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平素より当協会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
「一年を通じて人々が集い、ふれあい、楽しめる『海辺の広場』の創造」を理念に、全国各地で
活動し、20年を迎えることができました。多大なご支援、ご協力をいただきました関係者の方々に、
心から御礼を申し上げます。これまでビーチをしっかり踏みしめて創り上げてきた「はだしの足跡」を
継承するべく、2022年7月に代表理事のタスキを受継ぎました。次世代によりよい海辺環境を
残せるよう、尽力して参ります。

さて、昨年は4年ぶりの開催となりました「ジャパンビーチゲームズⓇフェスティバルお台場2022」を
皮切りに、「はだし運動会（神奈川県川崎市）」「ビーチライフin柏崎（新潟県柏崎市）」
「ジャパンビーチゲームズⓇフェスティバル千葉2022（千葉県千葉市）」「ビーチライフin須磨
2022（兵庫県神戸市）」など各地で開催しました。新たな競技団体も加わり、ネットワークの
強化を図るとともに、ビーチの在り方を再考し、老若男女、そしてハンディキャップのある方など万人が
楽しく過ごせる環境づくり「心のバリアフリー」を掲げ、モビマット（砂の上でも車いす、ベビーカーが
入れるように敷くマット）の設置や日本財団ボランティアセンター「ぼ活！」と協同で、初の親子で
ボランティア活動に参加していただいたりと、様々なバリアを取り除くことで、人と人との交流から笑顔
の花を咲かせることができました。

また、「地域資源を生かした新たな体験学習の創出」として、都内初の「ビーチバレーボール体育
授業」への参画を港区立小中一貫教育校 お台場学園 港陽小学校・港陽中学校5年生、
中学1年生を対象に実施しました。ビーチを活かし、「はだし」になって、人間本来の足の機能を
高めながら心身の健康を図り、また活動の中で砂浜に落ちているゴミを拾う「ビーチクリーン」を通じて、
環境保全への理解を深めることを目的に取組みました。
授業を通じて競技の楽しさだけでなく、愛郷心の育みや、夢や目標を持つことの大切さ、そして海辺
を利用した新しい学校教育の可能性について実感し、今後継続した事業となるよう、学校、地域と
共に連携して参りたいと思います。

＜海辺環境啓発の強化＞
当協会では、SDGｓの14番目の目標である「海の豊かさを守ろう」に基づいた「海辺を守ろう！

創ろう！育てよう！ブルービーチプロジェクト」を取り組んでおります。この活動は、年々深刻になる海
辺の浸食やゴミ問題に「島国日本の大切な海辺、通年集える環境を守ろう！」という志
から、2008年からビーチを利用するアスリートを中心にスタートし、イベントを通じて普及・啓発を
行っております。

当協会が推進している「ビーチライフ」は、屋外のビーチで過ごすことによってエアコンや電気を使う
ことで排出されるCO²の削減につながること、イベントでは参加者と一緒に「ビーチクリーン」を行い、
海洋汚染やプラスチックゴミ問題に触れることで、理解を深めています。また、「ふるさと東京を考える
実行委員会」とビーチアスリートとともに、海水を浄化させる効果がある
「竹ひび一人一本設置活動」に取り組んでいます。
海辺で活動する団体の使命として、次世代によりよい美しい海・海辺環境を引き継げるよう、

啓発に努めて参ります。

引き続き、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



＜2022年度賛助会員紹介＞

一年間ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

引き続き活動にご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
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※順不同
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト事業 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル

『ビーチゲームズ日本招致プロジェクト』とは

国内オリンピック委員会連合（ANOC）にて2019年に第1回「ワールドビーチゲームズ」を開催する方針が決定した
ことを受けて、2014年に本プロジェクトを発足しました。この大会は、ビーチバレーボール、ビーチテニス、ビーチサッカー、
ビーチハンドボール、トライアスロン、ウェイクボード、サーフィンなど、海や砂浜を舞台にしたスポーツの世界大会です。
本プロジェクトでは、これを機にビーチ・マリンスポーツ総合大会を日本に招致するため、幅広く国民にご理解いただける
ようにPRすると共に、ビーチ・マリンスポーツの機運と競技団体との横の繋がりをもつネットワーク強化を推進します。
プロジェクトナビゲーターは、元ビーチバレーボール選手で五輪出場をした、朝日健太郎と元ビーチバレーボール選手で
ある浅尾美和が旗振りとなり招致を推進するとともに、ビーチ・マリンスポーツを活性化して、日本の海辺に「海水浴
文化」から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ます。

＜プロジェクトの取組み＞

① 「勉強会」

プロジェクトの啓発に取り組んできた中で、各有識者（16競技団体・自治体・行政・企業の参加による）と、
ビーチゲームズ招致実現に向けた情報・意見交換を行う勉強会を実施しました。勉強会は全4回（2016年～
2017年）開催し、テーマ（分野）ごとにビーチスポーツの現状・課題をご意見いただき、それを踏まえ招致に向けた
取組みの実現を目指し、推進していきます。

【テーマ】

○第1回 「ビーチスポーツの現状を知る」
○第2回 「ビーチスポーツ界 課題の解決に向けて」
○第3回 「ワールド・アジアビーチゲームズの日本招致の可能性と課題」
○第4回 「ワールド・アジアビーチゲームズの日本招致3つの提言

② 「ワールドビーチゲームズ」「アジアビーチゲームズ」視察
アジアオリンピック評議会（OCA）主催の「アジアビーチゲームズ」が、2008年より2年に1度（現在4年に1度）
アジア諸国で開催され、2019年10月には「第1回ワールドビーチゲームズ」（主催：国内オリンピック委員会連合
（ANOC））がカタール・ドーハにて6日間にわたり開催されました。
＜アジアビーチゲームズ＞
○2008年：第１回アジアビーチゲームズ／インドネシア・バリ※
○2010年：第２回アジアビーチゲームズ／オマーン・マスカット
○2012年：第３回アジアビーチゲームズ／中国・海陽
○2014年：第４回アジアビーチゲームズ／タイ・プーケット※
○2016年：第５回アジアビーチゲームズ／ベトナム・ダナン※
〇2023年：第６回アジアビーチゲームズ／中国・海南省三亜市（予定）

＜ワールドビーチゲームズ＞

○2019年：第1回ワールドビーチゲームズ／カタール・ドーハ※
○2023年 第2回ワールドビーチゲームズ／インドネシア・バリ
※は現地視察を実施。

③ 「ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル」イベント実施
2014年「ビーチゲームズ日本招致プロジェクト」を発足し、当大会招致に向けた勉強会、アジア・ワールドビーチゲーム
ズ視察を実施して情報を集約してきました。今後の招致の取り組みを具体的な活動とするため、2017年より「ビーチ
ゲームズ日本招致プロジェクト／ジャパンビーチゲームズフェスティバル」と称し、本大会に向けたプレイベントの位置づけ
として、全国の自治体、国民の皆様にご理解いただけますよう啓発イベントを開催いたしました。併せてビーチ・マリン
スポーツの魅力を発信するとともに、競技団体とのネットワークを強化することを目的としています。

ジャパンビーチゲームズフェステイバル ４つの大会コンセプト

１ 国内におけるビーチ・マリンスポーツ競技のメジャー化

２ 開催都市のインフラに合わせたビーチ・マリンスポーツの最適化

３ 国際大会招致に向けての取り組みについて全国に発信

４ 新しいスポーツニーズの取り込みにおける、スポーツファン獲得

オフィシャルロゴマーク



ビーチゲームズ日本招致プロジェクト

ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル
お台場2022

Have a Fun！BEACH SPORTS！

7BLJ YEARBOOK2021



BLJ YEARBOOK2022 8

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022

コンセプト：

主 催：

共 催：

後 援：

協 賛：

協 力：

開 催 日：

会 場：

天 候：

2014年から「ビーチゲームズ日本招致プロジェクト」を発足し、各競技団体とビーチゲームズ
の理解と連携を図るための勉強会を、過去4回開催し、アジアビーチゲームズ、ワールド
ビーチゲームズの視察を重ね、国際大会の誘致を検討して参りました。また、2017年5月
から「ジャパンビーチゲームズフェスティバル2017おだいば」を実施し、具体的なイベントを
通して国民の皆様に、各種目の公式戦の観戦や体験をしていただき、ビーチスポーツの魅力
を体感いただき好評を得ることができました。これを踏まえ、この会場では、ビーチ・マリン
スポーツが体験できる「はだしテーマパーク」を演出し、トップアスリートと触れ合うことで、より
身近にビーチスポーツを体感できる機会といたします。また、「心のバリアフリー」形成を目的
とし、幼児から大人までパラスポーツをトライできるようなプログラムも作り、自然の中で心の
ハードルを排除しビーチスポーツを通して「誰もが友達になれる（声を掛け合う）ビーチ」
を作ります。そして、国際大会である『アジアビーチゲームズ』『ワールドビーチゲームズ』の存在
を全国の自治体、国民の皆様に理解していただき、日本に招致するご理解と共感を、更に
はビーチ・マリンスポーツ競技団体のネットワークを強化することを目的としています。

