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1. イベント概要
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【日 程】 2016年9月18日（土）9:00～16:00

【天 気】 曇りのち雨

【気 温】 最高気温23.0℃、最低気温20.5℃

【会 場】 阿字ヶ浦海岸阿字LOVEビーチ（茨城県ひたちなか市）

【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/市商工会議所（青年部）/阿字ヶ浦自治会/

観光協会阿字ヶ浦支部/阿字ヶ浦観光旅館組合/阿字ヶ浦観光海の家組合/阿字ヶ浦子供会連合/
市観光協会/茨城県バレーボール協会/茨城県バレーボール連盟/iBC/
国土交通省鹿島港湾・空港整備事務所/ビーサン協会/NPO法人日本ビーチ文化振興協会/
五洋建設株式会社・菅原建設株式会社 特定建設工事共同企業体/
五洋建設株式会社・みらい建設工業株式会社 特定建設工事共同企業体/
東洋建設株式会社・株木建設株式会社・りんかい日産建設株式会社 特定建設工事共同企業体/
東亜建設工業株式会社・若築建設株式会社・株式会社本間組 特定建設工事共同企業体

【開催目的】 海水浴時期のみならず、一年を通じてビーチを活用し地域活性化につなげること。

【周辺動員数】 300人

【イベントプログラム】

・iBCカップ(ビーチバレーボール4人制男女混合一般大会)・・・24チーム参加

・ステージイベント

・宝さがし

・ビーチクリーン

・ひたちなかみなとクルーズ乗船体験

（下記プログラムは雨天のため中止）

・はだし運動会

・ビーチ相撲

・ビーサン跳ばし

・ビーチフラッグス

3
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【チラシ】
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◇阿字ヶ浦・磯浜 里浜づくり実行委員会 名簿

黒澤　紳一 阿字ヶ浦自治会長

根本　源一 磯崎自治会長

佐藤　義治 iBC

黒澤　重雄 阿字ヶ浦子ども会長 原科研

川崎　亨 阿字ヶ浦子ども会・PTA会長

大竹　康司 ウィズ

薄井　泰子 阿字ヶ浦観光旅館組合 網本の宿えびのや

川崎　福子 阿字ヶ浦観光旅館組合 旅館日の出荘

黒澤　克明 阿字ヶ浦観光旅館組合 周三旅館

薄井　靖夫 阿字ヶ浦観光旅館組合 よいち旅館

清水　まゆみ 阿字ヶ浦観光旅館組合 清水屋旅館

岡部　友洋 阿字ヶ浦観光旅館組合 浜田館

山形　浩二 阿字ヶ浦観光旅館組合 山形屋

薄井　克泰 海の家組合 とらや旅館

薄井　則宏 マリングッズ組合 シーサイド丸徳

黒沢　弘昌 北浜田海の家組合 マルヒ

顧問 梶山　弘志 衆議院議員

アドバイザー 中嶋　義全 国土交通省関東地方整備局　鹿島港湾事務所所長

鈴木　一成 市議会議員

磯崎　達也 県議会議員

吉澤　裕子 NPO法人日本ビーチ文化振興協会

大内　健寿 市議会議員

事務局 黒澤　広忠 阿字ヶ浦旅館組合 阿字ヶ浦クラブ

阿久津　広 商工会議所 アクティヴ

藤枝　久枝 iBC ibaraki Beachvolley　Club

磯崎　一宏 ひたちなか市観光振興課
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2.広 報
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◇NPO法人日本ビーチ文化振興協会ホームページ
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◇NPO法人日本ビーチ文化振興協会 Facebook



～ 一年を通じて海辺に人が集う環境の創造『ビーチライフ』 のイベント～

9月18日（日）茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦海水浴場で
「ビーチライフふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦2016」を開催します。

