
【2018年度活動報告・懇親会 実施概要】

■日 時：

■天 候：

■会 場：

■参加者数：

2019年2月5日(火)18:30～20:00

くもり（最高気温8.8℃、最低気温5.4℃）

東京シティエアターミナル内「T-CATホール」

87名

■2018年度ご協力いただいた団体・企業さま



■ 式 次 第

１ 開会挨拶
NPO法人日本ビーチ文化振興協会 会長 大村 哲夫

２ 来賓挨拶
国土交通省観光庁 長官 田端 浩 様
国土交通省港湾局 局長 下司 弘之 様 代理 海岸防災課長 加藤 雅啓 様

３ 祝電紹介
内閣官房長官 菅 義偉 様
衆議院議員 梶山 弘志 様

４ 2018年度活動報告・来年度事業について
NPO法人日本ビーチ文化振興協会 理事長 朝日 健太郎

ビーチネットワーク紹介
一般財団法人日本ビーチサッカー連盟 会長 長與 博典 様

専務理事 西脇 一行 様
一般社団法人日本ウェイクボード協会 大門 しゅんすけ 様
一般社団法人日本ビーチテニス連盟 普及委員長 大住 寛 様
一般社団法人日本サンボ連盟 事務局長 森田 純 様
一般社団法人日本フライングディスク協会 事務局長 梅原 貴正 様
一般社団法人日本スラックライン連盟 役員 青木 茂 様

役員 安部 寛 様
一般社団法人日本フレスコボール協会 会長 窪島 剣璽 様

事務局長 厚地 達郎 様
ビーサン協会 会長 岩井 信之 様
ビーチ雪合戦 代表 後藤 一郎 様
柏崎ライフセービングクラブ 理事 池谷 薫 様
一般社団法人川崎ビーチスポーツクラブ 事務局 高橋 波奈子 様
お台場ビーチバレー プロデューサー 中野 芳孝 様

ワールドビーチゲームズについて
上智大学 教授 師岡 文男 様

５ 感謝状授与式
授与者 神戸市役所 市長 久元 喜造 様
代理出席 神戸市みなと総局海岸防災部 部長 西森 正至 様

６ 池谷 薫・遊佐 雅美「ライフセービング世界選手権大会マスターズ」
ビーチフラッグス金メダル獲得報告

７ 乾杯挨拶
NPO法人日本ビーチ文化振興協会 理事 浦田 聖子

８ 懇親会

９ 閉会挨拶
NPO法人日本ビーチ文化振興協会 副会長 瀬戸山 正二



■いただいご挨拶：

●国土交通省 観光庁 田端 浩 長官
観光資源としてビーチは注目しており、観光庁でもビーチの活用について委員会を立ち上げている。
課題を挙げるだけでなく、今後は、目標をもって具体的に行動していく段階になった。ワールドビーチ
ゲームズでは実際に観光庁から人員を派遣し、どういう取組みが行われているか視察をし、良いところ
を日本に取り入れていく。観光資源を広く拾って、インバウンドメリットをビーチと共に作っていきたい。

●国土交通省港湾局 局長 下司 弘之 様 代理 海岸防災課長 加藤 雅啓 様
遊佐さん池谷さんご夫婦、ライフセービング世界選手権大会マスターズビーチフラッグス競技、世界一
おめでとうございます。港湾局では20年ぶりに昨年7月「港湾の中長期政策『PORT 2030』」を取り
まとめ、ブランド価値を生む空間形成のための施策の一つ、ビーチスポーツ体験等の魅力的な観光コ
ンテンツ作りを推進することを掲げた。今後は一つ一つ、具体化をしていかなければならない。NPO法
人日本ビーチ文化振興協会と関係を密にして、更に昇華してまいりたい。

●朝日 健太郎 理事長
2018年は神戸須磨海岸をはじめ、全国各地で我々らしい活動が出来た。引き続き、日本の海洋
資源の最大化を目指していきたい。私たちの根幹事業である里浜づくりでは、新潟事業、阿字ヶ浦
事業を含めて、今年に引き続き、来年度もしっかりと頑張っていく。
NPO法人日本ビーチ文化振興協会は、全国に支部がある。この度、新たに新潟支部が立ち上がる
こととなり、新潟支部長に久保田会長(新潟下町をよくする会 会長)が就任していただくことになった。
2019年度は、新潟はもちろん坂町の復興事業、2020年度には指宿海岸事業とコラボしていきたい
と考えている。
最後に、ビーチネットワークの皆様とは今年はネットワークを強化し、ワールドビーチゲームズ視察ツアー
を実施し、ビーチスポーツの最前線を取っていきたいと思う。