ジャパンビーチゲームズフェスティバルお台場実行委員会

一般財団法人みなと総合研究財団

国土交通省、環境省、観光庁、スポーツ庁、東京都、港区、

一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会、臨海ホールディングスグループ
(㈱東京テレポートセンター、東京港埠頭㈱、㈱東京ビッグサイト、㈱ゆりかもめ、
東京臨海熱供給㈱）、公益財団法人日本健康スポーツ連盟、公益財団法人港区
スポーツふれあい文化健康財団

HAMATABY(シバタ工業株式会社)、アタック(花王株式会社)、

XTEND Japan(アダプトゲン製薬株式会社) ※順不同

特定非営利活動法人湘南バリアフリーツアーセンター、

公益財団法人日本財団ボランティアセンター、フジテレビCSR・SDGｓ推進プロジェクト
（順不同）

2022年5月3日(火・祝)～5月6日(金）

※5月5日(木・祝）開会セレモニー／「こどもビーチ」

お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）

5月3日(火・祝) 晴れ （最低気温 9.3℃、最高気温 20.4℃）

5月4日(水・祝) 晴れのち曇り（最低気温 10.8℃、最高気温 25.0℃）

5月5日(木・祝) 晴れ （最低気温 13.6℃、最高気温 26.3℃）

5月6日(金) 曇り （最低気温 15.2℃、最高気温 24.5℃）

ジャパンビーチゲームズフェステイバルお台場2022 大会コンセプト

１ 国内におけるビーチ・マリンスポーツ競技のメジャー化

２ 開催都市のインフラに合わせたビーチ・マリンスポーツの最適化

３ ビーチマリンスポーツ総合国際大会招致に向けての取り組みを全国に発信

４ 「心のバリアフリー」の形成をめざし、誰もが友達になるため、幼児から大人まで
様々なパラスポーツを体験し楽しむ

＜実施概要＞
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プログラム数：大会 10競技

体験 17競技

プログラム 5/3(火・祝） 5/4(水・祝) 5/5(木・祝)こどもビーチ 5/6(金)

フレスコボール ■ ■

テックボール ■ ■

ビーチサッカー ■ ■

ビーチバレーボール ■ ■ ■

ビーチチア＆ダンスコンテスト ■

アクアスロン ■

スラックライン ■

ビーサン跳ばし ■

ビーチウッドボール ■ ■

ビーチテニス ■
プログラム 5/3(火・祝） 5/4(水・祝) 5/5(木・祝)こどもビーチ 5/6(金)

フレスコボール ■ ■

テックボール ■ ■ ■

フライングディスク ■ ■

ビーチウッドボール ■ ■

ビーチサッカー ■ ■

コースタルローイング ■ ■

ビーチバレーボール ■ ■ ■

アクアスロン ■

スラックライン ■ ■

ビーチテニス ■ ■

ビーチフラッグス ■

ビーサン跳ばし ■

リトミック ■

車いすバスケットボール ■

ボッチャ ■

ビーチヨガ ■

モルック ■ ■

大

会

体

験

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022



BLJ YEARBOOK2022 10

来場者数：

体験者数：

累計50,000人

・5月3日 13,000人

・5月4日 15,000人

・5月5日 21,000人

・5月6日 1,000人

プログラム 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 TOTAL

ビーチバレーボール 60 60

ビーチテニス 120 80 1 201

フレスコボール 200 166 366

テックボール 180 60 60 300

ビーチサッカー 65 65

コースタルローイング 90 132 222

フライングディスク 102 146 248

ビーチウッドボール 50 20 70

スラックライン 162 210 372

車いすバスケットボール 164 164

ボッチャ 172 172

モルック 152 226 378

ビーサン跳ばし 136 136

ビーチフラッグス 90 90

ビーチリトミック 142 142

ビーチヨガ 60 60

TOTAL 390 726 1,929 1 3,046

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022



BLJ YEARBOOK2022 11

＜PR制作物 ポスター＞

印刷部数：

配 布 先 ：

750部

一般財団法人みなと総合研究財団、国土交通省、環境省、観光庁、スポーツ庁、

東京都、港区、一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会、臨海ホールディングス
グループ、公益財団法人日本健康スポーツ連盟、公益財団法人港区スポーツふれあい
文化健康財団、特定非営利活動法人湘南バリアフリーツアーセンター、公益財団法人
日本財団ボランティアセンター、フジテレビ、各競技団体、協賛企業、他

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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＜PR制作物 事前配布チラシ＞

印刷部数：

配 布 先 ：

1000部

一般財団法人みなと総合研究財団、国土交通省、環境省、観光庁、スポーツ庁、

東京都、港区、一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会、臨海ホールディングス
グループ、公益財団法人日本健康スポーツ連盟、公益財団法人港区スポーツふれあい
文化健康財団、特定非営利活動法人湘南バリアフリーツアーセンター、公益財団法人
日本財団ボランティアセンター、フジテレビ、各競技団体、協賛企業、他

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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＜テレビ取材＞

放 送 日 ：

番 組 名 ：

5月5日(木・祝)

・newsイット（毎週月曜～金曜 午後3:45～7:00）

・FNNプライムオンライン（https://www.fnn.jp/articles/-/356419）

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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＜掲載記事＞

発行部数：

配布エリア：

10,000部（スタイル 朝日、読売、毎日、産経、日経、東京新聞、スポーツ紙、業界紙
など、新聞全紙に折り込み）

台場、東雲、辰巳、有明、青海

【 情報紙 「りんかいBreeze」 】

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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U R L ： https://minatoku2shin.com/archives/15503404.html

【 東京都港区地域情報サイト 「みなとく通信」 】

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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U R L ： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000040360.html

【 PR TIMES 】

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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U R L ： https://www.jiji.com/jc/article?k=000000115.000039815&g=prt

【 時事ドットコム 】

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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＜日本財団ボランティアセンター ボランティア活動＞

活 動 日 ：

参加人数：

活動内容：

5月4日(水・祝)、5月5日(木・祝) 2日間

87名（親子ボランティア5組25名、一般ボランティア62名）

・各競技団体が実施する試合や体験の運営サポート

・来場者対応

・ビーチクリーン

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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＜心のバリアフリー＞

目 的：

実施内容：

困ったときにすぐ声を掛けられ、手を差しのべ、手助けできる習慣作り

近年のバリアフリーとは、ハード（街や施設の作り方）づくりに特化しておりましたが、心のバリア

はまだ多分にあり、困ったときにすぐ声を掛けられるか、手を差しのべられるか、手助けをお願い

できるか、ハードルが高いのが現状です。

ハンディキャップのある方々にとってビーチ・海は気軽に行ける場所ではなく、遠い存在にあります。

しかし、ビーチ・海は多くの恩恵を授けてくれて、誰もが恩恵を受ける権利があります。

道が無くても、例えば親や親友が同じ状況なら背負って一緒に行けるはず。

心地よいと感じるビーチ・海だからこそ、オープンな心で人と接することができる『心のバリアフリー』

を作る最適な場所であることから素直に声を掛けられて、手を指し伸ばせる習慣を育むことです。

当協会ではビーチ・海に老若男女、ハンディキャップがある方、みんなが友達になれる場所として

ビーチの活用を推進します。

・パラスポーツの体験プログラム

・ビーチスポーツへの参加

パラスポーツ「ボッチャ」 ステージ登壇・降壇の補助

ビーチテニス体験 ユニバーサルチーム「ParaCheer ShinySmiles」
によるパフォーマンス

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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＜モビマットの設置＞

目 的：

主 催：

実施内容：

『ビーチバリアフリー』誰もが自然を楽しむことができる、バリアを超えるバリアフリーの在り方。

自然のスポットはあるがままの自然を楽しむ場所です。年齢・障害の有無に関わらず、旅や

レジャーの楽しみは「バリアを越えることを楽しむこと」でもあると言えます。バリアフリーはバリアを

越える方法によっても実現できます。例えば、清水寺の舞台までの車いすも通れる道、富士山

を登るための休憩の仕方、サポートの手配の方法など、バリアを取り除かなくてもバリアフリーに

することは出来るのです。

そして、砂の上にゴムマットをしくだけで、海に行くことができるのです。

NPO法人湘南バリアフリーツアーセンター

車いすの方やベビーカーの方も砂浜に降りれるよう砂浜にモビマットを設置

モビマットを設置 園路から砂浜に降りやすいようスロープを設置

車いすの方やベビーカーの方は自由にビーチを往来することができた

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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＜会場の様子＞

