
特定非営利活動法人日本ビーチ文化振興協会

第9回ビーチライフin新潟（新潟県新潟市日和山浜海岸）



ごあいさつ

NPO法人日本ビーチ文化振興協会の活動にご賛同いただき、誠にありがとうございま
す。
皆様のおかげをもちまして、2015年事業も滞りなく実施することができました。常日
頃よりご指導、ご協力を頂いている皆様と共に活動ができている賜物と、重ねて御礼
申し上げます。

さて、弊協会も設立より14年目を迎えました。前理事長 瀬戸山から受け継いで実
施しております「ビーチライフ」も、茨城県ひたちなか市、大分県別府市、新潟県新
潟市、と継続して開催しております。毎年、私たちを快くお迎えいただき、地元の
方々と一緒にビーチの楽しさを啓発できていることに感謝しております。
加えて昨年は、新たに京都府京丹後市、大阪府貝塚市、茨城県鹿嶋市でビーチス

ポーツフェスティバル、ビーチラン、シンポジウムなどの新規の事業を協働で実施さ
せて頂くこともでき、これまでの協会活動に対する認識が広がり始めたと思っており
ます。
まさにビーチネットワークが拡大している事を実感し、我々が目指す健康的で活発な
誰もが憩える新たなビーチ文化を、その時節に合わせた形で今後も提案、提言できれ
ばと考えている次第です。

また、新たな動きも始まりました。
京丹後市中山市長が発起人となり、「日本一美しく豊かな砂浜海岸まち協議会」が発
足し、海岸線を持つ自治体とのネットワークが構築されました。これは、情報共有、
意見交換などを通じて、ビーチ資源を積極的に活用するとともにビーチの価値向上に
資する取り組みを行うことを目的としたもので、今後はこの協議会からビーチの魅力
を国内外に発信し、世界のビーチが一つの輪で結ばれることにつながっていけばとの
思いで、積極的に広報していく所存でおります。

さらに、新たにビーチスポーツ団体のネットワークを構築し、ビーチゲームズ誘致
を加速させて参りたいと思います。一昨年にスタートした「ビーチゲームズ日本招致
推進プロジェクト」ですが、お台場でのビーチスポーツフェスティバル開催と合わせ
て、昨年度「ビーチゲームズ勉強会」を開催いたしました。
ビーチスポーツ全般への理解を皆で深め、関係する仲間を増やし、スポーツ界ではな
かなか見られない横のつながりを持って団結していきたいと思っております。
今年はリオデジャネイロオリンピック・パラリンピック、そして2020年の東京オリン
ピック・パラリンピックと、日本ではスポーツへの注目が高まる年になります。
私たちとしても、ビーチスポーツ分野の活性化に尽力し、目指すは我々の理念でもあ
ります、日本らしいビーチ文化の発展に寄与できればと思っております。

今年1月に、遊佐雅美理事が副理事長に就任しました。
これからのビーチは、スポーツ利用と併せて、遊佐の専門でもある海辺の安全・救命
の啓発活動についても実施して参る所存です。
2016年も、ビーチではだしになって皆様とお会いすることを楽しみにしております。
今年も幣協会へのご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

理事長 朝日健太郎



【ご協賛企業様】※五十音順

一般社団法人
ウォーターフロント協会

一般財団法人

みやざき公園協会
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実行委員会
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【団体賛助会員】※五十音順

2015年ご協賛企業・団体賛助会員様
誠にありがとうございました
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1. ビーチゲームズ日本招致推進プロジェクト
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◇ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2015

【目 的】
「ビーチゲームズ日本招致推進プロジェクト」啓発活動の一環で、幅広くワールド・アジアビーチゲームズをご
理解いただくため、イベントを通してビーチスポーツの価値を向上させ、また、各競技団体とのネットワーク構
築を図ることを目的としています。
また青少年育成、健康的なビーチの活用として全国へ啓発することを目指します。
【日 程】 2015年5月3日（日）～5日（火・祝）
【会 場】 お台場海浜公園 おだいばビーチ（東京都港区）
【主 催】 NPO法人日本ビーチ文化振興協会
【主 幹】 ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2015実行委員会
【共 催】 一般財団法人みなと総合研究財団、臨海副都心まちづくり協議会、

東京臨海副都心グループ（株式会社東京臨海ホールディングス、東京港埠頭株式会社、
株式会社東京テレポートセンター）

【後 援】 国土交通省、観光庁、環境省、東京都、駐日ジャマイカ大使館、株式会社産業経済新聞社
【協 賛】 東洋建設株式会社、東亜建設工業株式会社、みらい建設工業株式会社、

若築建設株式会社、モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社、株式会社フラックス、
株式会社エム・トゥ・エム、有限会社メネフネウォータージャパン、京浜急行電鉄株式会社、
ホテル グランパシフィック LE DAIBA、全日本空輸株式会社、株式会社オー・エフ、
東京スポーツ・レクリエーション専門学校、日建リース工業株式会社、株式会社シーワン

【助 成】 独立行政法人日本スポーツ振興センター
【協 力】 株式会社フジテレビジョン
【協力団体】 日本ビーチバレーボール連盟、特定非営利活動法人日本ライフセービング協会、

公益財団法人日本水泳連盟、公益社団法人日本トライアスロン連合、
日本学生トライアスロン連合、日本ハンドボールリーグ機構、日本ビーチ相撲連盟、
一般社団法人日本ビーチテニス連盟、一般社団法人日本ウェイクボード協会、
一般社団法人日本スタンドアップパドルボード協会、日本大学理工学部海洋建築工学科
日本ビーチフィットネス協会、一般社団法人川崎ビーチスポーツクラブ、
Cheerleading Team Graces、一般社団法人日本フレスコボール協会、
世界ビーチベースボール協会 （順不同）

【入場者数】 3日間延べ60,000人
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【プログラム・会場MAP】
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【印刷制作物】

