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サーフィンレッスン

オンライントレーニング

ビーチトレーニング

スクール

指導者育成 ボランティア勉強会

就労支援 お仕事体験会

販売活動 Ocean’s Love工房

2020年度 活動内容

世界中が新型コロナの影響を受けながら大変な状況だった2020年。
Ocean’s Loveもイベントを開催するか悩み、試行錯誤を重ね、
安全に最大限配慮し、障がいのある子どもたちが笑顔になれる、成長に
繋げることができる環境を、皆さまのご協力を得ながらなんとかつくり
続けることが出来ました。
さまざまな形でサポート頂いた皆さま、本当に有難うございました。
あらためて御礼申し上げます。

【2020年度活動内容】

これまでのたくさんのご支援、本当に有難うございます。
これからも子どもたちの笑顔、未来のために、一緒に歩んでいきましょう！

どんな状況下でも、子どもたちのために、
笑顔になれる、成長できる環境をつくり続ける

2020年に活動開始15周年を迎えました！

2005年7月23日
サーフィンスクール初開催時



新型コロナへの対応

大学研究者、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門職、
障がい者支援団体・スポーツ団体有志が全国各地からあつまり発足。
Ocean’s Loveからもイトーマンがプロジェクトメンバーとして参加。

オンライン活用で少しでも運動ができる環境を

発達障がい児のオンライン運動支援プロジェクトへの参加

＜発達障がい児保護者対象アンケート調査＞

自粛生活のなかでも、社会的、心理的、身体的健康を
保つためにオンラインでの運動を楽しめる環境づくりを

外出自粛状況における発達障害のある子どもとその家族のニーズに関する調査（2020年5月期）

自粛生活が長く続くことで、継続的で限られた対人関係のなかで

①子どもの心と体の問題が顕在化

②運動実施には家族への依存が強い

③子どもの知的障害が重いほど運動実施が困難

約６割の家庭が「子どもに人との交流が必要」

はぴ家プロジェクトホームページ www.hapiieproject.com



＜参加保護者からの感想（一部抜粋）＞

息子はこの日を本当に待ち遠しく思っていて、それが「青いたからもの」として
紹介した「サーフィンしているアンジェラさんと僕」です。
学校の図工で製作したもので、昨年の思い出を語りながら
作っていたと担任の先生から聞きました。
今回はサーフィンのトレーニング、リトミックや
皆さんとのおしゃべりで、あっという間の一時間でした。
トレーニングの動作で、サーフィンをした記憶もより鮮明に
思い出したようで、息子も「オーシャンズラブに早く行きたい
な。みんなと会えるかな?」と、心のつながりも感じたようです。

オンライントレーニングイベント

スクール事業

【サーフ体幹トレーニング】

【サーフリトミックダンス】

自粛生活でも 『ツナガル』 『楽しむ』 『カラダを
動かす』 オンライントレーニング

（講師 コジトモ）

（講師 カオリン）



サーフィンスクール

スクール事業

新型コロナ感染拡大を受け、各地域協力者の安全を、また本部スタッフの他
県への移動制限を鑑み、北海道、秋田県、愛知県、大阪府、島根県、宮崎県で
のスクール開催は中止し、茅ヶ崎のみで感染予防対策を徹底し開催しました。

2020年度は 「茅ヶ崎のみ」 で 「小規模」に

【手指・備品のアルコール消毒】

＜参加保護者からの感想（一部抜粋）＞

①今年はコロナの影響で、プールも海も1度も行けずにいましたので、子供達は
本当に楽しそうでした！！ 今年の夏の最高の思い出になりました！

②今回はコロナ禍でのレッスンでしたけど消毒薬やソーシャルディスタンス、
大声出さず上手に出来たら○を作る等、子供達相手になかなか距離を保つのも
難しいところではあるかと思いますが工夫されてるなと感じました。
ボランティアさんたちも信頼出来ると我が家では実感してるので安心して参加
出来ましたよ！

【飛沫対策 海用マスク導入】 【神奈川県 感染予防対策取組書】

【小規模】スクール生4名/回



ビーチトレーニング

自粛生活で夏を感じることが出来なかった子どもたちに、冬になっても少し
でも夏を取り戻してもらうために、疑似サーフィンや夏祭りのアトラクション
が体験できるビーチイベント。

夏を取り戻せ！まだまだサマー！

＜参加保護者からの感想（一部抜粋）＞

①最近、学校などでは見られなかった本来の息子のお調子者が見られて本当に良か
ったです。今回のイベントでも、やれば出来るの体験や初めて体験を沢山出来て本
人も大満足の様子でした。