メイン看板ステージ

お台場海浜公園おだいばビーチ

イベントスウィングバナー 総合受付テント

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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＜新型コロナウィルス感染症対策＞

検温を受けた来場者にリストバンドを配布し、着用している参加者が体験会に参加できます

手指消毒液、コロナ対策注意喚起POPを設置

インフォメーションにて検温を実施

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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参加団体との記念撮影

司会 小林 真美子 ジャパンビーチゲームズフェスティバルお台場実行委員会
顧問 朝日 健太郎

ジャパンビーチゲームズフェスティバルお台場実行委員会
顧問 師岡 文男

ジャパンビーチゲームズフェスティバルお台場実行委員会
代表委員 遊佐 雅美

＜開会セレモニー＞

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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一般社団法人日本ビーチバレーボール連盟
理事長 門脇 義徳

ビーチバレーボール講師 佐伯 美香
（ジャパンビーチゲームズフェスティバルお台場実行委員会 顧問

オリンピアン元バレーボール・ビーチバレーボール選手）

ビーチバレーボール講師 浦田 聖子
(元バレーボール・ビーチバレーボール選手)

一般社団法人日本ビーチテニス連盟
柴山 葵

一般社団法人日本ビーチテニス連盟
酒井 晋平

ビーチサッカーチーム レーヴェ横浜

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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一般社団法人日本フライングディスク協会
左）鈴木 誠司
右）須田 貴芳

一般社団法人日本フレスコボール協会
ディレクター 山下 祥

一般社団法人日スラックライン連盟
会長 小倉 一男

ステージでスラックラインを披露

一般社団法人日本テックボール協会
会長 早稲 昭範

テックボール日本代表 菅原 佳奈枝選手とともに
リフティングテクニックを披露

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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日本木球連盟
左）会長 新谷 崇一
右）上野 直樹

公益社団法人日本ボート協会コースタルローイング委員

一般社団法人東京都トライアスロン連合
会長 大村 真人

一般社団法人東京都トライアスロン連合
専務理事 川添 勝

一般社団法人日本モルック協会
嶋津 克彦

NPO法人日本ビーチ文化振興協会
代表理事 遊佐 雅美

（ライフセーバー）

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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中本 恵子
（ライフセーバー）

猪爪 賢史
（ライフセーバー）

ビーサン協会 会長 岩井 信之 ボディサクセス21
左）石坂 有紀子

中央）樋口 ますみ
右）たまきお姉さん

一般社団法人チアスピリット
代表 島田 若枝子

NPO法人湘南バリアフリーツアーセンター
理事長 榊原 正博

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター
「あすチャレ! メッセンジャー」根木 慎志

（車いすバスケット元日本代表キャプテン）

公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター
伊吹 祐輔

海上保安庁東京海上保安本部

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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＜大会・体験会の様子＞

ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022 
JBVシリーズ株式会社安田カップ

ビーチバレーボール体験会

JAPAN BEACH GAMES® Festivalお台場2022 
ビーチテニス大会

ビーチテニス体験会

JAPAN BEACH GAMES® Festival フレスコボール
オダイバカップ2022

フレスコボール体験会

ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022 
第3回GIBBON BEACH GAMES 

TOKYO ODAIBA BEACH SLACKLINES

スラックライン体験会

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
ビーチウッドボール大村杯

表彰式

ビーチテックボール大会 in JBG®Fお台場2022 テックボール体験会

JBG®F2022お台場ビーチアクアスロン

フライングディスク体験会

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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オールスタービーチフラッグス大会 ビーチフラッグス体験会

海辺の安全教室 ビーサン跳ばし選手権

ビーチde太鼓 ビーチdeリボン体操

コースタルローイング ビーチモルック体験会

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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車いすバスケットボール体験会 ボッチャ体験会

ビーチチア＆ダンスコンテストJBG®Fお台場2022

ビーチヨガ お笑いライブ（ゲスト：ありんくりん）

ブルービーチプロジェクト ビーチクリーン

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト ジャパンビーチゲームズ®フェスティバルお台場2022
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

＜実施概要＞

コ ンセプト：

主 催：

後 援：

協 賛：

開 催 日：

会 場：

天 候：

プログラム

種 目 数 ：

周辺動員数：

『千葉市をビーチスポーツのメッカに！』
ビーチスポーツを活用した千葉市元気向上プロジェクト！いなげの浜から全国に
ビーチライフを発信しよう。

千葉市が誇る都市型ビーチにおいて、ビーチスポーツの観戦・体験ができるイベントを開催
することにより、スポーツの振興、海辺の活性化、千葉市におけるビーチ文化の振興を目的
とします。また、継続的な取り組みにより地元市民がビーチを訪れ、砂浜を楽しむ習慣が
創出されることを目指します。

ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉実行委員会

国土交通省、環境省、観光庁、スポーツ庁、千葉県

東日本旅客鉄道株式会社千葉支社、千葉市職員労働組合、株式会社ベイエフエム、

株式会社ワールドパーク

2022年10月22日(土)、23日(日)

稲毛海浜公園いなげの浜（千葉県千葉市）

＜10月22日(土)＞

・天気 くもり

・気温 最低気温15.7℃／最高気温22.8℃

＜10月23日(日)＞

・天気 晴れ

・気温 最低気温14.9℃／最高気温23.6℃

16競技、環境教室、海辺の安全教室

延べ10,000人（22日 4,000人、23日 6,000人）
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顧 問 ：

実行委員会：

＜実行委員会組織体制図＞

役割 氏名 現職

代表委員 遊佐　雅美 NPO法人日本ビーチ文化振興協会 理事

副代表委員 吉澤　裕子 NPO法人日本ビーチ文化振興協会 副会長・業務統括本部長

委　員 内谷　靖 千葉市役所スポーツ振興課 課長

野ケ峯　英起 公益財団法人千葉市スポーツ協会　事務局補佐

鳥海　浩幸 株式会社ベイエフエム　取締役　本社営業局長

和田　充弘 東日本旅客鉄道株式会社千葉支社 事業部長

門脇　義徳 一般社団法人日本ビーチバレーボール連盟 理事長

大住　寛 一般社団法人日本ビーチテニス連盟 普及委員長

監　事 松本　吉立 NPO法人日本ビーチ文化振興協会 経理

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

氏名 現職

名誉顧問 熊谷　俊人 千葉県知事

特別顧問 神谷　俊一 千葉市長

朝日　健太郎 参議院議員／ビーチゲームズ日本招致プロジェクトナビゲーター

師岡　文男 上智大学名誉教授/前スポーツ庁参与

大塚　眞一郎 公益社団法人日本トライアスロン連合　専務理事

稲生　勝義 千葉市役所市民局 局長

神田　稔 千葉市役所市民局生活文化スポーツ部 部長

小川　直哉 公益財団法人千葉市スポーツ協会　会長

久保　健 株式会社ベイエフエム 代表取締役社長

中川　晴美 東日本旅客鉄道株式会社 執行役員 千葉支社長

顧　問



BLJ YEARBOOK2021 40

運営部委員会：

役割 氏名 現職

事務局長 吉澤　頌平 NPO法人日本ビーチ文化振興協会

事務局長補助 相原　一隆 NPO法人日本ビーチ文化振興協会

堀越　大樹

田口　優一

坂本　愉喜雄 旧幕張ビーチフェス実行委員会

門脇　義徳 一般社団法人日本ビーチバレーボール連盟　理事長

大住　寛 一般社団法人日本ビーチテニス連盟　普及委員長

金子　一博 一般財団法人日本ビーチサッカー連盟　理事

小倉　一男 一般社団法人日本スラックライン連盟　会長

山下　祥 一般社団法人日本フレスコボール協会　ディレクター

運営部 齋藤　勇太 一般社団法人日本フライングディスク協会　専務理事

　 小室　博之 一般社団法人千葉県トライアスロン連合　理事長

新谷　崇一 日本木球連盟　会長

早稲　昭範 日本テックボール協会　代表理事

八木　陽介 公益社団法人日本ボート協会コースタルローイング委員長

遊佐　雅美 NPO法人日本ビーチ文化振興協会　理事

岩井　信之 ビーサン協会　会長

石坂　有紀子 ボディサクセス21　代表取締役

島田　若枝子 一般社団法人チアスピリット　理事

堀田　健太郎 一般社団法人日本モルック協会

今村　翔 ラウンドネット東京　代表

榊原　正博 特定非営利活動法人湘南バリアフリーツアーセンター　理事長

役割 氏名 現職

広報部 吉澤　頌平 NPO法人日本ビーチ文化振興協会

総務部 相原　一隆 NPO法人日本ビーチ文化振興協会

経理部 松本　吉立 NPO法人日本ビーチ文化振興協会

千葉市役所市民局生活文化スポーツ部

スポーツ振興課スポーツ振興班

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022
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周辺動員数：