－チラシ－ －ポスター－

－電車中吊りポスター－

【広告媒体】

・産経新聞掲載 （掲載日：4月23日（木）、4月29日（水）、5月4日（月））
・東京シーサイドストーリー4月号掲載
・京急電鉄京急線車両中吊りポスター
（1640部、エリア：泉岳寺～三崎口、泉岳寺～羽田空港国内線ターミナル）
・京急電鉄京急線駅構内ポスター掲載（72部）
・まっぷる「家族でおでかけ春＆ゴールデンウィーク」春号掲載
・ヴィーナスフォート「ハワイアンフェスティバル」
・「ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2015」公式ホームページ
・ポスター、チラシの配布
（配布エリア：ヴィーナスフォート、ダイバーシティー東京、アクアシティー、デックス東京ビーチ、
水上バス（お台場、日の出桟橋、浅草）お台場海浜公園周辺、関係各所
・フジテレビ国際開発局国際部
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【掲載記事】

－東京シーサイドストーリー4月号－

－まっぷる 家族でおでかけ春＆G.W. 春号－
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－4月23日（木）産経新聞－ －4月29日（水）産経新聞－

－5月4日（月）産経新聞－
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【品川区ホームページ しながわ写真ニュース】
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【フジテレビ 国際開発局国際部Facebook】
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【フジテレビ 国際開発局国際部Facebook】
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【フジテレビ 国際開発局国際部Facebook】
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【ご参考】ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2015掲載

メディア ジャンル 媒体 放送・掲載予定日

株式会社昭文社 雑誌 まっぷる「家族でおでかけ春＆G.W.」 3月12日

株式会社産業経済新聞社 新聞 産経新聞 4月23日、4月29日、5月4日

株式会社産業経済新聞社 情報誌 TOKYO SEASIDE STORY 4月号

株式会社ニッポン放送 ラジオ 『望月理恵 上柳昌彦 金曜ブラボー。』 5月1日

J-wave ラジオ SURF & CARAVAN 5月2日

株式会社フジテレビジョン TV すぽると！ 5月3日

株式会社フジテレビジョン WEB フジテレビ国際開発局Facebook 5月3日、4日、5日

株式会社スポーツイベント WEB スポーツイベント・ハンドボールブログ 5月4日

ブラザー工業株式会社 WEB ルッキュ 5月4日～

品川区 WEB 品川区ホームページ「しながわ写真ニュース」 5月5日

お台場観光局 WEB お台場観光局 5月6日

LINE株式会社 WEB livedoor NEWS 5月6日

株式会社フジ・メディア・テクノロジー TV BSフジバレーボールチャンネル 5月15日

ケーブルテレビ品川 TV 品川区週間ニュース 5月23日～

株式会社TBSテレビ TV バース・デイ 6月13日

日本文化出版株式会社 雑誌 月刊バレーボール 6月15日

株式会社日本写真企画 雑誌 月刊フォトコン 6月20日

株式会社福島映像企画 TV 福島テレビ「きみこそみらい」 6月27日

ビーチバレースタイル 雑誌 ビーチバレースタイル 6月30日

株式会社双葉社 雑誌 週刊大衆 7月13日

東京スポーツレクリエーション専門学校 情報誌 校内情報誌 今後掲載予定

株式会社TBSテレビ TV グランドスラム横浜大会 未定
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【写真】

オープニングアクト ＲＩＮＡ

プロライダーによる
ウェイクボードデモンストレーション
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ビーチゲームズ日本招致推進プロジェクト ナビゲーター
浅尾美和、朝日健太郎（NPO法人日本ビーチ文化振興協会 理事長）

開会式

ライフセービングデモンストレーション
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オーシャンマン/オーシャンウーマンビーチバレーボール

ビーチフラッグス オープンウォータースイミング

アクアスロン ビーチハンドボール

ウェイクボード フレスコボール
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ビーチテニスビーチベースボール

ビーチバレーボールスクール ビーチフラッグススクール

ジュニアライフセービング環境教室 ビーチフィットネス

ビーチ相撲 スタンドアップパドルボード
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海辺図書館ビーチチアリーディング

ステージイベント 販売ブース

ビーチゲームズ日本招致推進プロジェクト のぼり メイン看板



2. 日本全国縦断海辺活動推進プロジェクト「ビーチライフ®」イベント
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◇第9回ビーチライフ®in新潟

【日 時】 2015年7月26日（日） 9:30～16:00

【天 候】 晴れ（最高気温32.5℃、最低気温28.2℃）

【会 場】 日和山浜海水浴場（新潟県新潟市）

【主 催】 第9回ビーチライフin新潟実行委員会

【共 催】 NPO法人日本ビーチ文化振興協会

【後 援】 国土交通省北陸整備局新潟港湾・空港整備事務所、新潟県新潟地域振興局新潟港湾事務所、
新潟市、一般財団法人みなと総合研究財団、一般社団法人新潟県サッカー協会、
新潟市バレーボール協会、FM PORT79.0

【周辺動員数】 4,000人

【プログラム】
＜同時開催＞
・ECOビル弁天プラザビル杯第8回ビーチバー4人制オープン大会・・・274名
・FM PORT MID SUMMER FESTAビーチサッカー大会・・・350名
＜一般参加型イベント＞
・ビーチフィットネス
・ビーチ相撲
・ビーチフラッグス
・ビーサン跳ばし
・水上バイク操船体験
・モーターボート操船体験
・トーイングチューブ体験
・アサリ採り
・貝殻の工作
・宝さがし
・ビーチクリーン
・ビーチテニス

【参加人数】
・ビーチバレー4人制オープン大会・・・274名
・ビーチサッカー大会・・・350名
・ビーチフィットネス・・・1回目50人/2回目30人
・ビーチフラッグス・・・・1回目60人/2回目70人
・ビーサン跳ばし・・・・・1回目60人/2回目70人
・ビーチ相撲・・・・・・・・・1回目30人/2回目30人

20

＜ステージイベント＞
・万代太鼓
・沼垂木遣
・恵比寿舞
・大黒舞
・澤井里奈ミニコンサート
・フラダンス
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【チラシ】
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【写真】