●師岡 文男 参与
ワールドビーチゲームズは、開催総費用43億円でありオリンピックの100分の一の費用で開催される。
費用負担も軽く、地方でも行うことができる可能性があり、地域活性化にもなることから是非日本で
開催してほしい。
一度開催することによって地元への還元は計り知れないものがあると思う。ビーチゲームズを日本に呼
びたいと思うので、是非自治体には声を上げてほしい。

●神戸市 海岸防災部 西森 正至 部長
須磨海岸では、国土交通省の応援もあり4年前から遠浅事業を行ってきた。浜辺を作るだけでは駄
目で、通年を通じて市民の皆様に使っていただきたいということから、NPO法人日本ビーチ文化振興
協会を紹介してもらった。いろいろな浜辺の活用を模索し、2017年の事業では、1日に36,000人も
の方にお越しいただき、今まで須磨海岸に来なかった人も来てくれるようになった。次の年は、前年とは
違う内容で、春にはファミリー向けに運動会を実施し、秋には日本初となるビーチウッドボール大会を
行った。これを続けていくことで市民に根付いていくことが大切だと思っている。海外の方も含め多くの人
に知ってもらうために、神戸市は現在ブルーフラッグを取ろうとしている。来年には須磨海岸の整備が終
わり、海外の方々にも活用してもらえるビーチにしていきたいと思う。



●インタビュー
・朝日：ライフセービング世界選手権大会マスターズビーチフラッグス競技とはどのような大会ですか？
・池谷：30歳以上で5歳きざみにカテゴリーが分かれます。私は45歳までのカテゴリーで出場しました。
・朝日：夫婦で参加されたきっかけはどういったものなのか？
・遊佐：旦那が出てみたいと言い、私は影の支え役のつもりで考えていた。ところが、どうせ行くなら

一緒に出て優勝を目指して頑張ろうと誘われ出場することになり、結果として優勝できた。
2021年、関西でワールドマスターズゲームズがあり、種目にはライフセービングも入っている
ので、私もマスターズを盛り上げていきたいと思い、今回参加した。

・朝日：ライフセーバーの仕事としては日本はどうか？また今後の活動、展望はどういったものか？
・池谷：私の住む柏崎では、昔は海の事故での死亡者がいたが、ライフゼーバーの活動を始めてから、

現在死亡者は0となった。これは非常に達成感ある仕事だと思う。
NPO法人日本ビーチ文化振興協会とは、海辺の安全啓発を一緒に携わっていきたいと思う。
今後も一生懸命頑張っていきたいと思う。

●浦田 聖子 理事
私は2002年からオリンピックを目指して、ビーチバレーボールへ転向した。佐伯美香理事とペアを組み、
国内制覇、ツアー総合でも一桁の順位だった。2015年に結婚、その後、出産し現在に至る。夫は
現在、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを目指しており、ビーチとの縁はずっとあり、昨年参加
した須磨海岸のビーチイベントでは新しい楽しさを見つけられた。参加者の笑顔、新種目のビーチウッ
ドボール、ビーサン跳ばしがあり、更に娘がはだしで楽しそうにしている表情を見て、子どもたちにこういっ
た場所を提供したいと思った。一人では出来ないことであり、皆様と共に全国に展開していきたいと思
う。ビーチ愛をたくさん注いでいきたいと思うので、今後とも応援よろしくお願い致します。



■活動報告・懇親会の様子

会場 東京シティエアターミナル「T-CATホール」 受付 協賛看板

来賓挨拶 国土交通省観光庁
長官 田端 浩 様

開会挨拶 NPO法人日本ビーチ文化振興協会
会長 大村 哲夫

2018年度活動報告 NPO法人日本ビーチ文化振興協会理事長 朝日 健太郎

来賓挨拶 国土交通省港湾局長 下司 弘之 様
代理 海岸・防災課長 加藤 雅啓 様

会場の様子



感謝状授与式 神戸市みなと総局
海岸防災部

部長 西森 正至 様

池谷 薫・遊佐 雅美
「ライフセービング世界選手権大会マスターズ」

ビーチフラッグス金メダル獲得報告

記念撮影
(浦田理事、吉澤副会長、遊佐副理事長、池谷様、朝日理事長)

NPO法人日本ビーチ
文化振興協会

副理事長 遊佐 雅美

柏崎ライフセービングクラブ
池谷 薫 様

ビーチスポーツネットワーク紹介 ワールドビーチゲームズについて
上智大学教授 師岡 文男 様

記念撮影
(遊佐副理事長、大村会長、西森様、

朝日理事長、浦田理事)



懇親会の様子

閉会挨拶
NPO法人日本ビーチ文化振興協会

副会長 瀬戸山 正二

懇親会の様子

乾杯挨拶 NPO法人日本ビーチ文化振興協会理事 浦田 聖子