一般体験者数：

延べ10,000人

・10月22日(土) 4,000人

・10月23日(日) 6,000人

団体名 10月22日 10月23日 TOTAL

ビーチウッドボール 100 200 300

コースタルローイング 55 125 180

スラックライン 180 310 490

テックバレーボール 30 80 110

ビーチテニス 　 360 360

トライアスロン（時間帯別参加者数 メール有※10/24） 216 216

ビーチバレーボール 20 46 66

ビーチフラッグス＆安全教室 100 120 220

フライングディスク 270 320 590

フレスコボール 271 382 653

ビーチモルック 100 300 400

ラウンドネット 10 150 160

ビーチサッカー 40 120 160

ビーサン跳ばし（大男：30 大女：26 子：45 ） 101 101

ビーチリトミック（10/22内ストレッチ20名） 120 30 150

環境教室 30 35 65

TOTAL 1542 2679 4221

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

大会出場者数：

大会名 女子参加人数 男子参加人数 チーム参加人数 TOTAL

ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

JBVチャレンジャーシリーズ2022千葉大会
34 36 70

JAPAN BEACH GAMES® Festival千葉2022

ビーチテニス千葉大会
24 24 48

千葉市VamosカップU-12交流戦 57 57

JAPAN BEACH GAMES® Festival CHIBA

フレスコボールジャパンオープン2022
160 160

[GIBBON CUP 2022］

Chiba Inage BEACH SLACKLINES
29 29

ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

ビーチウッドボール自治会大会
24 24

ビーチテックバレーボール大会 in JBG®F千葉2022 20 20

ビーチモルック大会in稲毛海岸 22 22

第1回ラウンドネット INAGE CUP JBG®F CHIBA2022 26 26

ビーチチア＆ダンスコンテストJBG®F千葉2022 112 112

TOTAL 58 60 450 568
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

＜PR制作物 ポスター＞

印刷部数：

配 布 先 ：

B1ポスター 7部

B2ポスター 400部（千葉市各区役所、図書館、公民館、スポーツ施設、観光施設、他）
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

印刷部数：

配 布 先 ：

70,000部

千葉市内小中学校 全164校

＜PR制作物 事前配布チラシ＞
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

印刷部数： 3000部

＜PR制作物 当日配布うちわ＞
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

＜テレビ取材＞

放 送 日 ：

番 組 名 ：

出 演 者 ：

10月10日（月・祝） 12:30～13:00

J:COM「LIVEニュース」

有吉 徳斗（一般社団法人日本フレスコボール協会 ディレクター）

新城 悠也（フレスコボール日本代表選手）

古川 元樹（フレスコボール選手 公式ランキング男子３位）
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

＜掲載記事＞

U R L ： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000087807.html

【PR TIMES】
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

U R L ： https://www.asahi.com/and/pressrelease/423044279/

【朝日新聞デジタル】
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

U R L ： https://news.radiko.jp/article/station/BAYFM78/76323/

【radiko news】
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

U R L ： https://www.walkerplus.com/event/ar0312e446624/

【Walker plus】
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

U R L ： https://event.greenfield.style/event/19172

【Event Greenfield】
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

【日刊 建設工業新聞】

発 行 日 ： 10月26日(水)
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

＜モビマットの設置＞

目 的：

主 催：

実施内容：

『ビーチバリアフリー』誰もが自然を楽しむことができる、バリアを超えるバリアフリーの在り方。

自然のスポットはあるがままの自然を楽しむ場所です。年齢・障害の有無に関わらず、旅や

レジャーの楽しみは「バリアを越えることを楽しむこと」でもあると言えます。バリアフリーはバリアを

越える方法によっても実現できます。例えば、清水寺の舞台までの車いすも通れる道、富士山

を登るための休憩の仕方、サポートの手配の方法など、バリアを取り除かなくてもバリアフリーに

することは出来るのです。

そして、砂の上にゴムマットをしくだけで、海に行くことができるのです。

NPO法人湘南バリアフリーツアーセンター

・車いすの方やベビーカーの方も砂浜に降りれるよう砂浜にモビマットを設置

・砂浜、水辺専用車いす

モビマットを広域に敷き、車いすやベビーカーが利用しやすいようにしました

小さい子どもを連れた家族も多く、ベビーカーを押しながら
広範囲にわたって砂浜を行き来していた

ブースでは、砂浜や海にも対応できる車いすを展示
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

＜日本財団ボランティアセンター ボランティア活動＞

活 動 日 ：

参加人数：

活動内容：

10月22日(土)、23日(日) 2日間

40名（10月22日 18人、10月23日 22人）

・各競技団体が実施する試合や体験の運営サポート

・来場者対応

・ビーチクリーン

参加ボランティアの方へ全体の動きを説明

親子で参加された親子。来場者へ対応

会場について案内したり、ビーチクリーンバッグを来場者へ配布するサポートをいただきました

ボランティア活動の様子

総合受付でリストバンドを配布
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

＜開会セレモニー＞

記念撮影

司会 柴田 幸子

ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉実行委員会
代表委員 遊佐 雅美

ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉実行委員会
特別顧問 神谷 俊一 千葉市長

オープニングアクト ビーチチア＆ダンスコンテスト
優勝チーム「Blue wish」
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

ビーチゲームズ日本招致プロジェクトナビゲーター
朝日 健太郎

（ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉実行委員会 特別顧問）

ビーチゲームズ日本招致プロジェクトナビゲーター
浅尾 美和

一般社団法人日本ビーチバレーボール連盟
左）門脇 義徳

中央）ビーチバレーボール講師 佐伯 美香
右）ビーチバレーボール講師 浦田 聖子

一般社団法人日本ビーチテニス連盟
左）大住 寛
右）柴山 葵 選手

一般社団法人日本スラックライン連盟
佐々木 燈 選手

一般社団法人日本フレスコボール協会
山下 祥
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

一般社団法人千葉県トライアスロン連合
伊藤 あずさ

一般社団法人日本フライングディスク協会
鈴木 誠司

一般財団法人日本ビーチサッカー連盟
角谷 剛

一般社団法人日本テックボール協会
早稲 昭範

日本木球連盟
左）新谷 崇一
右）上野 直樹

公益社団法人日本ボート協会コースタルローイング
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

左）NPO法人日本ビーチ文化振興協会
遊佐 雅美（ライフセーバー）

右）中川 恵子（ライフセーバー）

ビーサン協会
岩井 信之

ボディサクセス21
左）石坂 有紀子

中央）樋口 ますみ
右）樋口 知希

一般社団法人日本モルック協会
左）神保 匡
右）堀田 健太郎

一般社団法人チアスピリット
大石 風香

ラウンドネット東京
右）今村 翔
左）今村 理沙
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

NPO法人湘南バリアフリーツアーセンター
理事長 榊原 正博

hy4_4yh（ハイパーヨーヨ）
左）ゆかりん
右）ちゃんちゃら

開会宣言
スラックライン選手
左）中村 陸人
右）岡崎 恋
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

＜大会・体験会の様子＞

ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022
JBVチャレンジャーシリーズ2022千葉大会

ビーチバレーボール体験会

ビーチテニス体験会

ビーチサッカー体験会

JAPAN BEACH GAMES® Festival千葉2022
ビーチテニス千葉大会

千葉市VamosカップU-12交流戦

フレスコボール体験会JAPAN BEACH GAMES® Festival CHIBA
フレスコボールジャパンオープン2022



BLJ YEARBOOK2022 61

ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

[GIBBON CUP 2022］Chiba Inage 
BEACH SLACKLINES

スラックライン体験会

ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022
ビーチウッドボール自治会大会

ビーチウッドボール体験会

ビーチテックバレーボール大会 in JBG®F千葉2022 ビーチテックバレーボール体験会

トライアスロン体験会
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

フライングディスク体験会 海辺の安全教室

オールスタービーチフラッグス大会 ビーチフラッグス体験会

ビーサン跳ばし大会by実行委員会 ビーサン跳ばし選手権大会

ビーチdeリボン体操ビーチde太鼓
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

コースタルローイング体験会 ビーチdeストレッチ

ビーチモルック大会in稲毛海岸 ビーチモルック体験会

第1回ラウンドネット INAGE CUP 
JBG®F CHIBA2022

ラウンドネット体験会

ビーチチア＆ダンスコンテストJBG®F千葉2022 環境教室
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ビーチゲームズ日本招致プロジェクト 千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル千葉2022

hy4_4yh（ハイパーヨーヨ） ライブ

【KEIYO TEAM6 オービックシーガルズ】
アメリカンフットボール体験の様子

【KEIYO TEAM6 千葉ゼルバ】
バレーボール体験の様子

BEACH BAR
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里浜づくり・ビーチライフ

啓発事業
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業

『里浜づくり推進活動』とは

「里浜づくり」は、国土交通省が取り組みを進めている事業で、地域の自然と歴史を尊重し、海辺と人々
とのつながりを見つめ直すことから始まる活動です。各地域の状況や海辺と人々とのつながりの濃淡、取組む
内容等により、活動の進め方も違い、また同じ地域でも時代によっても変化していくものです。したがって、
決まった進め方やモデルはありません。その土地に見合った活動を行うのが「里浜づくり」の難しいところであり、
そして醍醐味となっています。