豊龍会による万代太鼓ビーチクリーン

ビーサン跳ばしビーチフィットネス

ビーチ相撲ビーチフラッグス

ビーチサッカービーチバレー大会



◇第3回ビーチライフ®in柏崎

【日 時】 2015年8月22日（土） 9:00～15:30

【天 候】 雨のち曇り（最高気温29.0℃、最低気温22.8℃）

【会 場】 鯨波海岸（新潟県柏崎市）

【主 催】 ＮＰＯ法人日本ビーチ文化振興協会柏崎支部

【共 催】 ＮＰＯ法人日本ビーチ文化振興協会

【協 力】 柏崎ライフセービング、小竹屋旅館、柏崎市レクリエーション協会、
新潟県ビーチバレーボール連盟

【周辺動員数】 60名

【プログラム】
・海の運動会
・シーカヤック
・ビーチバレー
・ライフセービング体験

【チラシ】
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ビーチ玉入れ ビーチフラッグス

ビーチドッジボール ばらんすもう

小竹旅館にてお昼ご飯を食べながら
表彰式、閉会式を行いました

集合写真

【写真】



◇ビーチライフ®ふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦2015

【日 時】 2015年9月27日（日） 9：00～16：00

【会 場】 阿字ヶ浦海岸（茨城県ひたちなか市）

【天 候】 雨のち曇り（最高気温23.3℃、最低気温17.2℃）

【主 催】 阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会

【後援・協力】
ひたちなか市・市教育委員会・ひたちなか商工会議所（青年部）・NPO法人日本ビーチ文化振興協会
ビーサン協会・阿字ヶ浦自治会・磯崎自治会・観光協会阿字ヶ浦支部・阿字ヶ浦旅館組合
阿字ヶ浦第一旅館組合・阿字ヶ浦観光海の家組合・阿字ヶ浦北浜田海の家組合・阿字ヶ浦子供会連合
茨城県バレーボール協会・ビーチバレー連盟・iBC（順不同）

【総動員数】 1,850人

【参加者数】
・ビーサン跳ばし 80人
・ビーチフラッグス 60人
・ビーチ相撲 100人
・ちびっこ運動会 100人

【ちびっこ運動会】
○赤組
チームリーダー：朝日 健太郎（NPO法人日本ビーチ文化振興協会）

チーム数：15名
○白組
チームリーダー：田辺 稔（ひたちなか市役所 職員）

チーム数：15名
○青組
チームリーダー：遊佐 雅美（NPO法人日本ビーチ文化振興協会）

チーム数：15名
○黄組
チームリーダー：国井 純（ひたちなか市役所 職員）

チーム数：15名

＜競技種目＞・・・ビーチ綱引き、ビーチドッジボール、麻袋リレー、台風の目
＜結 果＞・・・1位：黄組 360点、2位：赤組 300点、3位：白組 220点、4位：青組 220点
優勝チームには、ノートとエンピツをプレゼントしました。

【阿字LOVEカップ】
参加チーム数： 16チーム（参加者数 96 名）
決勝リーグ：1位 よんぎょん 、2位 はなぢ 、3位 B.B

上位3チームには、ドリンク、さつまいも、スポーツグッズおよびアウトドアグッズなどがプレゼントされました。
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【チラシ】 【タイムテーブル】

【会場図面】
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【写真】

ビーサン跳ばし ビーチフラッグス

ビーチ相撲 ビーチバレー大会 iBCカップ

ビーチ綱引き ビーチドッジボール

ビーチ綱引き 集合写真
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3. 地域活性化事業
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◇第2回サンセットビーチランin京丹後

【日 時】 2015年6月20日（土）
受付13：00～、 開会式15：00～、
親子・キッズスタート16：00～、10ｋｍ・5ｋｍスタート16：30～
サンセットビーチパーティー18：00～

【天 候】 晴れ（最高気温27.4℃、最低気温19.8℃）

【会 場】 京都府京丹後市夕日ヶ浦海岸

【主 催】 サンセットビーチランin京丹後実行委員会

【主 管】 NPO法人日本ビーチ文化振興協会、ネイチャー日本

【エントリー数】 433名

【サンセットバーベキューパーティ参加数】300名

【周辺動員数】 1,000名

【チラシ】

30
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【新聞掲載記事】

6月21日京都新聞

6月21日毎日新聞
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受付開始

【写真】

開会式

準備体操 ビーチヨガ ゆるキャラビーチラン対決

親子・キッズ2㎞ スタート 5㎞、10㎞スタート

表彰式 サンセットビーチパーティー



◇ビーチスポーツフェスティバルin京丹後2015

【日 時】 2015年7月19日（日） 9:00～16:00 ※7月18日（土）は台風の影響により中止
【天 候】 曇り（最高気温31,4℃、最低気温21,2℃）
【会 場】 京都府京丹後市夕日ヶ浦海岸
【主 催】 ビーチスポーツフェスティバルin京丹後実行委員会
【共 催】 京丹後市、日本一の砂浜海岸づくり実行推進会議
【主 管】 NPO法人日本ビーチ文化振興協会
【協 力】 京都府バレーボール協会、京都府ビーチバレーボール連盟、京丹後市バレーボール協会、

ソルジャーブルーサーフショップ、特定非営利活動法人京都ライフセービング
【周辺動員数】 4,000人
【プログラム体験者数】
・ビーチバレーボール4人制一般大会『朝日健太郎カップ』・・・ 142人
・ビーチフラッグス・・・ 200人
・ビーサン跳ばし・・・ 250人
・ビーチ相撲・・・・・・・ 130人
・海辺図書館・・・・・・ 300人
・スタンドアップパドルボード・・・ 60人
・熱気球搭乗体験・・・ 260人
・ビーチライフトークショー・・・・・ 200人
【同時開催イベント】 HAMA-1グランプリ、海の京都博・ウォータープロジェクションマッピング
【チラシ】
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【掲載記事】
7月20日（月）京都新聞掲載

7月20日（月）朝日新聞掲載
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【写真】

セレモニー 朝日健太郎＆浅尾美和ビーチライフトークショー

ビーチバレー大会『朝日健太郎カップ』 ビーサン跳ばし

ビーチフラッグス ビーチ相撲

海辺図書館 スタンドアップパドル



◇かしまビーチフェスタ2015

【日 時】 2015年8月8日（土）、9日（日）

【天 候】 晴れ（最高気温30℃、最低気温24℃）

【会 場】 平井海水浴場（茨城県鹿嶋市）

【主 催】 かしまビーチフェスタ実行委員会

【プログラム】
・砂の造形体験（8日）
・ビーチサッカークリニック（8日）
・海で遊ぼう！（8日）
・大宝さがし（8日、.9日）
・砂浜を走ろう！ビーチラン（9日）
・ビーチフラッグス体験（9日）
・しらす漁見学・乗船ツアー（9日）
・栽培漁業センター一般公開（9日）
・ザ･オーシャンズ ライブ（8日、9日）
・同時開催 アントラーズカップ2015かしまビーチサッカー大会