平成28年9月13日

NPO法人日本ビーチ文化振興協会

Press Release

NPO法人日本ビーチ文化振興協会（理事長 朝日健太郎 所在地：東京都中央区新川） は、2003年から「海

辺の通年活用による地域活性化」を目的に、ビーチスポーツ大会の実施、ビーチでの健康プログラム構築、そし

てビーチで繋ぐ観光交流など全国の海辺の多目的活用啓発活動を行っております。

ビーチスポーツを通して、人と海辺のかかわりを深め、地域の活性化につながることを目的にした、 「ビーチラ

イフふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦2016」を9月18日（日）に茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦海水浴場（阿字Love

ビーチ）で開催いたします。このイベントは、2005年から開催し、今年で11回目となります。阿字ヶ浦海水浴場は、

美しい海岸線が続き“東洋のナポリ”と言われていましたが、近年、波による浸食が激しく、美しい砂浜が失われ

つつあり、参加者とボランティアによるゴミ拾いなどの環境改善やイベントを通じて美しい海を復興させるイベント

となっています。今後も日本ビーチ文化振興協会は、全国各地の自治体と協力し、ビーチ・マリンスポーツを通し

て 美しいビーチの環境を整え、オールシーズン賑わうビーチ文化を形成することを目指してまいります。

日 時 2016年9月18日（日）9：00～16：00

会 場 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦 阿字ヶ浦海水浴場（阿字LOVEビーチ）

■プログラム

・ビーチ運動会（子供対象）

‐ビーチ綱引き、ビーチドジボール、麻袋リレー、台風の目

・四人制ビーチバレーボール大会 ・ビーチ相撲

・ビーサン跳ばし ・ステージイベント

・ひたちなか、みなとクルーズ乗船体験
・ビーチクリーン ・ビーチフラッグス(予定）

「ビーチライフふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦2016」

プレスリリース問い合先
特定非営利活動法人 日本ビーチ文化振興協会 広報部 廣瀬
TEL：03-3552-1171 FAX：03-3552-1220 Ｅ-MAIL : info@jbeach.jp

「海と日本プロジェクト」とは

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、ときに心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪

化などの現状を、子供たちをはじめ全国の人たちが「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、日本

財団と政府の旗振りのもと、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

【後援・協力（予定含む）ひたちなか市/市教育委員会/市商工会議所（青年部）/阿字ヶ浦自治会
/観光協会阿字ヶ浦支部/阿字ヶ浦観光旅館組合/阿字ヶ浦観光海の家組合/阿字ヶ浦子供会連合/市観光協会/茨城県バレーボール協会/
茨城県バレーボール連盟/iBC/国土交通省鹿島港湾・空港整備事務所、ビーサン協会/NPO法人日本ビーチ文化振興協会

◇NPO法人日本ビーチ文化振興協会 プレスリリース

mailto:info@jbeach.jp
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◇ibaraki Beachvolley Club HP 
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◇ひたちなか市 HP 
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日　時： 2016年9月18日（日）9：00～16：00

会　場： 阿字ヶ浦海岸（茨城県ひたちなか市）

主　催： 阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会

プログラム： ビーチバレー4人制大会、ビーチ相撲、ビーサン跳ばし、ビーチフラッグス、ちびっこ運動会、ステージイベント

＜全体スケジュール＞※プログラム時間が変更となる場合があります。

iBCカップ

ビーチバレー4人制大会
ビーサン跳ばし ビーチフラッグス ビーチ相撲 はだし運動会 その他

7:00

8:00

9:00 9:00朝日・岩井会場入り 9:00朝日・岩井会場入り(ﾀｸｼｰ移動)

