
2019年度 活動報告書

認定NPO法人Ocean’s Love
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Ocean’s Loveフィロソフィー

Ocean‘s Loveは、スポーツ・自然活動を通じた
ノーマライゼーションの社会の実現をめざしています。



3

サーフィンスクール・体験会

プライベートレッスン・サーフトリップ

シーカヤック・SUP体験会

運動の会

スクール

指導者育成 ボランティア講習会・勉強会

就労支援 お仕事体験会

販売・啓蒙活動 チャリティグッズ販売・イベント出店

東北初上陸！秋田でサーフィン体験会を開催！

大阪でサーフィン体験会を初開催！

2019年度 活動内容
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2017年 2018年 2019年

実施回数 12回 14回 16回

参加児童数 198人 215人 208人

参加ボランティア数 950人 1,029人 1,024人

□6月10日(日) スクール 宮崎県日向市（伊勢ケ浜海水浴場）

□6月8日(土) スクール 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）

□6月22日(土) スクール 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）

□6月30日(日) スクール 島根県松江市（旧野波小学校体育館）※雨天のため室内開催

□7月7日(日) スクール 宮崎県宮崎市（青島海岸）

□7月13日(土) 体験会 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）

□7月21日(土) スクール 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）

□7月28日(日) 体験会 秋田県秋田市（浜田浜海岸）※初開催

□8月4日(日) スクール 北海道勇払郡厚真町（浜厚真海岸）

□8月18日(日) スクール 北海道北斗市（七重浜海水浴場）

□8月25日(日) スクール 愛知県田原市（伊良湖ポイント）

□8月31日(土) 体験会 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）

□8月31日(土) スクール 宮崎県宮崎市（青島海岸）

□9月7日(土) スクール 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）

□9月21日(土) スクール 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）

□9月29日(日) 体験会 大阪府泉南郡岬町（淡輪海水浴場）※初開催

※スクール サーフィン、ランチ、ワークショップなど1日楽しめるイベント
※体験会 サーフィンのみを約1時間で体験するイベント

サーフィンスクール/体験会

開催日程

スクール事業 活動内容
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スクール参加者を対象とした少人数のレッスン会。家族一緒にサーフィンを楽しみました。

開催日 開催場所 参加家族(家族) ボランティア(人)

7月31日(水) 神奈川県茅ケ崎市 2 9

8月7日(水) 神奈川県茅ケ崎市 3 6

8月21日(水) 神奈川県茅ケ崎市 2 8

8月28日(水) 神奈川県茅ケ崎市 2 6

合計 9家族 29人

＜ハワイツアー＞ 3月12日～17日 4泊6日間（児童：5名 引率：8名）

日本から入所施設の児童5名が参加し、サーフィンはもちろん、フラダンス体験、ワークショップ、
ハワイアンフードなど現地の様々な文化を体験し、ハワイの方々との交流も楽しみました。

＜宮崎ツアー＞ 7月6日～8日 2泊3日間（児童：2名 保護者：2名 引率：3名）

「新たなチャレンジ」をテーマに、神奈川・愛知からそれぞれ1名が参加し初めての宮崎へ。
現地でのサーフィンスクールへの参加し、初めての乗馬や苦手な食事にもチャレンジしました。

プライベートレッスン

サーフトリップ

スクール事業 活動内容



6

シーカヤックとSUPを1日で体験できるイベント。夏の終わりに親子一緒に海を楽しみました。

開催日 開催場所 参加児童(人) ボランティア(人)

12月1日(土) 神奈川県横浜市 26 19

1月26日(土) 神奈川県茅ケ崎市 9 21

2月23日(土) 神奈川県茅ケ崎市 8 25

3月24日(日) 宮崎県宮崎市 3 8

3月30日(土) 神奈川県茅ケ崎市 7 17

合計 53人 90人

10月8日(土) 横須賀市久留和海岸（児童：12名 保護者：4名 ボランティア：14名）

運営協力：KOA OUTFITTERS

子どもたちの健全なカラダとココロを育てるを目的としたスポーツイベント。
リズムダンスや体幹トレーニング、参加者同士が協力して行うプログラムで、
体力づくりはもちろん、協調性やコミュニケーションなどソーシャルスキルを育みます。

シーカヤック・SUP体験会

運動の会

スクール事業 活動内容
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初参加の方が安心してスクール当日を迎えられるよう、またスキルアップを目的とした講習会。

開催日 開催場所 テーマ 参加者(人)