【チラシ】
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【写真】

開会式 ストレッチ体操

スタート ビーチランの様子

ビーチランの様子 ゴール

子ども達も一生懸命走りました笑顔で走り切りました



◇別府ポートフェスタ2015～別府市長杯ビーチバレーボール九州大会～

【日 時】 2015年8月22日（土） 9:00～16:00
【天 候】 晴れ（最高気温32.3℃、最低気温25,9℃）
【会 場】 餅ヶ浜里浜ビーチ（大分県別府市）
【主 催】 別府国際観光港みなとまちづくり協議会
【共 催】 大分県、別府市、（社）別府市観光協会、別府青年会議所、別府中央商工連合会、

別府市新港餅ヶ浜自治会、（公財）日本釣り振興会大分県支部、
NPO法人日本ビーチ文化振興協会

【協 賛】 (株)フェリーさんふらわあ、(株)宇和島運輸交通社、アサヒビール株式会社、キリン株式会社、
ペプシコーラ、伊藤園、アルシェ

【後 援】 国土交通省九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所、大分合同新聞社、NHK大分放送局、
OBS大分放送、TOSテレビ大分、OAB大分毎日放送、CTBメディア、eyan

【協 力】 大分県バレーボール協会、大分県ビーチバレー連盟、別府市バレーボール協会、
BEPPU PROJEC、BEACH HOUSE PROJECT2012

【周辺動員数】 8,500人
【別府市長杯ビーチバレーボール九州大会エントリー数】 101チーム（620名）
【プログラム】
・別府市長杯ビーチバレーボール九州大会
・ビーチ相撲
・ビーチdeアームレスリング
・つかもうぜ！！生きている魚大会
・シャボン玉大会
・宝探し
・「さんふらわあ号」乗船見学会
・「メモリアル号」体験クルージング
・ヒストリックカー
・べっぷ屋台村
【チラシ】
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【写真】

さかな釣り大会

宝探し

ビーチバレー受付 開会式

エキスパートクラス ビギナークラス

ビーチフラッグス

つかもうぜ！！生きている魚大会



◇貝塚二色の浜ビーチ＆パークラン2015

【開催日】 2015年11月22日（日）9:30～受付開始、10:00～開会式
【会 場】 大阪府営二色の浜公園（大阪府貝塚市）
【天 候】 曇り（最高気温18.8℃、最低気温11.9℃）
【主 催】 貝塚二色の浜ビーチ＆パークラン実行委員会

（貝塚市、貝塚市教育委員会、貝塚市観光協会、貝塚市体育協会、貝塚市陸上競技協会、
NPO法人日本ビーチ文化振興協会、ネイチャー日本）

【協 賛】 大阪信用金庫、貝塚商工会議所、貝塚市商店連合会、貝塚市内郵便局、株式会社明治、
パナソニック株式会社、国華園、虹の湯二色の浜店

【協賛・協力】 貝塚商工会議所青年部
【協 力】 貝塚青年会議所、防衛省自衛隊大阪地方協力本部、NPO法人ドゥールース、

一般社団法人日本競輪選手会大阪支部

【大会役員】 会長 藤原 龍男（貝塚市長）
役員 波多野 真樹（貝塚市副市長）
役員 上岡 兼千代（貝塚市観光協会会長）
役員 宇野 榮郎（貝塚市体育協会会長）
役員 寺田 伸司（貝塚市陸上競技協会会長）
役員 西 敏明（貝塚市教育長）
役員 朝日 健太郎（NPO法人日本ビーチ文化振興協会）

【実行委員会】 高橋 利夫（貝塚市都市整備部部長）
前田 浩一（貝塚市教育部長）
上岡 兼千代（貝塚市観光協会会長）
宇野 榮郎（貝塚市体育協会会長）
寺田 伸司（貝塚市陸上競技協会会長）
吉澤 裕子（NPO法人日本ビーチ文化振興協会）
渋谷 英雄（ネイチャー日本）

【エントリー数】 417名
【当日参加者】 372名
【周辺動員数】 1,000人
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種目 参加人数 備考

2㎞キッズ 14

2㎞親子 60

5㎞中学生 4

5㎞高校生 2

5㎞一般 38

10㎞高校生 3

10㎞一般 14

合計 135

スポーツエントリー

種目 参加人数 備考

2㎞キッズ 13 男子11名、女子2名

2㎞親子 34 2人1組　17組

5㎞中学生 0

5㎞高校生 2 女子2名

5㎞一般 23 男子18名、女子5名

10㎞高校生 0

10㎞一般 42 男子34名、女子8名

合計 114

ランネット

種目 参加人数 備考

2㎞キッズ 46 男子34名、女子12名

2㎞親子 15 2人1組　6組、3人1組　1組

5㎞中学生 34 男子27名、女子7名

5㎞高校生 1 男子1名

5㎞一般 53 男子33名、女子20名

10㎞高校生 1 女子1名

10㎞一般 18 男子17名、女子1名

合計 168

FAX

種目 参加人数 備考

5㎞中学生 1

5㎞一般 3 ゲストランナー 遊佐　雅美

10㎞一般 1 ゲストランナー 朝日　健太郎

5

当日



【各種目結果】
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性別 1位（分） 2位（分） 3位（分）
男子 8:28 8:55 9:00
女子 8:44 9:14 9:17

親子 10:37 10:37 10:43
男子 18:19 19:25 19:32
女子 22:25 23:50 24:44
男子 18:23
女子 22:25 22:38 23:53
男子 18:05 19:14 19:40
女子 27:58 28:55 29:17
男子 37:01 38:52 41:26
女子
男子 37:55 39:58 41:06
女子 48:08 55:01 58:27

一般

種　目

2㎞
キッズ

5㎞

中学生

高校生

一般

10㎞
高校生

【各種目景品】

1位 2位 3位 飛び賞7位 飛び賞10位
・ほの字の里ペアお食事券
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