①9:30ビーチクリーン

10:00 ②10:00～11:30ビーチバレー大会助っ人 10:20D-for

　　・子どもチーム助っ人

11:00 　　・大人チーム助っ人 11:00～宝探し

11:30フラ＆タヒチ

12:00 開会式 ③12:00～開会式登壇 ビーチバレー4人制大会

12:30～ボランティアレク ④12:30ビーチバレー大会挨拶

13:00 ⑤13:00～はだし運動会 13:00～15:00

・赤組チームリーダーをお願いします はだし運動会

14:00

15:00 15:00～15:30 15:15～15:45 15:30～16:00

ビーサン跳ばし ビーチフラッグス ビーチ相撲

16:00

17:00

17:00勝田駅に移動

18:00 17:47勝田発

（ときわ86号　上野行き）

19:00 19:20上野到着

ビーチライフふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦

朝日スケジュール

終了

9:30 開会宣言、ビーチクリーン

12:00～12:30開会式

8:30吉澤・遊佐・

門内・清田会場入り

ステージイベント

プログラム

9月18日（日）

スタッフスケジュール

全体スケジュール

終了後、シャワーを

用意しております

宿泊ホテル テラスイン勝田

〒312-0045 茨城県ひたちなか市勝田中央1-3

JR常磐線勝田駅東口ロータリー横（徒歩0分）

TEL 029-219-7211

日　時： 2016年9月18日（日）9：00～16：00

会　場： 阿字ヶ浦海岸（茨城県ひたちなか市）

主　催： 阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会

プログラム： ビーチバレー4人制大会、ビーチ相撲、ビーサン跳ばし、ビーチフラッグス、ちびっこ運動会、ステージイベント

＜全体スケジュール＞※プログラム時間が変更となる場合があります。

iBCカップ

ビーチバレー4人制大会
ビーサン跳ばし ビーチフラッグス ビーチ相撲 はだし運動会 その他

7:00

8:00

9:00 9:00朝日・岩井会場入り 9:00朝日・岩井会場入り(ﾀｸｼｰ移動)

①9:30ビーチクリーン

10:00 ②10:00～11:30ビーチバレー大会助っ人 10:20D-for

　　・子どもチーム助っ人

11:00 　　・大人チーム助っ人 11:00～宝探し

11:30フラ＆タヒチ

12:00 開会式 ③12:00～開会式登壇 ビーチバレー4人制大会

12:30～ボランティアレク ④12:30ビーチバレー大会挨拶

13:00 ⑤13:00～はだし運動会 13:00～15:00

・赤組チームリーダーをお願いします はだし運動会

14:00

15:00 15:00～15:30 15:15～15:45 15:30～16:00

ビーサン跳ばし ビーチフラッグス ビーチ相撲

16:00

17:00

17:00勝田駅に移動

18:00 17:47勝田発

（ときわ86号　上野行き）

19:00 19:20上野到着

ビーチライフふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦

朝日スケジュール

終了

9:30 開会宣言、ビーチクリーン

12:00～12:30開会式

8:30吉澤・遊佐・

門内・清田会場入り

ステージイベント

プログラム

9月18日（日）

スタッフスケジュール

全体スケジュール

終了後、シャワーを

用意しております

宿泊ホテル テラスイン勝田

〒312-0045 茨城県ひたちなか市勝田中央1-3

JR常磐線勝田駅東口ロータリー横（徒歩0分）

TEL 029-219-7211

日　時： 2016年9月18日（日）9：00～16：00

会　場： 阿字ヶ浦海岸（茨城県ひたちなか市）

主　催： 阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会

プログラム： ビーチバレー4人制大会、ビーチ相撲、ビーサン跳ばし、ビーチフラッグス、ちびっこ運動会、ステージイベント

＜全体スケジュール＞※プログラム時間が変更となる場合があります。

iBCカップ

ビーチバレー4人制大会
ビーサン跳ばし ビーチフラッグス ビーチ相撲 はだし運動会 その他

7:00

8:00

9:00 9:00朝日・岩井会場入り 9:00朝日・岩井会場入り(ﾀｸｼｰ移動)