＜里浜づくりの進め方＞

①地元の方を中心に「問題の発見」、「目指すべき里浜像の検討」などを話し合い、提言を行う

【開催実績例】
・「元気な鹿嶋はビーチから」海辺活用シンポジウム（茨城県鹿嶋市）
・新潟港海岸 利用促進検討委員会（新潟県新潟市）
・海辺空間整備方策検討委員会（鹿児島県指宿市）

②里浜像を実現する手段を考え・実践する

単に問題解決のためだけに活動するのではなく、ビーチ資源を活用し、一年を通じて、ビーチを満喫する。
そんな楽しい海辺文化を「ビーチライフ」と呼んでいます。楽しい「ビーチライフ」を通じて、その土地に見合った
里浜づくりを展開することが「ビーチライフ」の真の目的です。

【ビーチライフシリーズ】

・ビーチライフふれあいフェスティバルin阿字ヶ浦（2006年～）
・ビーチライフin新舞子（2006年～）
・ビーチライフIN新潟（2007年～）
・ビーチライフin北九州（2009年～）
・ビーチライフin呉（2009年～）
・ビーチライフin柏崎（2013年～）
・ビーチライフin東扇島（2018年～）

【フェスティバル・競技大会等】
・別府ポートフェスタ（2010年～）
・ビーチスポーツフェスティバルin京丹後（2014年～）
・酒田ビッグビーチフェスタ（2015年～）
・鹿嶋シーサイドビーチラン（2016年～）
・須磨ビーチフェスタ（2017年～）
※その他、全国各地で開催
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 第14回ビーチライフIN新潟

＜第14回ビーチライフIN新潟 実施概要＞

目 的 ：

開 催 日 ：

場 所：

天 候：

主 催：

プ ロ グ ラ ム ：

チ ラ シ ：

日本海沿岸でも、四季を通じて海辺を楽しむことのできる通年利用の機運を根付か

せるため、平成19年10月13日、社会実験として新潟港西海岸地区において

『第1回ビーチライフIN新潟』が開催されました。このような海岸を利用したイベントが

今後も継続して運営され、新潟市民が新潟港西海岸をレクリエーション活動の一つの

場として更に活用し、新潟市民の心の故郷となり愛される海岸となることを目的として

います。

2022年7月31日（日）9:00～16:00

日和山浜海水浴場（新潟県新潟市）

晴れ（最低気温24℃／最高気温34.2℃）

ビーチライフIN新潟実行委員会

●ビーチテニス大会・体験会

●ビーチサッカー大会・クリニック

●ビーチフラッグス大会

●こども海辺アドベンチャー

●タヒチアンダンス

●飲食ブース



BLJ YEARBOOK2022 68

里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 第14回ビーチライフIN新潟

＜活動の様子＞

ビーチテニス ビーチサッカー

タヒチアンダンスこどもい海辺アドベンチャー

ライフジャケット無料貸出しビーチクリーン
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 第49回川崎みなと祭り「はだし運動会」

＜第49回川崎みなと祭り「はだし運動会」 実施概要＞

目 的 ：

開 催 日 ：

場 所：

天 候：

主 催：

運 営 ・ 協 力 ：

参加動員数：

プ ロ グ ラ ム ：

東扇島東公園のかわさきの浜は、おだやかな入り江で景観も素晴らしく、まさに川崎市

の資源の宝庫。浜、緑、広さ、景観、そして首都圏の災害発生時には内閣府が所管

する防災拠点施設として、緊急輸送物資の中継拠点等の役割を担う事を再認識

する良い機会でもあります。この貴重な浜を地元の子ども達にもっと知ってもらいたい、

そしてこの浜が心のオアシスとなるよう育みたい、そのような願いから「はだし運動会」を

企画しました。はだしになれる環境も少なくなり、靴を脱いで遊べる貴重な浜が川崎市

にあることは、おおいに活かすべきです。はだしになることで人間回帰できる体感を堪能

し、そして「また、かわさきの浜ではだしになろう！」と心に刻む機会となるよう期待します。

愛郷心が希薄している昨今、自慢できる地元を心に持てるよう、かわさきの浜を活用し

元気な青少年育成に寄与します。

2022年10月8日（土）13:30～15:30

東扇島東公園かわさきの浜（神奈川県川崎市）

曇り（最低気温12.9℃／最高気温21℃）

第49回川崎みなと祭り実行委員会

NPO法人日本ビーチ文化振興協会、ビーサン協会

150人

●ブルービーチプロジェクト ビーチクリーン

●はだし運動会
種目：ビーサン跳ばし、麻袋リレー、レスキューレース

●抽選会
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 第49回川崎みなと祭り「はだし運動会」

＜活動の様子＞

チームに分かれて作戦会議受付の様子

麻袋リレービーサン跳ばし

レスキューレースポイントを獲ったリストバンドで

参加した子どもたちと記念撮影優勝チームに金メダルを贈呈
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin伊予

＜ビーチライフin伊予 実施概要＞

目 的 ：

開 催 日 ：

場 所 ：

主 催 ：

協 力 ：

協 賛 ：

周辺動員数：

プ ロ グ ラ ム ：

海・ビーチの活用に適した温暖な環境にある愛媛県は、ビーチバレーボールを中心

としてビーチが盛んであり、この活用を通年において次世代に繋ぐ活動として強化して

ゆくには、スポーツが苦手な方でも、誰でも楽しめる機会を多く作り、また、この趣旨に

基づいた横の繋がり（ネットワーク）を強化することが必要であります。

伊予市の資源であるビーチを活用し、スポーツ団体を中心とした横の繋がりを強化して、

様々なビーチスポーツを普及し健康的に元気よく『心が豊かな暮らし』に繋げる事を

目的とします。

2022年10月9日（日）8：00～16：00

五色姫海浜公園 五色浜海岸（愛媛県伊予市）

NPO法人日本ビーチ文化振興協会

愛媛県ビーチバレーボール連盟、B-SPORT EHIME(ビーチバレー）、
一般社団法人日本ビーチテニス連盟／日本代表 本間江梨・大塚絵梨奈、
一般社団法人日本モルック協会／今治モルッククラブレッドゴリラーズ・

久万高原 山と森とモルック、
一般社団法人日本フレスコボール協会／しまなみフレスコボールクラブ 、
川口ひらり(ビーチヨガ）、HULAPICNIC実行委員会、海と日本プロジェクトinえひめ

株式会社ダイキアクシス

300人

●ビーチバレーボール（B-sportビーチバレーボール大会 ・ 体験会）

●ビーチテニス（体験会）

●フレスコボール（体験会）

●ビーチモルック（体験会）

●ビーチヨガ（体験会※一部有料）

●ブルービーチプロジェクト「ビーチクリーン」

●フラダンス（開会セレモニーイベント）

●開会セレモニー
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin伊予

＜事前配布チラシ＞

印 刷 部 数 ：

配 布 先 ：

3500部

伊予市内小学校9校

（南山崎小学校、北山崎小学校、郡中小学校、伊予小学校、中山小学校、
佐礼谷小学校、下灘小学校、由並小学校、翠小学校）

伊予市内中学校4校

（港南中学校、伊予中学校、中山中学校、双海中学校）
伊予市役所、他
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin伊予

＜テレビ取材＞

放 送 日 ：

放 送 局 ：

10月9日(日)

テレビ愛媛
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin伊予

＜掲載記事＞

新 聞 社 ：

発 行 日 ：

愛媛新聞

10月10日(月・祝)

発 行 元 ： 伊予市 「広報いよし 11月号」
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin伊予

＜活動の様子＞

ビースポルトえひめ主催 ビーチバレーボール大会開会セレモニー

フレスコボール体験会ビーチテニス体験会

ビーチヨガビーチモルック体験会

ブルービーチプロジェクト ビーチクリーンフラダンス
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 はだしになろう 親子でビーチスポーツレク

目 的 ：

開 催 日 ：

場 所 ：

主 催 ：

協 力 ：

周辺動員数：

プ ロ グ ラ ム ：

事前配布

チ ラ シ ：

多種、多目的なビーチスポーツは、競技種目としてはもちろん、レクリエーションとしても

いつでも誰でも楽しめることができるスポーツである。ビーチという、日常とは違った開放

的な自然環境の中でスポーツをすることにより、スポーツを楽しみ、スポーツに関心を

持ち、心身のバランスのとれた健康づくりに役立てることを目的とする。

2022年10月15日（土）10:00～12:00

お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）

公益財団法人杉並区スポーツ振興財団

NPO法人日本ビーチ文化振興協会

50人

●ビーチクリーン

●ビーサン跳ばし大会

●ビーチ麻袋競争

●おんぶ徒競走

●表彰式

＜はだしになろう 親子でビーチスポーツレク 実施概要＞
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 はだしになろう 親子でビーチスポーツレク

