 

スタッフの皆さんがつゆの入った丼ぶりに努力の結晶の「打ち立てうどん」と 

トッピングの「鴨」「葱」を加えた美味しい鴨うどんが完成。 

参加者は日頃鍛えたボランティアの手際よさで机と椅子のセッティングをして 

お腹を空かせてスタンバイ。全員美味しい美味しいを連発し一気にうどんを 

すすっていました。 

秋の深まる中、史跡巡り・ウオーキング・手打ちうどんを楽しみＫＳＶＢらしい 

一日を過ごす事が出来ました。 

このウオーク＆麺打ちシリーズは毎年実施する事で講師の村田秀雄さんに快諾 

して戴き、来年も計画しますので今年不参加の会員の皆さんぜひ参加して下さい。 

 

★参加者：会員１９人（その他に講師１人＋うどん打ちスタッフ４人）            （記 榊原満） 

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。 



Ｈ30 年 10 月 13 日(土)  

第 2 回 YOKOHAMA ビーチサイドマラソン  

(主催：(株)グッドスポーツ) 

    

横浜市金沢区の海の公園内 特設コースで開

催された大会。KSVB 参加者 15 名。 

 前日から荒天が続いておりましたが、チャレン

ジランが始まる頃には雨はすっかりあがり、午

後になると空は嘘のように晴れ上がり、秋晴れ

の中での開催となりました。未就学児のお子様

から、大人の方まで海を横目に走るコースで、

楽しまれていた様子が印象的でした。 

（記 藤原清喜） 

 

       

平成 30 年 11 月 17 日（土） 

かながわパラスポーツフェスタ 2018  

(主催：神奈川県・茅ヶ崎市)  

作業所製品販売、ブラインドサッカー、アーチェリ

ーなどの体験コーナーがあり、 

そのうち、体育センター担当の 

ラダーゲッターと輪投げの二種 

目に KSVB 2 名で対応。  

障害者や、子供連れの家族が参加。 

対応の合間に、体験コーナーで 

実際に体験したが、障害者への支援が必要と感じた。 
（記 長谷川忠信） 

                 

                                               

                                                  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 10 月 28 日（土） 

横浜マラソン    

 (主催：横浜マラソン組織委会)  

 

KSVB会員が４名力走した今年の参加選手は 28,000 人。 

KSVB ボランティア参加者 27 名の業務は折返し南部市場

手前の給水所地点でスポーツドリンクと給食の担当。 

交通規制の時間に成っても一般車両の流れはしばらく続

き、コース上への机設置などをなかなか準備が出来ない状

況で若干イライラしたが、そこは KSVB ベテランの段取り

でトップ集団通過直前には万全の給水・給食体制をとるこ

とが出来た。      

給食は飴とバナナ及びラッキー給食のパワージェルと 

ヨーグルトの担当であったが、バナナ提供については用意

されていたトレー一杯にバナナを切っ 

て準備して待っていたが選手通過の 

ピーク時には供給が間に合わなくて 

一時、バナナを待つ選手を渋滞させて 

忸怩たる思いだった。  

来年リベンジしたいです。 

（記 五十嵐進） 

                    

Ｈ30 年 10 月 7 日(日)  

 第 1 回川崎みなとアクアスロン・エキデン in 東扇島 

 (主催：神奈川トライアスロン大会実行委員会) 

 

川崎市の東扇島東公園開園 10 周年記念事業として開催され

た第 1 回大会。ボランティアは KSVB だけが依頼されました。

参加者 12 名で受付、コース監視、給水、計測補助等多岐にわた

って活動しました。 

当日は風が強いものの晴天に恵まれ、数週間ぶりにすっきり

と活動出来ました。初めての大会の為か、参加人数は少なかっ

たものの小学生低学年、小学生高学年、 

中学生、一般に別れスイムランを、 

一所懸命頑張っていました。 

来年以降も開催するそうですので、 

会員の皆さん、来年も参加を 

宜しくお願いします。 
 

（記 藤原清喜） 

 

 

 

 

 