②こんなじきにもかかわらず開催してくださってありがとうございます。子供は消毒
や、自粛等大変な状況で楽しみも少ないのでとても嬉しいイベントでした。

③娘は「どれも楽しすぎて最高だったー！！」そうです。そしてなにより嬉しかったこ
とは参加者の女の子のお友達が2人も出来た事だそうです。 こんな素敵なイベント、
素敵な出会い温かな気持ちを与えていただき感謝しかありません。

【ボールサーフィン】

【スーパーボールすくい】【サンドサーフィン】 【射的】

スクール事業



15周年企画

これまでの15年を振り返り、Ocean’s Loveのことをより深く知っていただき、
いつも支えてくださっている全国の皆さまと交流を深める良い時間となりました。

15周年オンラインイベントを開催

EXILE TETSUYA様(EXILE／LDH JAPAN所属アーティスト)

陣様、山本 彰吾様(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE／LDH JAPAN所属アーティスト)

Leola様(LDH JAPAN所属アーティスト)

小川 直久様、小川 幸男様(LDH JAPAN所属プロサーファー) 

森 雅貴様（株式会社LDH JAPAN 代表取締役CEO）

山田 大輔様（株式会社ゼットン 取締役CSO）

杉谷 惠美様（株式会社ビーバイ・イー 代表取締役）

鹿島 研様（株式会社デイトナ・インターナショナル 代表取締役社長）

村上 正一様（株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役社長）

礒岡 愛様（Gap japan 神奈川支部 District Manager）

辻 秀一様（Ocean’s Loveエグゼクティブアドバイザー、スポーツドクター）

益永 律子様（認定特定非営利活動法人NPOサポートちがさき代表理事）

長谷川 隆治様（日本財団 経営企画広報部長）

甲地 由美恵様（デフプロボディーボーダー、ヨガインストラクター・講師）

明 秀行様（元・光風会すみれ園 園長）

川口 美香様（スクール生保護者、Ocean’s Love就労支援プロジェクト講師）

北村 衛様・大島 修様・藤岡 陽子様・小島 朋子様（茅ヶ崎）、川越 典子様・太田原 喜久子様（宮崎）

金子 哲也様・佐々木 大生様（北海道）、瓜生 陽一様（愛知）、長塚 英治様・大北 勇一様（大阪）

上野 丈二様・花田 裕司様・森田 紀子様・波多野 耕二様・渋江 典子様・松野 由香様（島根）

（順不同・肩書は当時）

活動開始15周年（2020年7月23日 ）

たくさんの方々からお祝いメッセージを
いただきました！



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お仕事体験会。
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。

お仕事体験会

就労支援プロジェクト

アロハテーブル赤坂店での業務体験

今年度は新型コロナの影響でなかなか開催が難しい状況が続いていましたが、
ゼットン様にご協力いただき店舗での業務を体験させていただきました。
徹底した感染症予防対策のもと、子ども1人ずつにスタッフの方々にサポートいただ
きホール、ドリンク、キッチンを体験。（メニューはパンケーキ）



開催日 開催場所 テーマ 講師

1/13(土)
神奈川県
茅ケ崎市

いつ任せられても大丈夫！
リーダーの心構え

すがぬま けん氏

2/25(土)
神奈川県
茅ケ崎市

トラッソス活動紹介
自閉症疑似体験ワークショップ

吉澤 昌好氏
(認定NPO法人トラッソス)

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。

ボランティア勉強会

販売事業/指導者育成事業

販売事業＆就労支援プロジェクト

Ocean’s Love工房

古いTシャツを生まれ変わらせ、障がい児に仕事を提供する

みなさまがお持ちのTシャツに、子どもたち
がロゴを手作業で追加プリントします。
環境への配慮、そして子どもたちへの仕事づ
くりになります。
新たなデザインとしてTシャツをお楽しみく
ださい！

※現在は販売しておりません。



メディア掲載・表彰

表彰

社会貢献支援財団 「社会貢献者表彰」

安倍昭恵さんが会長を務める公益財団法人社会貢献支援財団様より、障がいのある
子どもたちが海で安全に楽しくチャレンジできる環境を長年つくってきたことを評価
いただき表彰していただきました。