①9:30ビーチクリーン

10:00 ②10:00～11:30ビーチバレー大会助っ人 10:20D-for

　　・子どもチーム助っ人

11:00 　　・大人チーム助っ人 11:00～宝探し

11:30フラ＆タヒチ

12:00 開会式 ③12:00～開会式登壇 ビーチバレー4人制大会

12:30～ボランティアレク ④12:30ビーチバレー大会挨拶

13:00 ⑤13:00～はだし運動会 13:00～15:00

・赤組チームリーダーをお願いします はだし運動会

14:00

15:00 15:00～15:30 15:15～15:45 15:30～16:00

ビーサン跳ばし ビーチフラッグス ビーチ相撲

16:00

17:00

17:00勝田駅に移動

18:00 17:47勝田発

（ときわ86号　上野行き）

19:00 19:20上野到着

ビーチライフふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦

朝日スケジュール

終了

9:30 開会宣言、ビーチクリーン

12:00～12:30開会式

8:30吉澤・遊佐・

門内・清田会場入り

ステージイベント

プログラム

9月18日（日）

スタッフスケジュール

全体スケジュール

終了後、シャワーを

用意しております

宿泊ホテル テラスイン勝田

〒312-0045 茨城県ひたちなか市勝田中央1-3

JR常磐線勝田駅東口ロータリー横（徒歩0分）

TEL 029-219-7211
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日　時： 2016年9月18日（日）9：00～16：00

会　場： 阿字ヶ浦海岸（茨城県ひたちなか市）

主　催： 阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会

プログラム： ビーチバレー4人制大会、ビーチ相撲、ビーサン跳ばし、ビーチフラッグス、ちびっこ運動会、ステージイベント

＜全体スケジュール＞※プログラム時間が変更となる場合があります。

iBCカップ

ビーチバレー4人制大会
ビーサン跳ばし ビーチフラッグス ビーチ相撲 はだし運動会 その他

7:00

8:00

9:00 9:00朝日・岩井会場入り 9:00朝日・岩井会場入り(ﾀｸｼｰ移動)

①9:30ビーチクリーン

10:00 ②10:00～11:30ビーチバレー大会助っ人 10:20D-for

　　・子どもチーム助っ人

11:00 　　・大人チーム助っ人 11:00～宝探し

11:30フラ＆タヒチ

12:00 開会式 ③12:00～開会式登壇 ビーチバレー4人制大会

12:30～ボランティアレク ④12:30ビーチバレー大会挨拶

13:00 ⑤13:00～はだし運動会 13:00～15:00

・赤組チームリーダーをお願いします はだし運動会

14:00

15:00 15:00～15:30 15:15～15:45 15:30～16:00

ビーサン跳ばし ビーチフラッグス ビーチ相撲

16:00

17:00

17:00勝田駅に移動

18:00 17:47勝田発

（ときわ86号　上野行き）

19:00 19:20上野到着

ビーチライフふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦

朝日スケジュール

終了

9:30 開会宣言、ビーチクリーン

12:00～12:30開会式

8:30吉澤・遊佐・

門内・清田会場入り

ステージイベント

プログラム

9月18日（日）

スタッフスケジュール

全体スケジュール

終了後、シャワーを

用意しております

宿泊ホテル テラスイン勝田

〒312-0045 茨城県ひたちなか市勝田中央1-3

JR常磐線勝田駅東口ロータリー横（徒歩0分）

TEL 029-219-7211

日　時： 2016年9月18日（日）9：00～16：00

会　場： 阿字ヶ浦海岸（茨城県ひたちなか市）

主　催： 阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会

プログラム： ビーチバレー4人制大会、ビーチ相撲、ビーサン跳ばし、ビーチフラッグス、ちびっこ運動会、ステージイベント

＜全体スケジュール＞※プログラム時間が変更となる場合があります。

iBCカップ

ビーチバレー4人制大会
ビーサン跳ばし ビーチフラッグス ビーチ相撲 はだし運動会 その他

7:00

8:00
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今回は護岸工事に伴い、会場が変わり水回り等不便さを感じるなかでの開催となったが、会場が
道路沿いに移動となったため以前よりも人の目につきやすく、イベントを知らない人が立ち寄ることが
期待できた。

当日は朝から雨が降り、最低気温20℃と肌寒い日となったが、ビーチバレーボール４人制男女混合
一般大会「iBCカップ」や「ステージイベント」に参加する人々などおよそ300人が来場した。