ビーチクリーン ビーサン跳ばし大会

＜活動の様子＞

ビーチ麻袋競争 おんぶ徒競走

表彰式 参加者と記念撮影
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin柏崎

＜ビーチライフin柏崎 実施概要＞

目 的 ：

開 催 日 ：

場 所 ：

主 催 ：

協 力 ：

周辺動員数：

プ ロ グ ラ ム ：

事前配布

チ ラ シ ：

新潟県日本海の海は、冬の季節が長く活用できる期間が限られているが、

素晴らしい砂質と景観、水質は誇るべき資源である。

この海・ビーチを次世代に向けて、愛郷心の育みと共により健康的にビーチを活用し、

賑わいのある空間を継承するために、子ども中心の活用に努める。

2022年10月16日（日） 9:00～16:00

東の輪海水浴場（新潟県柏崎市）

NPO法人日本ビーチ文化振興協会

新潟県ドッジボール協会、柏崎ライフセービングクラブ

100人

●ビーチドッジボール体験会

●ビーチフラッグス

●海辺の安全教室

●ブルービーチプロジェクト「ビーチクリーン」
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin柏崎

＜活動の様子＞

参加者と記念撮影開会式

海辺の安全教室ブルービーチプロジェクト ビーチクリーン

ビーチフラッグス大会

ビーチドッジボール大会
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin須磨2022

＜ビーチライフin須磨2022 実施概要＞

目 的 ：

開 催 日 ：

場 所 ：

主 催 ：

後 援 ：

協 賛 ：

協 力 ：

周辺動員数：

プ ロ グ ラ ム ：

〇夏の海水浴だけでなく、四季を通じて地域住民がビーチを利用し、ヘルスアップ、

青少年育成、憩いの場として活用する。

〇ビーチ・マリンスポーツの啓発、活用による観光誘致促進

〇海・海辺の自然環境を保護する。

2022年11月6日（日） 9:00～16:00

須磨海岸（兵庫県神戸市）

NPO法人日本ビーチ文化振興協会

国土交通省近畿地方整備局、神戸市

一般財団法人みなと総合研究財団、株式会社日本港湾コンサルタント、

株式会社共栄土木、株式会社共栄開発、株式会社共栄組、
日下部建設株式会社、NPO法人ALL KOBE、五洋建設株式会社神戸営業所、
大旺新洋株式会社、東亜建設工業株式会社、東洋建設株式会社、
富士コンクリート工業株式会社、ヨマス商事株式会社、若築建設株式会社神戸営業
所、青木マリーン株式会社、あおみ建設株式会社神戸営業所、家島建設株式会社、
株式会社石本建設、宇治工業有限会社、栄臨建設株式会社、株式会社大本組、
岡本海洋建設株式会社、奥村組土木興業株式会社、海洋開発興業株式会社、
株式会社川﨑組、株式会社関西港湾工業、関門港湾建設株式会社、
寄隆建設株式会社、株式会社小島組大阪支店、澤西建設株式会社、
株式会社新和建設、大新土木株式会社九州営業所、田村石材株式会社、
日本海工株式会社、有限会社ヒカリ、姫路潜水工業株式会社、
深田サルベージ建設株式会社、株式会社不動テトラ大阪支店、株式会社本間組、
みらい建設工業株式会社、有限会社明北圧送興業、株式会社森長組関西支店、
株式会社吉田組、寄神建設株式会社、りんかい日産建設株式会社、
わたつみ潜水工事株式会社、新総建設株式会社、全淡建設株式会社、
シバタ工業株式会社、明治安田生命須磨営業所 ※順不同

日本木球連盟、一般社団法人日本ビーチバレーボール連盟、ビーサン協会、

NPO法人ALL KOBE

800人

●ビーチウッドボール大村杯

●ビーチバレーボール佐伯美香カップ

●ビーサン跳ばし大会

●すま（須磨）いる食堂

●ブルービーチプロジェクト「ビーチクリーン」

●開会セレモニー
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin須磨2022

＜事前配布チラシ＞

印 刷 部 数 ：

配 布 先 ：

18,000部

神戸市須磨区、垂水区、長田区の各南地域（海岸沿い地域）
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U R L ： https://www.city.kobe.lg.jp/a46366/331163062598.html

【神戸市公式ホームページ】

里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin須磨2022

＜掲載記事＞
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin須磨2022

U R L ： https://www.feel-kobe.jp/event/16722/

【神戸公式観光サイト Feel KOBE】
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin須磨2022

U R L ： https://kisspress.jp/articles/37845/

【Kiss PRESS】
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里浜づくり・ビーチライフ啓発事業 ビーチライフin須磨2022

＜活動の様子＞

ビーチバレーボール佐伯美香カップ開会セレモニー

ビーサン跳ばし大会ビーチウッドボール大村杯

ビーサン跳ばし大会ビーチウッドボール大村杯

ブルービーチプロジェクト ビーチクリーンすまいる食堂
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地域資源を活かした

新たな体験学習
創出授業
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地域資源を活かした新たな体験学習創出授業「港区小中一貫教育校 お台場学園」

目 的 ：

学 校 名 ：

対 象 ：

生 徒 数 ：

実施候補日：

場 所 ：

種 目 ：

講 師 ：

協 力：

時 間 割 ：

授業内容：

東京都初事業！

地域資源を活かして、東京2020オリンピック競技大会の開催後、正式種目である

「ビーチバレーボール」を授業内容に取り入れ、憧れのアスリートによる指導を受けることから、

楽しくスポーツを満喫し、子どもたちに夢や目標を持っていただき、やがてはお台場から

オリンピアンの創出に繋がる様、取り組んで参ります。

また、自然環境に触れる事で、SDGｓに添った最も新しい授業としての魅力も大いに取り

入れることができます。

港区立小中一貫教育校 お台場学園港陽小学校・中学校

小学5年生、7年生(中学1年生)

5年1組 28名

5年2組 26人

7年生 26名

2022年 9月12(月)、10月3日(月)、10月13日(木)、10月24日(月) 計4回実施

お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）

ビーチバレーボール

佐伯 美香、浦田 聖子、井上 真弥

港区青少年対策お台場地区委員会

1・2時間目 5年1組

3・4時間目 5年2組

5・6時間目 7年生

1回目 ビーチクリーン、準備体操、ボール慣れ、砂慣れ

2回目 ビーチクリーン、準備体操、パス、サーブ、レシーブ、トス

3回目 （体育館）パス、レシーブ、トス／（教室）ビーチバレーボールについて学ぶ

4回目 ビーチクリーン、準備体操、つなぎ（レシーブ・トス・スパイクの流れの習得）

＜実施概要＞
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＜掲載記事＞

地域資源を活かした新たな体験学習創出授業「港区小中一貫教育校 お台場学園」

【りんかいブリーズ（10月14日発行）】
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地域資源を活かした新たな体験学習創出授業「港区小中一貫教育校 お台場学園」

【お台場学園だより11月号】
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地域資源を活かした新たな体験学習創出授業「港区小中一貫教育校 お台場学園」

【情報誌「港湾9月号」】
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地域資源を活かした新たな体験学習創出授業「港区小中一貫教育校 お台場学園」
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地域資源を活かした新たな体験学習創出授業「港区小中一貫教育校 お台場学園」

＜授業1回目 テーマ 「挑戦」＞

実 施 日 ：

天 気：

気 温：

9月12日(月)

曇りのち晴れ

最低気温 22.0℃／最高気温 31.2℃

はだしで砂に慣れることからスタート。9月中旬ではあったが、日中は30℃近くまで気温が上がり、日差しも強く

砂も熱くなっていたことから、熱中症や足裏の火傷がないよう、休憩や水分補給を多く取り、砂浜に定期的に水

を撒きながら生徒たちの体調面に気を配った。過酷な中での授業ではあったが、子どもたちは弱音を吐くことなく、

むしろ初めてのビーチでの体育授業を思い切り楽しんでいた様子であり、意欲的に取り組んでいた姿が

印象的だった。授業を終え、次回の課題について講師、スタッフを交えて意見を出し合い、またボランティアの

地域コーディネーターの方々からも意見をいただき、学校側と共有し、万全を図った。

授業開始前の挨拶 ストレッチ

両手、片手でボールをパスする練習 中学生は少し難易度をあげて片手でボールコントロール

ボールを当てる位置を説明 砂が熱くなっていたため、水撒きを適宜行いました
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地域資源を活かした新たな体験学習創出授業「港区小中一貫教育校 お台場学園」