【WEB】
茅ヶ崎ローカル

インタビューメディア
「エキウミ」

【WEB/フリーペーパー】
茅ヶ崎を知り尽くす情報サイト

「Cheeega」

【WEB】
サーフメディア
「WAVAL」

メディア掲載



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

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

リコー社会貢献クラブ・FreeWill

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

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

株式会社三喜

beME pottery

株式会社なドマン技術研究所

有限会社葉山

株式会社サンクスデザイン

株式会社Flow Organize

一般社団法人日本の香り推進機構

すみれ園 保護者会

Ocean’s Loveサポーター

サポート企業・団体（順不同・敬称略）



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

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

サーフ90茅ヶ崎ライフセービングチーム

明治のお菓子寄贈プログラム

ちがさきサポセン
茅ヶ崎市民活動サポートセンター

提供企業・団体（順不同・敬称略）

レギュラーサポーター（年間3,000円以上のご寄付 順不同・敬称略）

松木 光平 阿部 きく江 工藤 葉子 斎藤 朝美

杉崎 智一 長塚 英治 瀬畑 康晴 成瀬 幹雄

相澤 亮太 伊勢 弥生 山田 歩香 渡辺 法子

内藤 健司 菅沼 謙 瀬畑 真理 倉持 海杜

伊藤 由偉子 伊藤 純雄 岸 真梨子 岩本 和子

篠崎 まゆみ 勝又 武司 勝又 理恵 小関 智子

小川原 陶子 中村 佳代子 楠元 寿典 楠元 和美

佐藤 文代 小池 美紀子

公益財団法人日本財団 「海と日本PROJECT」

一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA） 「休眠預金等活用事業」

公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団（B&G財団）

公益財団住友生命健康財団 「スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム」

茅ヶ崎湘南ロータリークラブ 「えにしだ基金」

茅ヶ崎市 「市民活動げんき基金補助事業」

助成（順不同・敬称略）

Ocean’s Loveサポーター



50音順・敬称略

Ocean’s Loveサポーター

ALOHAパートナー（継続定額ご寄付 順不同・敬称略）

鈴木 優 伊藤 由偉子 小坂 順子 森井 志津江 松本 直美 坪井 千枝

上灘 有子 飯島 啓仁 長谷川 武彦 中村 聡宏 高橋 波奈子 小島 朋子

市原 梨早子 大吉 朋子 多田 正彦 市川 美代子 渋江 典子 古賀 幸

佐藤 文机子 藤牧 直人 丸山 清美 藤田 卓也 森田 安守 後藤 晃一

奈良 みずほ 松本 幸子 中台 智之 小林 久美子 八野 明子 秋元 百恵

齋木 夏子 森 則之 阿部 きく江 石本 めぐみ 川廷 昌弘 松田 和子

柿崎 光昌 岸田 雅彦 松谷 武重 松葉 恵梨香 村尾 真智子 根岸 哲子

内田 英里 山口 由起子 本多 勇 長瀬 麻実 白井 正明 山崎 裕

佐藤 秀男 戸村 桂子 鈴木 香 高橋 泰之 福田 浩之 藤本 美生子

古澤 あずさ 吉田 さやか 神部 淳一 大谷 香織 明 和枝 長沼 麟

市原 和子 大河 友美 中田 弓 照沼 留美子 高橋 誠一 原 あきの

植島 淳 滝沢 奈保奈 阿比留 順子 岡田 貴浩 高橋 洋美 三富 順子

後藤 暁太朗 根本 好之 大吉 むつみ 松崎 徹 中村 純二 寺崎 敏幸

奈良井 宏光 平野 卓哉 安田 実紀 上田 修平 杉山 玲子 島津 あき

田中よしみ 吉永 雄高 永田 一博 内田 真由美 渡邉 穂高 Imamura Hiroko

内山 純平 下池 たけ子 並木 真澄 江崎 晃一 高橋 弘樹 小川 めぐみ

佐々木 尚子 梶原 歩 松浦 優白 猪山 恵子 田中 武彦 すがぬま けん

室井 謙介 中島 克洋 樋上 尊信 片岡 秀一 島村 朋子 山北 佐知子

鈴木 絹恵 伊東 敬介 山本 博之 井上 綾 小西 洋平 松実 陽子

山本 幸恵 木村 祐子 平井 良介 萱野 唯 宮崎 良太 嶋澤 務

大島 修 山川 武志 鈴木 和彦 志水 梨紗 鈴木 尚子 樺山 公美子

神田 和美 神田 三浩 黒川 陽介 佐藤 裕子 安田 倫代 菊崎 伸也

牛尾 一也 大参 靖子 佐々木 大生 八木 絵梨奈 新井 美由希 伊藤 裕

峯岡 茜 林 有美 石丸 智子 金子 紋子 鬼木 利健 川口 貴枝

藤江 桃子 西澤 武芳 沼倉 修一 松野 由香 野上 久美子 野上 昭司

河村 美希 青木 祐介 滝川 和子 鈴木 貴紀 佐久間 里美 ITO RIEKO

古野 彩 西出 朋範 半谷 由紀 佐藤 紫 野村 佳代 佐藤 浩嗣

鬼柳 正弘 岸川 恵理子 渡辺 恵美子 中里 圭一 上野 裕子 谷坂 ちづる

菅生 周子 池田 美砂子 土屋 梢 庄司 ひろみ 菅沼 紘子 杉山 由江

野村 美都 北村 ゆう子 黒澤 晃子 椛島 博司 松本 早紀子 荒井 ルミコ