12月22日(土) 神奈川県茅ケ崎市 スクールでのサポート活動の共有 10

1月19日(土) 神奈川県茅ケ崎市 チームワークの構築・熱量の創出 12

2月16日(土) 神奈川県茅ケ崎市 子どもたちへの視覚支援 8

4月6日(土) 神奈川県茅ケ崎市 発達性協調運動障害 13

合計 43人

障がいの理解を深めること、またコミュニケーション・チームワークの促進などをテーマに、
今後のスクールでのサポート活動に活かすため、講師を招いた勉強会。

開催日 開催場所 参加者(人)

4月21日(日) 宮崎県日向市 6

5月12日(日) 島根県松江市 9

5月16日(土) 神奈川県茅ケ崎市 28

7月15日(日) 秋田県秋田市 13

9月16日(日) 大阪府岬町 12

合計 68人

ボランティア講習会

勉強会

指導者育成事業 活動内容
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子どもたちの将来の就労を見据え、就労意欲の醸成し、自らの適性を見つけ、就労への可能性を
高めるための仕事体験会。サポート企業様にご協力頂き、実際の職場での業務体験や、その他、
マッサージ講習、農園での野菜栽培などを行っています。

【GAP JAPAN様】店舗での業務体験 【ゼットン様】店舗での業務体験

【LDH JAPAN様】本社での事務作業体験【B by E様】みだしなみ講座

【Local Motion様】本社での業務体験 【POB様】Tシャツプリント体験

マッサージ講習 農作業体験

お仕事体験会

就労支援プロジェクト 活動内容
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開催日 イベント名 開催場所

2月24日(日) ALOHA TIME 厚木レンブラントホテル

4月13日(土) 個店出店 明治神宮外苑ニコニコパーク

4月20-21日 LOVE HAWAII YOKOHAMA 横浜大さん橋

5月11-12日 茅ヶ崎アロハマーケット 茅ヶ崎市野球場

6月1-2日 LOVE HAWAII OSAKA 関西国際空港

6月16日(日) 個店出店 明治神宮外苑ニコニコパーク

6月13-14日 阪急うめだ本店ハワイフェア 阪急うめだ本店

8月17-18日 ウクレレピクニック 横浜大さん橋

イベント出店

販売・啓蒙事業 活動内容
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メディア露出

2018.12.31 GOETHE WEB 2019.3月 MADE IN HAWAII TV

2019.5月 OnlyOne-Radio
「福祉活性化番組マメちゃんのHeartfull Wave」

2019.7.1 山陰中央新報 朝刊

2019.8.3 秋田テレビ「土曜LIVE！あきた」 2019.8.19 函館新聞 朝刊

2019.8.26 朝日新聞（三河版）朝刊2019.8.26 中京テレビ
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株式会社LDH JAPAN

株式会社ビーバイ・イー（ママバター）

株式会社ゼットン（ALOHA TABLE）

ギャップジャパン株式会社

株式会社デイトナ・インターナショナル

秋田テレビ株式会社

株式会社ツルハグループドラック＆ファーマシー西日本

株式会社ローカルモーションジャパン

株式会社メディケアー

GLAMS合同会社

Matsumoto Shave Ice（マツモトストア）

EQUIP PLAS

カイマカニヨガ

富士ゼロックス東京 かけはし倶楽部

Enjoy Bros

有限会社コアアウトフィッターズ

autoshop BOON

バークレイグローバルコンサルティング＆インターネット株式会社

株式会社なドマン技術研究所

一般社団法人日本の香り推進機構

Ｍ’s corporation

株式会社Flow Organize

株式会社三喜

株式会社HIROジスティクス

公益財団法人日本財団「海と日本PROJECT」

茅ヶ崎湘南ロータリークラブ

サポート企業・団体（順不同・敬称略）

助成団体（順不同・敬称略）

Ocean’s Loveサポーター
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株式会社ウィングアップ・パートナーズ