天候の具合を見ながら、「ビーチクリーン」からスタート。自分たちが使うビーチを自分たちの手できれい
にしよう、ということから落ちている木くずやペットボトル、石などのゴミを拾い、はだしになっても安全に
楽しめるように念入りに行った。

ビーチバレーボール４人制男女混合一般大会「iBCカップ」では24チームが参加。今回参加した
チームには、 地元の子ども会や協賛企業の参加もあり、初心者から愛好者までビーチバレーボールを
楽しめる大会となった。また、参加者や子ども向けに朝日健太郎によるビーチバレーボール教室が
実施され、レシーブやアタックなどの基本を誰でも楽しくできる練習が行われた。
地元に親しまれてきたiBC（ibaraki Beachvolley Club）が今年で設立10周年を迎え、地元の
衆議院議員 梶山 弘志様、茨城県バレーボール協会理事長 諏訪 正美様、当協会理事長 朝日
健太郎らがお祝いの言葉を寄せた。

「ステージイベント」では、地元ダンスクラブD-forのチアクラスの子ども達がチアダンスを披露し、保護者
は練習を重ねてきた子どもの晴れ舞台を写真や動画におさめていた。また、フラダンスクラブ「フラウェリ
ナ＆テマラマヌイ」がフラダンスを踊り、魅惑的な踊りに来場者からは拍手が送られ、雨の中ではあった
が華やかなステージとなった。

毎年大人気の「宝さがし」。砂浜に埋められた番号が記載しているボールを子どもたちが探し、景品と
交換。抱えきれないほどのボールを持って、ワクワクしながら交換所へ行く様子が印象的だった。

天候が回復しなかったため、残念ながら「ちびっこ運動会」「ビーチフラッグス」「ビーサン跳ばし」「ビーチ
相撲」が中止となった。
朝から雨が降っており、途中中止の判断をいつ、どこで、誰がどのように決裁するか共通認識が
なかった為、現場は混乱した。今後の課題は、緊急対応や防災についてのマニュアルを作成し、実行
委員会の組織体制強化を行うことが重要であると考える。

◇総評
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日　時： 2016年9月18日（日）9：00～16：00

会　場： 阿字ヶ浦海岸（茨城県ひたちなか市）

主　催： 阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会

プログラム： ビーチバレー4人制大会、ビーチ相撲、ビーサン跳ばし、ビーチフラッグス、ちびっこ運動会、ステージイベント

＜全体スケジュール＞※プログラム時間が変更となる場合があります。
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里浜づくり実行委員会 議事録

【日 程】 2016年10月25日（火）
【会 場】 阿字ヶ浦クラブ
【出席者】 黒澤一実行委員長、黒澤広忠、藤枝久枝(ibc)、佐藤義治(ibc)、

国土交通省鹿島港湾空港整備事務所、衆議院議員梶山弘志事務所、
阿字ヶ浦観光旅館組合、子ども会など約20人

【議事録】 ※実行委員会では主にビーチライフふれあいフェスティバルの感想と反省を行った。

（阿字ヶ浦観光旅館組合）
・今回、場所が移動したことで手洗いや食器を洗う水回りがなくやりづらかった。来年も同じ会場で行
う場合、やり方を考える必要がある。

（iBC）
・雨でいくつかのプログラムが中止になったため、ビーチバレーしかやってないイベントになってしまった。
もっと多くのプログラムを組み込んで盛大にやるべき。

・セレモニーはお昼ではなく、イベントの開会として朝に行った方がいい。
・当日の集合時間の食い違いがあった。朝いた実行委員会メンバーが少なく、イベントの開催決定を
来たメンバーで決定するしかなかった。

・トイレや手洗いなどの水回りの設備を整えるべき。
・会場の砂が粗いため、ケガをしやすくなった。
・人を呼び込むなら今回の会場、水回りなど設備面を考えるなら前回までの会場がいい。