浅川 浄 三浦 綺李子 木部 恵 藤井 奈央 井上 亜里紗 二藤部 義博

須田 三枝子 中川 千絵子 中川 洋 野口 和美 小澤 響子 Sasaki Yohei

村松 憲樹 砂賀 昭佳 大山 昌世 北澤 美穂 神山 敦嗣 高木 智子

安達 静香 川越 典子 綾部 朱莉 杉山 千秋 平野 愛美 瀧口 宏

江原 双葉 岡田 裕子 笛吹 浩二



会計報告

[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人 Ocean's Love 自 2019年11月 1日 至 2020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 4,005,688 4,005,688

【受取助成金等】

受取助成金 8,282,138 8,282,138

【事業収益】

物品販売収益 1,054,647 1,054,647

行事参加会費収益 123,500 123,500

就労支援事業収益 70,000 70,000

【その他収益】

受取 利息 48 48

雑 収 益 2,457,232 38,746 2,495,978

経常収益 計 14,938,606 1,093,393 16,031,999

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料 手当 9,427,991 306,600 9,734,591

法定福利費 650,561 650,561

人件費計 10,078,552 306,600 10,385,152

（売上原価）

期首棚卸高 2,435,393 2,435,393

仕入高 704,824 704,824

期末棚卸高 △ 2,007,468 △ 2,007,468

売上原価計 0 1,132,749 1,132,749

（その他経費）

業務委託費 0

諸 謝 金 0

接待交際費 7,481 7,481

会 議 費 648 648

旅費交通費 761,145 14,860 776,005

スクール費 55,354 55,354

リース 料 0

車 両 費 0

通信運搬費 24,704 54,204 78,908

消耗品 費 1,023,054 1,023,054

広告宣伝費 59,059 59,059

修 繕 費 0

地代 家賃 124,800 124,800

賃 借 料 49,040 49,040

保 険 料 220,521 220,521

支払手数料 66,440 234,792 301,232

為替 差損 98 98

雑 費 8,052 8,052

その他経費計 2,392,246 312,006 2,704,252

事業費 計 12,470,798 1,751,355 14,222,153

【管理費】

（人件費）

福利厚生費 23,941 23,941

人件費計 23,941 0 23,941

（その他経費）

旅費交通費 1,340 1,340

通信運搬費 239,610 239,610

消耗品 費 98,559 98,559

修 繕 費 16,500 16,500

水道光熱費 69,959 69,959

地代 家賃 1,388,708 1,388,708

賃 借 料 0

広告宣伝費 45,820 45,820

接待交際費 0

諸 会 費 22,800 22,800

リース 料 55,528 55,528

租税 公課 234,907 234,907

支払寄付金 800 800

支払手数料 65,770 65,770

管理 諸費 1,348,730 1,348,730

支払 利息 61,608 61,608

その他経費計 3,650,639 0 3,650,639

管理費 計 3,674,580 0 3,674,580

経常費用 計 16,145,378 1,751,355 17,896,733

当期経常増減額 △ 1,206,772 △ 657,962 △ 1,864,734

【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 0

税引前当期正味財産増減額 △ 1,206,772 △ 657,962 △ 1,864,734

法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000

当期正味財産増減額 △ 1,276,772 △ 657,962 △ 1,934,734

前期繰越正味財産額 8,034,842 0 8,034,842

次期繰越正味財産額 6,758,070 △ 657,962 6,100,108



2021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。

認定特定非営利活動法人 Ocean’s Love

〒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

TEL/FAX：0467-95-1485
E-mail：info@oceanslove.jp
ホームページ：www.oceanslove.com

Ocean’s Love @Oceans_love @oceans_love @oceanslove

活動の様子をSNSにアップしていますのでぜひご登録お願いします！
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