               

平成 30 年 9 月 30 日（日） 第 9 回横浜シーサイドトライアスロン    (主催：公益財団法人 横浜市体育協会)          

大型で非常に強い、台風 24 号の進路が気掛かりだった当日。 

当日の早朝までシーサイドトライアスロン大会の開催が危ぶまれたが開催され 

ることを確認し、ボランティア活動参加者へ連絡。集合場所では会員の不安と 

安堵の表情がうかがえた。 

雲の合間から薄日が差して来た。アスリート用のかぶり水は不要と思われたが、 

外気温度も上昇し気持ち良さそうに浴びていた。各種目ごとの選手のウェーブを 

声援と給水で励まし男子、女子、児童を見送った。のち、的確な動きで瞬く間に 

片付けを行い分別し作業を終えた。じつに頼もしい KSVB のメンバーでした。 

朝の天候不安が心地良い疲労感と笑顔で解散した。       （記 桑島力）                             

開催日 イベント名 募集締切

12/28(金),29(土) イヤーエンドマラソンin国営昭和記念公園 12/7

12/29(土) RｘL年忘れ荒川30kチャレンジ 12/17

1/4(金),5(土) ニューイヤーマラソンin国営昭和記念公園 12/15

1/11(金),12(土) 柏の葉パークマラソン 12/7

1/18(金),19(土) パークらんマラソンin国営昭和記念公園 12/20

1/19(土) 健康体力フェア2019 12/10

1/25(金),26(土) パークらんマラソンinこどもの国 12/25

1/26(土),27(日) 昭和記念公園deランニングフェスタ 12/7

2/1(金),2(土) パークらんマラソンin彩湖・道満グリーンパーク 12/25

2/2(土) チャレンジリレーマラソンinこどもの国 12/25

2/8(金),9(土) マラソンフェスティバルin国営昭和記念公園 12/25

2/9(土) 彩の国ハートフルマラソン 12/15

2/16(土) 千葉季節のめぐみマラソン 12/25

3/1(金),2(土) YOKOHAMAランニングフェスタ@こどもの国 未展開

3/8(金),9(土) 浦和競馬場リレーマラソン 未展開

3/10(日) 立川シティハーフマラソン 未展開

3/20(金),21(土) さくらマラソンin国営昭和記念公園 未展開

ボランティア募集予定（2018/12～2019/3）

エラー! リンクが正しくありません。 



★☆☆☆☆☆ 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】 

◇ボランティア活動１０回表彰 

今年度から実施の、ボランティア活動 10 回毎表彰は、11 月 27 日までに次の方が達成したので表彰し、 

クオカードを進呈しました。                             (達成順、敬称略) 

会員番号・氏名 会員番号・氏名 会員番号・氏名 会員番号・氏名 会員番号・氏名 

519古本博(2回目の表彰) 500榎隆司 521佐藤大治 513坂口孝信 089鹿嶋健司 

266生田晃隆 531長井信子 499沼沢ますみ 530森本由起子  

◇夢ファンド寄付の報告 

   会員番号 477 大家啓伸さんからＫＳＶＢ指定で横浜市夢ファンドへの寄付が有りました。寄付の用途につきましては、 

理事会で検討して今後の自主活動等で有効に使わせて戴く予定です。 

大家さん、ありがとうございました。 

◇事務所 在勤日の変更   

マラソンシーズンに入り事務局業務が多忙に成ったため、12 月から来年 3 月まで事務局員の在勤日を、 

月、水、金 ⇒ 月、水、木、金 に変更致します。在勤時間は基本 10 時～16 時です。 

◇総会のご案内 （詳細は、近くなったらお知らせいたします。） 

2019 年 5 月 13 日（月） 10：00～12：00 県民活動サポートセンターにて               

                                                      

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 

 

 

 訃報            

会員番号 202利根辰己氏が 9月 24日に他界されまし

た。利根氏には積極的にボランティア活動に参加して戴

きましたので非常に残念です。 

謹んで故人のご冥福をお祈りいたします。 

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/