＜授業2回目 テーマ 「協力」＞

実 施 日 ：

天 気：

気 温：

10月3日(月)

曇り

最低気温 20.1℃／最高気温 27.6℃

チームに分かれてボールを運ぶゲームや、二人一組になってボールを落とさないようにパスをつなぐなど、ゲーム性

を持たせて楽しめる内容で行った。チームの中で作戦を考えたり、名前を呼んで声を掛け合ったりと、自然と生徒

同士がコミュニケーションをとって協力する姿があったことは、現代のインターネット社会からかけ離れた時間である

と実感した。

ボールを使ったビンゴゲーム アンダーパスの練習

スパイク体験をする生徒 リズムに合わせてジャンプ

アタックの練習 学校のご厚意でいただいた給食
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地域資源を活かした新たな体験学習創出授業「港区小中一貫教育校 お台場学園」

＜授業3回目 テーマ 「思いやり」＞

実 施 日 ：

天 気：

気 温：

会 場：

10月13日(木)

雨

最低気温 14.9℃／最高気温 17.9℃

体育館・教室

屋内にて実技と講義を行った。講義では、ビーチバレーボールの歴史やルールなどについて映像を見ながら説明

し、また、映像に出てきた内容についてクイズを出すと積極的に手を挙げてクイズに答えていた。質疑応答では、

「試合前にはどんなルーティーンをしていたか」「何歳からバレーボールをはじめたか」「試合前に緊張しないか」など、

様々な質問があがり、そのひとつひとつに答えた。講義の最後に目標や夢を持つことの大切さや、その達成には

様々な人の支えがあることから、感謝の気持ちを大切にしてほしいと伝えた。

元ビーチバレーボール日本代表 朝日健太郎氏
ボールコントロールの練習に参加

朝日氏のアタックを受ける先生

インドアバレーボールとビーチバレーボールの違いについて説明 質疑応答では多くの質問があがりました

映像を見たあとにビーチバレーボールに関してクイズを出題
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地域資源を活かした新たな体験学習創出授業「港区小中一貫教育校 お台場学園」

＜授業2回目 テーマ 「諦めない」＞

実 施 日 ：

天 気：

気 温：

10月24日(月)

雨のち曇り

最低気温 12.8℃／最高気温 17.2℃

この時間では、生徒の上達ぶりを目に見えて感じることができた。アンダーパスやオーバーパスで味方にボールを

返すことができ、また、サーブの練習でネットを越えられるまで続けていた生徒もおり、テーマに沿った形として授業

を終えることができた。

（生徒からの所感）

・選手の指導がとても分かりやすかったです！

・屋内とは全くちがった。あつかったし、動きにくかったけど思ってたより楽しかった

・ビーチバレーボール楽しい！もっとやりたい！もっとビーチバレーボールについて知りたい

・ふつうのバレーボールより難しいけど、砂の上だからこそ新しい体験ができた。すごく楽しかった授業だった

見本では積極的に手をあげて参加してくれました サーブ練習

トス、レシーブをつなぎ、最後はアタックを決めました 講師と生徒で意見交換

代表の生徒から感謝の挨拶をいただきました 最後に生徒みんなとハイタッチ
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海辺を守ろう！創ろう！育てよう！

ブルービーチプロジェクト事業
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海辺を守ろう！創ろう！育てよう！ ブルービーチプロジェクト事業

弊協会では、人が海辺と共存することで生まれる「賑わい空間の創出」を目的に、 ビーチスポーツの 普及、

水辺安全教室を通しての青少年育成、はだしによる健康増進などを通して、地域の活性化を推進しています。

活動している中、年々深刻になる海辺の浸食やゴミ問題に「島国日本の大切な海辺、通年 集える環境を

創ろう！」という志から、ビーチを 使用するアスリートを中心に、2008年に「海辺を守ろう！運動」をスタート

しました。

＜活動の一環＞

「ビーチライフ」の推進…

エアコンや電気を使うことで排出されるCO²が、屋外ビーチで過ごすことによってCO²の削減につながる

ビーチクリーン実施による環境美化活動…

海洋汚染、プラスチックゴミ問題など身近で学ぶことで、次世代を担うこどもの環境理解促進につなげる

「水辺の安全教室」普及…

事故を未然に防ぐことを目的とし、水辺の正しい知識や命の大切さを指導

これからも海辺で活動する団体の使命として、次世代によりよい海辺環境を引き継ぐように

「海辺を守ろう！創ろう！育てよう！ブルービーチプロジェクト」と名称を改め、活動の強化を図ってまいります。

3つのアクション

『海辺を守ろう！創ろう！育てよう！ブルービーチプロジェクト』とは
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海辺を守ろう！創ろう！育てよう！ ブルービーチプロジェクト事業

＜協賛企業様 ※順不同＞

関西支店

神戸営業所

大阪支店
ヨマス商事株式会社

株 式 会 社 川 﨑 組 株式会社関西港湾工業 深田サルベージ建設株式会社

神戸営業所
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海辺を守ろう！創ろう！育てよう！ ブルービーチプロジェクト事業

ジャパンビーチゲームズⓇフェスティバル
お台場2022 公式サイト

千葉市政令指定移行30周年
ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉2022

公式サイト

＜実施イベント公式サイト掲載＞
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海辺を守ろう！創ろう！育てよう！ ブルービーチプロジェクト事業

会場・日程： ＜ジャパンビーチゲームズⓇフェスティバルお台場2022＞

会 場：お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）
日 時：2022年 5月3日(火・祝)～5月6日(金）

＜はだし運動会＞

会 場：東扇島東公園かわさきの浜（神奈川県川崎市）
日 時：2022年 10月8日(土）

＜ビーチライフin伊予＞

会 場：五色姫海浜公園五色浜海岸（愛媛県伊予市）
日 時：2022年 10月9日(日）

＜ビーチライフin柏崎＞

会 場：東の輪海水浴場（新潟県柏崎市）
日 時：2022年 10月16日(日）

＜千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズⓇフェスティバル千葉2022＞

会 場：稲毛海浜公園いなげの浜（千葉県千葉市）
日 時：2022年 10月22日(日)～23日(土)

＜ビーチライフin須磨＞

会 場：須磨海岸（兵庫県神戸市）
日 時：2022年 11月6日(日)

＜実施内容 ①ブルービーチプロジェクト 看板掲出＞
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海辺を守ろう！創ろう！育てよう！ ブルービーチプロジェクト事業

会場・日程：

＜実施内容 ②ビーチクリーン＞

＜ジャパンビーチゲームズⓇフェスティバルお台場2022＞

会 場：お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）
日 時：2022年 5月3日(火・祝)～5月6日(金）

＜地域資源を活かした新たな体験学習創出授業 「港区立小中一貫教育校お台場学園」＞

会 場：お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）
日 時：2022年 9月12(月)、10月3日(月)、10月13日(木)、10月24日(月) 計4回実施

＜はだし運動会＞

会 場：東扇島東公園かわさきの浜（神奈川県川崎市）
日 時：2022年 10月8日(土）

＜ビーチライフin伊予＞

会 場：五色姫海浜公園五色浜海岸（愛媛県伊予市）
日 時：2022年 10月9日(日）

＜はだしになろう 親子でビーチスポーツレク＞

会 場：お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）
日 時：2022年 10月15日(土）

＜ビーチライフin柏崎＞

会 場：東の輪海水浴場（新潟県柏崎市）
日 時：2022年 10月16日(日）

＜千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズⓇフェスティバル千葉2022＞

会 場：稲毛海浜公園いなげの浜（千葉県千葉市）
日 時：2022年 10月22日(日)～23日(土)

＜ビーチライフin須磨＞

会 場：須磨海岸（兵庫県神戸市）
日 時：2022年 11月6日(日)
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海辺を守ろう！創ろう！育てよう！ ブルービーチプロジェクト事業

ジャパンビーチゲームズⓇフェスティバルお台場2022

開会セレモニー後に参加者と一緒にビーチクリーン

オリジナルビーチクリーンバッグ
メッシュ地のバッグにはゴミだけが残り、また一度だけ

使用するゴミ袋ではなく繰り返し使える
エコバックとして活用できます

地域資源を活かした新たな体験学習創出授業
「港区立小中一貫教育校お台場学園」

授業前に全員でビーチクリーン

川崎みなと祭り はだし運動会

オリジナルビーチクリーンバッグいっぱいにゴミを拾う子ども

ジャパンビーチゲームズⓇフェスティバル千葉2022

オリジナルビーチクリーンバッグについて説明

ビーチライフin伊予

ゴミを回収する様子



BLJ YEARBOOK2021 103

海辺の安全・防災事業
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海辺の安全・防災事業

＜AED講習会 実施概要＞

実 施 日 ：

会 場：

講 師：

受講者数：

講習内容：

2022年11月28日(月)