コールマンジャパン株式会社

鬼怒川商事株式会社

株式会社シ・ワールド

有限会社レイランド・グロウ

有限会社メネフネウォータージャパン

株式会社ローカルモーションジャパン

Lei Love

提供企業・団体（順不同・敬称略）

運営協力企業・団体（順不同・敬称略）

北海道
（厚真）

北海道コカ・コーラボトリング㈱、小樽ライフセービングクラブ

BRAYZ、tacoo surf、マルハン苫小牧東店、建成ホーム㈱ 苫小牧支店

北海道
（北斗）

NPO法人日本障害者・高齢者生活支援機構、㈱函館新聞社

Sea Equality

秋田県
（秋田）

日本赤十字秋田短期大学、ムラサキスポーツ イオンモール秋田店

秋田ライフセービングクラブ、浜田浜はまなす荘

神奈川県
（茅ヶ崎）

サーフ90茅ヶ崎ライフセービングチーム

茅ヶ崎市都市施設公社、GUARD

愛知県
（伊良湖）

中北薬品㈱、㈱アスコ、㈱ファイネス、日本全薬工業㈱

田原市、田原市教育委員会、田原市サーフィン協会

大阪府
（泉南）

せんなん里海公園、泉佐野市社会福祉協議会

放課後等デイサービス オリオリ

島根県
（松江）

大塚製薬㈱、ユニ・チャーム㈱、Do the Sea、浜田サーフィン協会

宮崎県
（日向・青島）

ANAリゾートホテル・アクティビティセンター、渚の交番、SURF CITY
シャンティナチュラルセラピー、グリングラス、日向市観光交流課

株式会社LDH apparel

株式会社ウインドサーフィンジャパン

オービチューン株式会社

株式会社ハイサイン

株式会社セールスフォース・ドットコム

明治ホールディングス株式会社 株主の皆様

コストコホールセール川崎倉庫店

KAMA‘ AINA／四辻幸恵

Ocean’s Loveサポーター
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レギュラーサポーター（年間3,000円以上のご寄付）

ボランティアサポーター（年間3回以上のご参加）

荒尾 和美 伊勢 弥生 市原 梨早子 井上 綾

大島 修 大谷 香織 大田原 喜久子 大山 昌世

岡崎 浩之 小澤 孝之 鬼木 利健 鬼柳 正弘

柿崎 光昌 加藤 久美 樺山 公美子 刈屋 麻美

川内 春菜 神田 和美 神田 三浩 北村 衛

京崎 洋二 黒木 裕美 神戸 理沙 小島 朋子

児玉 主税 小西 洋平 小林 春菜 斎藤 朝美

齋藤 萌 佐々木 尚子 佐藤 正明 佐藤 優

佐藤 渉 志水 梨紗 向 淑琴 すがぬま けん

鈴木 和彦 高島 健一 高橋 美来 高橋 泰之

田中 武彦 手島 綾音 中川 千絵子 中川 洋

中里 圭一 中島 克洋 仲島 秀雄 永田 一博

長塚 英治 中村 佳代子 中村 友彦 中村 友海

中山 剛 奈良 博 奈良 みずほ 奈良井 宏光

畠山 幸司 畑中 恵 兵頭 朋行 平井 良介

藤岡 陽子 藤田 義直 古川 雅大 古川 利絵

保延 ちひろ 松葉 恵梨香 三浦 綺李子 三浦 祥

水上 雄介 森川 明穂 安田 実紀 矢野 真吾

吉田 たかよ 渡邊 拓実 渡邉 宗光

赤井 隆 阿比留 順子 伊藤 純雄 伊藤 由偉子

岩谷 理恵 岩本 和子 内田 真由美 江崎 晃一

鬼塚 大 勝又 武司 勝又 理恵 楠本 寿典・和美

小関 智子 佐藤 文代 篠崎 まゆみ 下池 たけ子

すがぬま けん 鈴木 優 滝沢 奈保奈 坪井 千枝

東條 知子 中台 智之 長塚 敬子 中野 明子

成瀬 幹雄 バーノン 須磨子 平井 良介・さつき 藤牧 直人

松木 光平 松本 幸子 三木 智子 森田 安守

八野 明子 渡辺 浩章

50音順・敬称略

50音順・敬称略

Ocean’s Loveサポーター
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チャリティ自動販売機

飲料1本お買い上げにつき10円がOcean’s Loveに寄付されるチャリティ自販機を
設置して頂けるパートナー様を募集しています‼

【設置例】
㈱ジェイ・スポーツ様

■飲料メーカー：伊藤園
■設置パートナー様には設置手数料をお支払いします
■ご負担いただくのは設置スペースと電気代のみです
■既設の自販機からチャリティ自販機への変更も可能です

お問合せ先 Ocean’s Love 伊藤 TEL:0467-81-5986 Mail:info@oceanslove.jp

ご寄付（サポーター）制度

【銀行振込】
ご寄付振込先：NPO法人Ocean’s Love

■ゆうちょ銀行
店名 〇二九 ／ 店番029 ／ 当座預金 ／ 口座番号 0071192（口座記号番号 00240-8-71192 ）

■みずほ銀行
茅ケ崎支店 ／ 店番号 374 ／ 普通預金 2717436

※誠に恐縮ですが、振込手数料は振込者負担とさせて頂いております。
※ご寄付を頂戴する際に「Ocean’s Loveサポーター」としてご登録頂いており、活動情報をメールや広報誌等で