・洋菓子詰合せ（シード）
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

・つげさんマグカップ
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

・ハンバーグセット（夢一喜）
・花束（国華園）

・洋菓子詰合せ（シード）
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

・つげさんタオルハンカチ
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

ポインセチア（国華園） つげぐし

・ハンバーグセット（夢一喜）
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

・つげさんTシャツ
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

・洋菓子詰合せ（シード）
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

・ハム・ウィンナーセット（夢一喜）
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

・洋菓子詰合せ（シード）
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

・つげさんTシャツ
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

・ハムギフトセット（夢一喜）
・活動計量
（パナソニック株式会社）
・花束（国華園）

・水なすの浅漬け（水なす工房）
・活動計量
（パナソニック株式会社）

・みかん
・活動計量
（パナソニック株式会社）

ポインセチア（国華園） つげぐし

・ハム・ウィンナーセット（夢一喜）
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

・洋菓子詰合せ（シード）
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

・つげさんTシャツ
・たこぼうずもなか
（貝塚商工会議所青年部）

男子

・ハムギフトセット（夢一喜）
・シェーバー
（パナソニック株式会社）
・花束（国華園）

・水なすの浅漬け（水なす工房）
・シェーバー
（パナソニック株式会社）

・みかん
・シェーバー
（パナソニック株式会社）

ポインセチア（国華園） つげぐし

女子

・ハムギフトセット（夢一喜）
・ヘアドライヤー
（パナソニック株式会社）
・花束（国華園）

・水なすの浅漬け（水なす工房）
・ヘヤドライヤー
（パナソニック株式会社）

・みかん
・ヘアドライヤー
（パナソニック株式会社）

ポインセチア（国華園） つげぐし

10㎞

一般

2㎞

5㎞

キッズ

親子

中学生

高校生

一般

種　目

高校生



（表） （裏）
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－チラシ－

－ポスター－



【掲載記事】

－ 10月29日 産経新聞掲載－
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－11月5日 大阪日日新聞ウェブ掲載－

－ 11月6日 大阪日日新聞掲載－
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－11月6日 泉州News掲載－

－11月20日 あさひゆめほっと掲載－
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【写真】

受付 開会式

2㎞キッズ・親子の部 5㎞中学生・高校生・一般の部

10㎞高校生・一般の部 表彰式

よさこい 競輪選手に挑戦！素人足自慢対決



◇お台場ビーチバレー2015

【実施日時】 2015年3月29日～12月13日
9:30～18:00（別紙スケジュール参照）

【開催回数】 33大会（プレ大会1回、2人制＆4人制大会29回、2人制大会1回、4人制大会1回、中止1回）
【参加者数】 5,460名
【周辺動員数】 36,300人
【主 催】 NPO法人日本ビーチ文化振興協会
【共 催】 一般財団法人日本スポーツ振興会
【協 賛】 株式会社ドーム、コカ･コーライーストジャパン株式会社
【後 援】 東京都、一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会、

東京臨海副都心グループ（株式会社東京臨海ホールディングス、東京港埠頭株式会社、
株式会社東京テレポートセンター）
東京都ビーチバレーボール連盟

【会 場】 お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）
【大会詳細】
・参加費用： 2人制3,000円／チーム（傷害保険含む）

4人制6,000円／チーム（傷害保険含む）
・エントリー方法： オフィシャルホームページより事前エントリーを受付
・競技内容： 一般参加型のビーチバレー2人制男女・4人制男女ミックス大会を実施
・競技方法： ローカルルールによるラリーポイント制
・表 彰： 優勝から3位まで表彰

【写真】

ビーチバレーネット アンダーアーマースウィングバナー ビーチパラソル

開会式 試合の様子 試合の様子

入賞者にお台場ビーチバレーオリジナルTシャツをプレゼント 集合写真
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◇日本一の砂浜海岸づくり実行推進会議

【目 的】
実行推進会議は、京丹後の美しい砂浜・海岸の環境保全と利活用を図り、様々な人々の協働により年
中にぎわう日本一の浜辺づくりに向けた取り組みを本格的に推進し、もって交流人口の増加と本市の活
性化に資することを目的とする。
【事 業】
実行推進会議は、目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 環境保全と利活用に向けた協議、調整及び普及啓発に関すること。
⑵ 環境保全に関する調査及び取組の推進に関すること。
⑶ 魅力発信イベント等砂浜海岸の利活用の促進に関すること。
⑷ その他目的達成のため必要なこと。
【開催日程】 2015年5月15日（金）、2016年2月8日（月）
【会議写真】
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◇日本一美しく豊かな砂浜海岸のまち協議会

【目 的】
我が国は、四方が海に囲まれ、とても多彩で魅力的な海岸に恵まれています。私たちは、歴史を通じて地域
の住民生活の豊かさと発展を様々に支える交流や生活の場としてこれらの海岸と長く共生をしてきました。
他方で、近年、海岸漂着ゴミをはじめとする海岸保全の課題が広く顕在化し今後とも万全に取組みを進める
ことが欠かせないとともに、特色ある地方創生が全国的に問われている中で、とりわけ砂浜海岸地域において
は、海岸の持つ素晴らしい景観と豊かな自然環境を活かして、観光、リゾートのみならずビーチスポーツや
ビーチ文化など、砂浜としての貴重な場・空間を積極的に活用し多様な活動を展開していくことが、広く地域の
社会的、経済的な活力と個性を末永く育み、また、住民の健康増進を養っていくうえで、ますます重要で意義
の大きいものとなってきています。
加えて、とりわけ、砂浜海岸は、地球環境における海と大地と大気の“接点”として、その豊かさが緻密に凝
縮している自然の豊かさと美しさの象徴であり、ガラス細工のようなはかなさと美しさが調和している地域と地
球の貴重な“宝”であります。
この点からは、現在、地球環境の保全が地球規模で大きく求められる中、季節を問わず一年を通じてそこを
拠点にして多彩な活動を展開していくことにより、自然環境と地球環境のかけがえのない大切さを直接的に体
感するとともに、これにより地球環境の保全への関心とこのための活動が実体感と共に自ずと促されていくこ
ととなり、これらの活動が地球環境の保全に構造的に寄与していく意義は計り知れないものがあります。
このため、このような特色を豊かに有する砂浜海岸をもつ有志の地域が、まず率先して、海岸の環境保全の
ための施策と課題を相互に交換・共有しつつ、海岸を拠点に展開される様々なビーチスポーツ・文化などの活
動を互いに連携して実施・促進していくことにより、相互の関連施策とその効果・効用の一層の向上、発展に
資するとともに、もって、地域の発展と地球環境の保全に貢献する、一年通じてにぎわいのある砂浜海岸づく
りを関係者の皆さん、全国各地の住民の皆さんとともに一層推進していくことを目的とする。