株式会社クボタ建設

遊佐 雅美

26人

14:00～14:30 AEDの使用方法について

14:30～16:00 AEDを使用した心肺蘇生の体験実習

一次救命処置の重要性、AEDの仕組みなどについて講義

レサシアン人形を使用した胸骨圧迫の実習

AEDの使い方、手順について体験
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海辺の安全・防災事業

＜災害時避難経路図の啓発＞

目 的：

会場・日程：

活動を行う上で、海辺を楽しく集い、憩える場として安全安心に利用いただくため、災害時の避難

経路図や避難誘導の確認、緊急事態に対応できる心構えを共通の認識として協議・検討し、

全国の海辺を持つ自治体や海辺で活動する団体へ普及啓発を行っています。

＜ジャパンビーチゲームズⓇフェスティバルお台場2022＞

会 場：お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）
日 時：2022年 5月3日(火・祝)～5月6日(金）

＜ビーチライフin伊予＞

会 場：五色姫海浜公園五色浜海岸（愛媛県伊予市）
日 時：2022年 10月9日(日）

＜ビーチライフin柏崎＞

会 場：東の輪海水浴場（新潟県柏崎市）
日 時：2022年 10月16日(日）

＜千葉市政令指定移行30周年 ジャパンビーチゲームズⓇフェスティバル千葉2022＞

会 場：稲毛海浜公園いなげの浜（千葉県千葉市）
日 時：2022年 10月22日(日)～23日(土)

＜ビーチライフin須磨＞

会 場：須磨海岸（兵庫県神戸市）
日 時：2022年 11月6日(日)

各会場の目につくところに掲出

災害時避難経路図POP（A3サイズ） 当日配布チラシに記載
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ビーチで健康力アップ
支援事業
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ビーチで健康力アップ支援事業 お台場ビーチバレー2022

＜お台場ビーチバレー2022 実施概要＞

目 的：

主 催：

後 援：

会 場：

開催期間：

参加者数：

周辺動員数：

大会詳細：

タイム

スケジュール：

ビーチバレーボールを通してビーチスポーツ全体の普及促進を図るとともに、認知向上、
競技者人口の拡大を目指しスポーツ振興に寄与することに加え、お台場海浜公園の
さらなる利用者、認知向上を目的とします。

NPO法人日本ビーチ文化振興協会

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）、日本ビーチバレーボール連盟、東京都ビーチバレーボール連盟

お台場海浜公園おだいばビーチ（東京都港区）

2022年4月9日～12月11日 全35大会（33大会実施、2大会雨天中止）

2,583人

5,600人

・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

・参加対象 ：一般参加者（高校生以上）

・競技方法 ：ローカルルールによりラリーポイント制

・表 彰 ：上位・下位トーナメントの1位～3位まで表彰

7:15 スタッフ集合

7:30 倉庫より備品搬出／コート、バナー、テント設営

9:00 受付開始

10:00 開会式

10:15 リーグ戦

12:00 上位・下位トーナメント

16:30 表彰／撤収作業

18:00 終了
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＜公式WEBサイト＞

U R L ：

アクセス数：

https://odaibabeach.jp/

28,129（2022年4月～12月）

ビーチで健康力アップ支援事業 お台場ビーチバレー2022
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＜掲載記事＞

【東京お台場.net】

U R L ：https://www.tokyo-
odaiba.net/event_lerning/odaiba_beachvolley_2022/

ビーチで健康力アップ支援事業 お台場ビーチバレー2022
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【りんかい線】

U R L ：https://www.twr.co.jp/tabid/354/id/39102/Default.aspx

ビーチで健康力アップ支援事業 お台場ビーチバレー2022
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【ゆりかもめ】

U R L ：https://www.yurikamome.co.jp/sightseeing/event/39102.html

ビーチで健康力アップ支援事業 お台場ビーチバレー2022
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＜大会の様子＞

耕運機でビーチの砂を掘り起こして柔らかくする作業 4月のビーチクリーンでは大きな石の塊が出てきました

男子・男女2人制大会の様子 冬場でも100人近い参加者が出場します

お揃いのTシャツで参加するチーム 男女混合4人制大会 優勝チーム

ビーチで健康力アップ支援事業 お台場ビーチバレー2022

集合写真 レインボーブリッジや高層ビル群などお台場らしい景観を
背景にビーチバレーボールを楽しむ参加者
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ビーチで健康力アップ支援事業 川崎ビーチバレーinかわさきの浜2022

＜川崎ビーチバレーinかわさきの浜2022 実施概要＞

目 的：

主 催：

後 援：

会 場：

開催期間：

参加者数：

周辺動員数：

大会詳細：

タイム

スケジュール：

平成30年で10周年を迎えた東扇島東公園。おだやかな入り江で景観も素晴らしく、まさに
川崎市の資源の宝庫であります。美しい浜、整備された緑道、広いグラウンド、夕日と
飛行機が見える景観、そして首都圏の災害発生時には内閣府が所管する防災拠点施設
として、緊急輸送物資の中継拠点等の役割を担うなど、東扇島東公園には様々な役割が
あり、本大会はそれを再認識する良い機会でもあります。川崎市唯一の浜であり、最高の
憩いの場である『かわさきの浜』をもっと多くの市民に知ってもらいたい、そしてオリンピックの
正式競技であるビーチバレーボールの普及とともに、スポーツを通じて川崎市民の健康増進
を図りつつ、川崎市唯一の浜である『かわさきの浜』を活用して、昨年協定を締結した市とも
連携をし、川崎港・東扇島全体の更なるイメージ向上と振興、東扇島東公園・かわさきの
浜の認知を広めることを目的としています。

NPO法人日本ビーチ文化振興協会

公益社団法人川崎港振興協会

東扇島東公園かわさきの浜（神奈川県川崎市）

2022年3月27日～12月25日 全20大会（18大会実施、2大会雨天中止）

565名

864人

・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

・参加対象 ：一般参加者（高校生以上）

・競技方法 ：ローカルルールによりラリーポイント制

・表 彰 ：上位・下位トーナメントの1位～3位まで表彰

8:30 スタッフ集合・準備

9:00 受付開始

10:00 開会式

10:30 リーグ戦

13:00 上位・下位トーナメント

16:00 表彰／撤収作業

17:00 終了
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＜公式WEBサイト＞

U R L ：

アクセス数：

https://kawasakibeach.jp/

28,129（2022年4月～12月）

ビーチで健康力アップ支援事業 川崎ビーチバレーinかわさきの浜2022
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＜大会の様子＞

男女混合4人制大会の様子 2人制大会の様子

老若男女問わず大会に参加

寒い冬場は長袖を着込んで出場 得点が入ってチームみんなで喜びをわかち合います

集合写真

大会入賞チームの記念撮影

ビーチで健康力アップ支援事業 川崎ビーチバレーinかわさきの浜2022
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当協会の活動
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当協会の活動

【NPO法人日本ビーチ文化振興協会】

＜佐伯美香 新代表理事就任＞

謹啓 大暑の候 皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて 私
令和４年7月15日開催の弊協会臨時理事会におきまして、代表理事に選任され

この度就任いたしました。
一年を通じて人々が集い、ふれあい、楽しめる「海辺の広場」の創造を理念とし、

海水浴のみならず「活用するビーチ」と発展し活動してきた弊協会の歩みは、20年を
迎えました。
これまでビーチをしっかり踏みしめて創って参りました「はだしの足跡」を継承し、
一意専心 皆様のご期待に添うべく取り組んで参る所存でございます。
「ビーチスポーツの啓発と共に健康の向上、青少年育成」「次世代に繋ぐ美しい海・
海辺の環境づくり」「里浜づくり」など、海辺にたくさんの笑顔があふれ、家族、
そして地域が繋がり、ビーチから地域の活性化に繋がるよう努めて参ります。また
多種多様なビーチスポーツの可能性を引き出し、ビーチの価値向上につながる
国際大会の招致にも力を入れて、世界に向け日本の発信にも努めて参ります。

どうぞ、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願いを申し上げます。
まずは、略儀ながら書中をもってご挨拶を申し上げます。

謹白

令和4年11月30日

特定非営利活動法人日本ビーチ文化振興協会

代表理事

代表理事就任のご挨拶
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＜港区感謝状授与＞

当協会の活動
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はだし文化新聞



BLJ YEARBOOK2021 120

はだし文化新聞



BLJ YEARBOOK2021 121

はだし文化新聞
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はだし文化新聞
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はだし文化新聞
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リリース記事
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リリース記事
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リリース記事
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リリース記事
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リリース記事
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リリース記事
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リリース記事
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リリース記事
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リリース記事
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リリース記事
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リリース記事
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リリース記事
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リリース記事



皆様とビーチではだしになって笑顔でお会いできることを

心より楽しみにしております
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