お知らせさせて頂きます。登録のため、お名前、ご住所、お電話番号をメールまたはFAXにてお知らせください。

Mail:info@oceanslove.jp FAX:0467-81-5986

【クレジットカード】
Ocean’s Loveホームページ「寄付・支援」ページより
対応カード：VISA/MASTER、AmazonPay（JCB/Diners/AMEX等対応）

Ocean’s Loveの活動は、皆様からのご寄付・ご支援によって支えられています。

Ocean’s Loveは、公益性、運営・経営の健全性など一定の基準を満たしていることを
所轄庁（都道府県）から認められた国内で約5%しかない「認定NPO法人」です。
認定NPO法人への寄付者には税制上の優遇措置があります。
ぜひOcean’s Loveへのご寄付をご検討ください。

支援制度のご案内
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[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人 Ocean's Love 自 2018年11月 1日 至 2019年10月31日

科目 特定非営利活動に係る事業 その他事業 合計

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 15,339,239 15,339,239

【受取助成金等】

受取助成金 2,600,000 2,600,000

【事業収益】

物品販売収益 3,628,921 3,628,921

行事参加会費収益 624,500 624,500

就労支援事業収益 172,000 172,000

その他事業収益 4,000 4,000

【その他収益】

受取 利息 51 51

雑 収 益 0

経常収益 計 18,739,790 3,628,921 22,368,711

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料 手当 11,312,274 11,312,274

法定福利費 1,099,823 1,099,823

人件費計 12,412,097 0 12,412,097

（売上原価）

期首棚卸高 2,593,803 2,593,803

仕入高 201,186 1,791,351 1,992,537

期末棚卸高 △ 2,435,393 △ 2,435,393

売上原価計 201,186 1,949,761 2,150,947

（その他経費）

業務委託費 111,700 111,700

諸 謝 金 91,706 91,706

接待交際費 110,952 110,952

会 議 費 40,121 15,300 55,421

旅費交通費 5,588,126 171,660 5,759,786

スクール費 2,517,443 2,517,443

リース 料 19,870 19,870

車 両 費 100,329 100,329

通信運搬費 250,565 48,423 298,988

消耗品 費 482,706 22,941 505,647

広告宣伝費 61,860 61,860

修 繕 費 5,000 5,000

地代 家賃 233,900 233,900

賃 借 料 116,538 89,100 205,638

保 険 料 291,001 291,001

支払手数料 485,380 437,656 923,036

為替 差損 191 191

雑 費 600 3,437 4,037

その他経費計 10,507,797 788,708 11,296,505

事業費 計 23,121,080 2,738,469 25,859,549

【管理費】

（人件費）

福利厚生費 53,816 53,816

人件費計 53,816 0 53,816

（その他経費）

旅費交通費 19,579 19,579

通信運搬費 220,306 220,306

消耗品 費 260,838 260,838

水道光熱費 85,813 85,813

地代 家賃 1,498,840 1,498,840

賃 借 料 2,630 2,630

広告宣伝費 8,552 8,552

接待交際費 18,144 18,144

諸 会 費 34,960 34,960

リース 料 27,892 27,892

租税 公課 42,850 42,850

支払寄付金 500 500

支払手数料 75,877 75,877

管理 諸費 531,980 531,980

雑 費 1,152 1,152

その他経費計 2,829,913 0 2,829,913

管理費 計 2,883,729 0 2,883,729

経常費用 計 26,004,809 2,738,469 28,743,278

当期経常増減額 △ 7,265,019 890,452 △ 6,374,567

【経常外収益】

経常外収益 計 0 0 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0 0 0

経理区分振替額 890,452 △ 890,452 0

税引前当期正味財産増減額 △ 6,374,567 0 △ 6,374,567

法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000

当期正味財産増減額 △ 6,444,567 0 △ 6,444,567

前期繰越正味財産額 14,620,377 0 14,620,377

次期繰越正味財産額 8,175,810 0 8,175,810

会計報告



認定特定非営利活動法人 Ocean’s Love

所在地 〒253-0054
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南4丁目11-47パインヒルズ101号室

TEL/FAX 0467-81-5986
E-mail info@oceanslove.jp
URL www.oceanslove.com
Facebook Ocean’sLove
Twitter @Oceans_love
Instagram @oceans_love
LINE @oceanslove

2020年度も、子どもたちの“笑顔” “未来”のための活動に邁進して参ります。
今後ともOcean’s Loveへの温かいご支援、ご声援を宜しくお願い致します。