【代表世話役人】 京都府京丹後市 中山 泰市長
【顧 問】 NPO法人日本ビーチ文化振興協会
【参画自治体】 57市区町村
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北海道 島牧村 青森県 平内町
北海道 釧路町 宮城県 七ヶ浜町

秋田県 八峰町
秋田県 由利本荘市

鳥取県 琴浦町
鳥取県 湯梨浜町
鳥取県 岩美町
鳥取県 鳥取市
島根県 隠岐の島町
広島県 坂町 茨城県 東海村
山口県 光市 茨城県 大洗町

茨城県 鹿嶋市
新潟県 胎内市
新潟県 佐渡市
東京都 港区

福岡県 行橋市 石川県 かほく市
長崎県 新上五島町 福井県 高浜町
長崎県 壱岐市 福井県 美浜町
熊本県 玉名市 福井県 小浜市
宮崎県 高鍋町 静岡県 松崎町
鹿児島県 日置市 静岡県 南伊豆町
沖縄県 久米島町 静岡県 牧之原市
沖縄県 南城市 静岡県 下田市

徳島県 阿南市 京都府 舞鶴市 静岡県 焼津市
高知県 黒潮町 京都府 宮津市 静岡県 静岡市
高知県 芸西村 京都府 京丹後市 愛知県 蒲郡市
高知県 須崎市 大阪府 岬町 三重県 御浜町

大阪府 貝塚市 三重県 志摩市
兵庫県 香美町 三重県 熊野市
兵庫県 新温泉町
和歌山県 串本町
和歌山県 那智勝浦町
和歌山県 白浜町
和歌山県 みなべ町
和歌山県 有田市

四国

九州

日本一美しく豊かな砂浜海岸のまち協議会　参画自治体一覧

北海道 東北

関東甲信越

中部

近畿

中国



4. 講演会
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◇「元気な鹿嶋はビーチから」海辺活用シンポジウム

【日 時】 2015年3月8日（日） 午前10時から午前12時30分（受付9時30分）

【天 気】 雨（最高気温 11.3℃、最低気温5.4℃）

【会 場】 大野ふれあいセンター多目的ホール（鹿島市大字津賀）

【主 催】 鹿嶋市

【共 催】 かしまビーチフェスタ実行委員会、（公財）鹿嶋市文化スポーツ振興事業団、

NPO法人鹿嶋市体育協会、NPO法人かしまスポーツクラブ

【後 援】 国土交通省鹿島港湾・空港整備事務所、茨城県

【協 力】 NPO法人日本ビーチ文化振興協会

【協 賛】 鹿嶋市観光協会、鹿嶋市商工会、東亜建設工業株式会社、信幸建設株式会社

【参加者数】 200名（参加料：無料）

【スタッフ数】 40名

【内 容】.

＜基調講演＞

『元気なビーチとは。～各地のビーチ活性化の歩み～』

講師 朝日 健太郎氏／ NPO法人日本ビーチ文化振興協会理事長

＜意見発表＞

『鹿嶋市の海岸への思い』

鹿嶋市長 錦織孝一

＜功労者表彰式＞

功労者表彰（スポーツ関係）

＜パネルディスカッション＞

『鹿嶋の魅力を活かしたこれからの海岸活用』

■コーディネート

朝日健太郎氏

□パネリスト

眞田 仁 氏／国土交通省港湾局海岸・防災課長

飯沼 誠司 氏／ライフセーバー

岡見 正仁 氏／鹿嶋ご当地アイドルプロジェクト代表、オカミ書店三代目、

FMかしまパーソナリティー

原 弘 氏／ＮＰＯ法人鹿嶋市体育協会長

瀬川美枝子氏／日本こどもフィットネス協会公認インストラクター

錦織 孝一 ／鹿嶋市長
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告知及び参加申込み方法は、鹿嶋市公式ホームページ・NPO法人日本ビーチ文化振興協会公式ホームページシ
ンポジウムバナー、 NPO法人日本ビーチ文化振興協会Facebook、ポスター、チラシでの参加受付。