（ひたちなか市役所）
・雨天中止の判断について、対応策を考えたほうがいい。

（国土交通省鹿島港湾空港整備事務所）
・乗船体験は盛況で、普段見れない船内を見学できて参加者は喜んでいた。
・人を集めるためには、食べ物が必要ではないか。飲食ブースを増やしたり、地引網や地元の果物、
干し芋など美味しく食材の提供をしてみてはどうか。
→地元の反応…以前地引網をやったが、事前に魚を買ったり仕込みが大変だった。

・内陸の子ども達にもっと声をかけて参加を促したい。
・イベント終了がよくわからなかったので、 閉会宣言などを行ったほうが良い。
・PRをもっと早い段階で行うほうがいい。

以上

◇里浜づくり実行委員会 反省会議事録
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6.開 会 式
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◇開会式

ひたちなか市長 本間 源基 様

開会式 登壇の様子

阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会 会長 黒澤 一 様

阿字ヶ浦・磯崎里浜づくり実行委員会 顧問
衆議院議員 梶山 弘志 様

ＮＰＯ法人日本ビーチ文化振興協会 理事長
朝日健太郎
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茨城県議会議員 磯崎 達也 様 ひたちなか市 観光協会 会長 鈴木 誉志男 様

ＮＰＯ法人日本ビーチ文化振興協会
副理事長 遊佐 雅美

茨城県バレーボール協会 理事長 諏訪 正美 様茨城県バレーボール協会 副会長 秋山 隆 様

ビーサン協会 会長 岩井 信之 様

◇開会式



7.報 告 写 真
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◇会場：阿字ヶ浦海岸（茨城県ひたちなか市）



26

◇ビーチクリーン

参加者全員でビーチクリーン開始

朝日も地元小学生と一緒にビーチクリーンに参加

ご協力いただきました、一般財団法人みなと総合研究財団様
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◇iBCカップ(ビーチバレーボール4人制一般大会)10周年記念式典

衆議院議員 梶山弘志様、当協会理事長 朝日健太郎、 茨城県バレーボール協会副会長 秋山隆様、
茨城県バレーボール協会理事長 諏訪 正美様
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◇iBCカップ(ビーチバレーボール4人制男女混合一般大会)

アタック＆ブロック見事なレシーブ

チャンスボール！ サーブで相手を崩せるか

iBCカップ(ビーチバレーボール4人制一般大会)ルール説明会
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テントで雨宿り
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◇朝日のビーチバレーボール教室

風の影響を考えながらレシーブの練習光景

一列に並んで一人ずつ順番に練習する様子

熱心に説明を聞く子ども達
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◇宝さがし

子ども達に大人気の宝さがしがスタート！

足でボールを探す子ども達番号付きボールを持ってお宝引換へ

手で掘ってボールを探す子ども達 たくさん見つかりました
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◇D-forのチアクラスの子ども達によるチアダンス

きれいに揃っています

練習通りにできるかな

子ども達の頑張る姿をカメラにおさめる保護者

笑顔で踊るのも大切
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◇フラダンス＆タヒチアン

観客も素晴らしい踊りに感動

一気に南国ビーチの雰囲気に！

本格的な踊りが観衆を魅了する二人の息もぴったり
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◇売店等

温かい食べ物が人気となりました
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◇広告協賛企業・団体 様

株式会社河昌 様
セイホ工業株式会社 様

松浦企業株式会社 様株式会社小名浜船舶工業 様株式会社ヤナイ 様

三国屋建設株式会社 様東洋建設株式会社 様 海辺を守ろう、創ろう、育てよう
のぼり

五洋建設株式会社 様 株式会社服部 様
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◇広告協賛企業・団体 様

一般社団法人
みなと総合研究財団 様

株式会社フォーバル 様

日本財団 海と日本
PROJECT 様

金鶴食品製菓株式会社 様

株式会社松本工務店 様
株式会社池内工業 様

一般財団法人日本スポーツ振興会 様
若築建設株式会社 様

みらい建設工業株式会社 様
シバタ工業株式会社 様
株式会社池間組 様