（表） （裏）

－鹿嶋市公式ホームページ－

－募集チラシ－

－NPO法人日本ビーチ文化振興協会Facebook－

－シンポジウムバナー－

シンポジウム募集告知と申込み
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- パンフレット -

（表面）

（中面）
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－3月5日 茨城新聞－

掲載記事
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開会 主催者挨拶 鹿嶋市長 錦織 孝一 氏

基調講演 「元気なビーチとは。～各地のビーチ活性化の歩み～」

功労者表彰（スポーツ関係）
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【写真】

「鹿嶋市への海岸への思い」 発表 鹿嶋市長 錦織 孝一 氏

パネルディスカッション「鹿嶋の魅力を活かしたこれからの海岸活用」



5. 協力事業
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朝日 健太郎 協力事業

◇Vリーグ・サマーフェスティバル

【日 時】 2015年7月4日（土）、5日（日）

【会 場】 お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）

【主 催】 公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）

一般社団法人日本バレーボールリーグ機構（Vリーグ機構）

【主 管】 公益財団法人東京都バレーボール協会、日本ビーチバレーボール連盟

【後 援】 東京都、港区

【協 力】 NPO法人日本ビーチ文化振興協会

【協 賛】 タイトルスポンサー：JRD株式会社

オフィシャルドリンクサプライヤー：サントリービール株式会社

オフィシャルスポンサー：クロックス・ジャパン合同会社

セノー株式会社

株式会社創建築設計事務所

株式会社デサント

株式会社Dream Beauty

株式会社プレナス

【放 送】 ニコニコ動画で生中継

【大会形式】 Vリーグ所属選手による4人制バレーボール大会

【出場予定チーム】 V・プレミアリーグ男子8チーム、V・チャレンジリーグ男子2チーム計10チームより

各チーム4名ずつエントリー

【大会結果】 優勝：堺ブレザーズ、準優勝：ＪＴサンダーズ、3位：東レアローズ

【試合風景】
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◇杉並区事業

＜オリンピアン朝日健太郎と親子でビーチスポーツ教室＞

【日 時】 2015年5月30日 10：00～12：00

【会 場】 お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）

【参加人数】 50名（杉並区在住の親子）

【プログラム】

ビーサン跳ばし大会、ビーチフラッグス大会、ビーチチアダンス、ビーチバレーボール体験

【写 真】

集合写真 ビーサン跳ばし大会 ビーチフラッグス

ビーチチアダンス ビーチバレーボール体験

＜朝日健太郎とenjoy！ビーチバレー＞

【日 時】 2015年10月18日 10：00～12：00

【会 場】 お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）

【参加人数】 22名（杉並区在住）

【写 真】

練習風景 ゲーム風景 集合写真
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◇アンダーアーマー朝日健太郎バレーボールキャンプ

【日 時】 2015年7月28日（火）、29日（水）

【会 場】 お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）

【参加人数】 20名

【チラシ】

【写 真】

集合写真 レシーブ練習

アタック練習 ゲーム
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佐伯 美香 協力事業

◇2015ビーチバレーフェスタｉｎ坂

【日 時】 2015年9月20日（日）

【会 場】 ベイサイドビーチ坂（広島県安芸郡坂町）

【主 催】 ビーチバレーフェスタ実行委員会

【主 管】 広島県ビーチバレー連盟

【写 真】

開会式 ビーチクリーン

大会の様子 ビーチバレークリニック

ビーサン跳ばし
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朝日健太郎・佐伯美香 協力事業

◇鯨カップJrビーチバレーボール大会2015及び津波避難防災学習

【日 時】 2015年11月7日（土）

【会 場】 上川口港ビーチスポーツ（高知県黒潮町）※雨天の為、広場県立大方高等学校体育館に変更

【主 催】 鯨カップJrﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会・上川口港津波避難訓練実行委員会

（黒潮町、高知県、四国地方整備局、黒潮町教育委員会、黒潮町上川口浦区長、

黒潮町上川口浦婦人会長、NPO砂浜美術館）

【目 的】 ジュニアスポーツの振興及びスポーツイベント開催中における津波避難体制の確立を

図り避難訓練を取り入れた内容。併せて、新しく整備された｢上川口港ビーチスポーツ広場｣の

利活用を目的とします。

【掲載記事】



開会式の様子 試合の様子

津波避難防災学習の様子 高知港湾・空港整備事務所
（津波模型、パネルの展示）

【写 真】

【掲載記事】
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6. はだし文化推進啓発事業
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◇健‘ｓ ＢＡＲ

【目 的】

当協会の活動をより多くの方にご理解いただき異業種交流の場を提供し、当協会を中心にビーチの活
用にご理解いただける様、開催しております。

【日 時】 2015年3月11日（水）、6月10日（水）、9月8日（火）、12月8日（火）

【会 場】 プロント茅場町店

【来場者数】 189名

第12回ゲスト 益子克彦様
（エコメイクアップアーティスト）

第11回ゲスト 林真理子様（健康体操マイペース）

第13回ゲスト 高森てつ様（スポーツアンカー） 第14回ゲスト
トークショーゲスト山本隆弘様（元バレーボール日本代表選手）

スペシャルLIVEゲスト山下靖喬様（津軽三味線演奏者）

会場の様子 恒例のジャンケン大会



7. 理事長・理事 活動
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◇朝日健太郎

■イベント

＜東京マラソン2015 朝日健太郎を応援し隊！＞

【日にち】 2015年2月22日（日）

【場 所】 浅草神谷バー前

＜ウォーターフロントコミュニティーフェスティバル in THE TOKYO TOWERS＞

【日にち】 2015年10月17日（土）

【場 所】 （東京都中央区）

＜バレーボール教室＞

【日にち】 2015年9月28日（月）

【場 所】 本郷中学校（東京都豊島区）
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■講演会

＜オリンピアとふれあう会＞

【日にち】 2015年2月9日（月）

【場 所】 青梅市立第四小学校（東京都青梅市）

＜アスリートの話＞

【日にち】 2015年11月9日（月）

【会 場】 アカデミーヒルズ（東京都港区 六本木ヒルズ）

【登壇者】 為末 大 氏、朝日 健太郎

＜日本一美しく豊かな砂浜海岸のまち協議会＞

【日にち】 2015年7月20日（祝月）

【会 場】 京都府京丹後市

＜国土交通省東北地方整備局酒田港湾事務所講演＞

【日にち】 2015年8月25日（火）

【会 場】 酒田港湾事務所
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＜富山視察＞

【日にち】 2016年2月18日（木）

【視察内容】 富山市岩瀬浜視察、岩瀬小学校講和、謝水市海王丸パーク視察

＜富山湾シンポジウム実施予定＞

【日 時】 2016年3月5日（土） 13:30～

【会 場】 北日本新聞ホール（富山県富山市）
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◇遊佐雅美

■柏崎市教育委員会より表彰されました

■柏崎市体育協会より優秀技術者賞を受賞しました
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■柏崎市広報活動「柏崎の魅力総選挙2015春」

柏崎市の魅力を伝える候補者8人による総選挙に遊佐が「柏崎の海の魅力」についてPRしました。
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■講演会

＜日本ライフセービング協会認定資格ベーシック・サーフライフセービング＞

【日にち】 2015年5月23日（土）、24日（日）

【場 所】 新潟県佐渡市

【参加人数】 10名

【実施内容】

①学科：ライフセービング概論、海の知識、応急手当等

②実技：サーフフィットネス、サーフレスキュー等

＜日本ライフセービング協会認定資格ベーシック・サーフライフセービング＞

【日にち】 2015年6月27日（土）、28日（日）

【場 所】 中央海岸（新潟県柏崎市）

【参加人数】 10名

【実施内容】

①学科：ライフセービング概論、海の知識、応急手当等

②実技：サーフフィットネス、サーフレスキュー等

＜ライフセービング授業（翔洋中学校）＞

【実施日】 2015年7月6日（月）

【場 所】 中央海岸（新潟県柏崎市）

【参加者数】 80名（中学1年生）

【目 的】

「海の柏崎」の特性を活かした活動を通して、生命の大切さを学び、水辺の安全に関する技術や知識

を身に付けるとともに、地域を理解し郷土愛を育むことを目的としている。

【実施内容】

① ビーチクリーン活動（10分）

② ライフセービング救助体験（40分）

③ ビーチフラッグス体験
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＜心肺蘇生法講習会（荒浜小学校PTA事業）＞

【日にち】 2015年7月10日（金）

【場 所】 荒浜小学校（新潟県柏崎市）

【参加人数】 70名（PTA保護者）

【実施内容】

①心肺蘇生法講習

・心肺蘇生法の重要性

・レサシアンを用いて人工呼吸・心臓マッサージの実技

②プール監視の仕方レクチャー

＜熊谷高校遠泳実習＞

【日にち】 2015年7月14日（火）～17日（金）

【場 所】 東ノ輪海水浴場（新潟県柏崎市）

【参加人数】 300名（高校1年生）

【実施内容】

①レスキュー機材を用いて生徒の安全を確保

②レスキューデモンストレーション（チューブレスキュー・ボードレスキュー）

＜表町小学校遠泳実習＞

【実施日】 2015年7月23日（木）

【場 所】 東ノ輪海水浴場（新潟県柏崎市）

【参加者数】 40名（小学生）

【実施内容】

レスキュー機材を用いて遠泳をしている生徒の安全を確保

＜なぎさ体験塾＞

【実施日】 2015年8月19日（水）～21日（金） 3泊4日

【場 所】 中央海岸、番神海岸、石地海岸（新潟県柏崎市）

【主 催】 なぎさ体験塾実行委員会

（構成：東村山市・小平市・柏崎市の教育委員会青少年健全育成担当課）

【参加者数】 100名（小学生）
【実施内容】
①ライフセービング救助体験
②ニッパーボード（子供用のボード）を使用し、海の中をパドル体験
③生物観察
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＜かしわざき子どもお仕事体験教室＞

【実施日】 2015年8月23日（日）

【場 所】 文化会館アルフォーレ（新潟県柏崎市）

【主 催】 一般社団法人柏崎青年会議所

【参加者数】 64名（小学生）

【実施内容】

①心肺蘇生法体験（レサシアンを用いて人工呼吸・心臓マッサージの実技）

②海辺の安全紙芝居

③ライフセーバーユニフォーム着用体験

＜着衣泳体験（柏崎小学校）＞

【日にち】 2015年9月2日（水）

【場 所】 柏崎小学校プール（新潟県柏崎市）

【参加人数】 80名（小学6年生）

【実施内容】

① 入水⇒②ウエーデシング⇒③浮身

④浮き具なしで浮身、伏し浮き、クラゲ浮き（完全に脱力したのがクラゲ浮き）

⑤浮き具を使い浮身の練習

⑥他の泳ぎ方

⑦救助の手順

＜救助訓練＞

【実施日】 2015年9月16日（水）～17日（木）

【場 所】 鯨波海水浴場（新潟県柏崎市）

【参加者数】 16日（水）1班 18名、17日（木）2班 15名

【実施内容】

柏崎市消防署とライフケアー柏崎の合同救助訓練

3班に分かれ、ライフセービングで使用するレスキュー機材を用いた救助訓練を体験



8. 新役員紹介
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副会長 吉澤 裕子（前職 副理事長）

副理事長 遊佐 雅美（前職 理事）

この度、副理事長吉澤裕子が副会長に就任し、後任として理事遊佐雅美が副理事長に
就任することとなりました
一意専心 ビーチ文化の発展に全力を尽くし 皆様のご期待に添うよう邁進してまいります



9. 2016年事業計画予定
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2016年事業計画予定 ※日程は変更になる場合もございます。

27 日 お台場ビーチバレー

3 日 お台場ビーチバレー

10 日 お台場ビーチバレー

17 日 お台場ビーチバレー

24 日 お台場ビーチバレー

3 火

4 水

5 木

14 土 お台場ビーチバレー

15 日 お台場ビーチバレー

12 日 お台場ビーチバレー

18 土 京丹後サンセットビーチラン

22 日 鹿嶋シーサイドビーチラン

26 日 お台場ビーチバレー

11 土

12 日

9 土

10 日

23 土 お台場ビーチバレー

24 日 お台場ビーチバレー

30 土 富山ビーチイベント

31 日 第10回ビーチライフin新潟

別府ポートフェスタ2016

第4回ビーチライフin柏崎

お台場ビーチバレー

21 日 お台場ビーチバレー

10 土 お台場ビーチバレー

11 日 お台場ビーチバレー

18 日 ビーチライフふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦2016

15 土 お台場ビーチバレー

16 日 お台場ビーチバレー

29 土 お台場ビーチバレー

30 日 お台場ビーチバレー

お台場ビーチバレー

貝塚二色の浜ビーチ＆パークラン2016

12 土 お台場ビーチバレー

20 日 お台場ビーチバレー

27 日 お台場ビーチバレー

3 土 お台場ビーチバレー

11 日 お台場ビーチバレー

12月

4月

8月

9月

10月

11月

5月

ODAIBAビーチスポーツフェスティバル2016

6月

7月

メッセージアート展2016

6 日

3月

ビーチスポーツフェスティバルｉｎ京丹後2016

20 土



10. 掲載記事
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◇朝日健太郎 掲載記事

【2月1日発行「Spopreスポプレ」】
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【情報誌「港湾 6月号」 平成27年6月】
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【土木学会誌 2015年8月号】
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◇遊佐雅美 掲載記事
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◇NPO法人日本ビーチ文化振興協会 掲載記事
【季刊誌「波となぎさ」 平成27年6月】
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【広報誌「みなと総研」 平成27年10月】
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今シーズンも、皆さまのお越しをはだしでお待ちしております
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