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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。
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スクール事業統括責任者
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エグゼクティブアドバイザー
辻 秀一

（スポーツドクター）



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

スクール事業

啓蒙・交流活動
オンラインセミナー

就労支援プロジェクト お仕事体験会

販売活動
Ocean’s Love工房

2021年度 活動内容

コロナ禍でも新しい形式によって活動を継続

新事業として放課後等デイサービスを開設！

「Believe」東北復興支援

オンラインヨガレッスン

「アフタースクール Ocean’s Love 茅ヶ崎」
神奈川県茅ケ崎市に2021年10月新規オープン!!

放課後等デイサービス



放課後等デイサービス

アフタースクール Ocean’s Love 茅ヶ崎

イトーマンGM
伊藤 良師
（管理者）

みっしーコーチ
三塩 卓也

（児童発達支援
管理責任者）

ちゃコーチ
河合 佳名子
（児童指導員）

あみコーチ
佐藤 亜海

（児童指導員）

はなコーチ
花谷 明子

（児童指導員）
（相談支援専門員）

ちあきコーチ
吉村 千秋
（保育士）

＜Afterschool Ocean’s Love Staff＞

放課後等デイサービスとは・・・
自立支援と日常生活の充実、創作活動、地域交流の機会の提供などを目的
とした児童福祉法に基づく障がい児を対象にした通所支援サービスです。

【所在地】 神奈川県茅ケ崎市中海岸4-1-38 2F

【営業日】 月～金 学校終了後-18:00 土・長期休暇 10:30-16:00 ※日・祝はお休み

＜対象＞
・障がいのあるお子さま 6歳～18歳（小学1年生～高校3年生）
・茅ケ崎市（近隣地域）在住 利用定員10名/日

■TEL 0467-28-5120(受付：平日10時-19時/土9時-18時)
■MAIL afterschool_chigasaki@oceanslove.jp

海を日常に!! スポーツでカラダとココロを元気に!!

2021年10月オープン!!



放課後等デイサービス

アフタースクール サポーター

支援者数

＜クラウドファンディング＞

支援金額 2,118,200円

たくさんの楽しい「体験」と「仲間」づくり

アフタースクール開設にあたり企業様のサポート、クラウドファンディングに
よる多くの方々からのご支援本当にありがとうございます!!

118名

＜法人サポーター＞

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

株式会社ローカルモーションジャパン

株式会社EATプランニング

@asoceanslove@as_Oceans_Love@as_oceans_love

アフタースクールの活動の様子をSNSでご覧いただけます！



サーフィンスクール

スクール事業

新型コロナ感染拡大が続くなかで、茅ヶ崎のみで小規模で実施しました。
開催回数を増やし、2年ぶりに初参加のお子さんの受け入れることもでき、
たくさんのまぶしい笑顔を見ることができました。
なお、茅ヶ崎以外の地域では、お子さまそしてご協力いただく皆さまの安全
を最優先に考慮し残念ながら中止とさせて頂きました。

2021年も感染予防対策をしながらの開催に

＜参加保護者からの感想（一部抜粋）＞

ありがとうございました。帰りの車の中でも「楽しかった」とニコニコしてました。
とても自信がない子なんですが、息子の「出来る」に手を差しのべていただき、本当
に感謝しております。初めの事であんなに頑張っていたのは、なかなかないので、と
ても嬉しかったです。何度か私自身、涙を堪えるので必死でした。



オンラインイベント

自粛生活でイベントが開催できない期間にはじめたオンラインサーフィン。
冬の時期のトレーニングとしても楽しんでもらえています。

自宅でも海を感じるオンラインサーフィン

スクール事業

＜参加保護者からの感想（一部抜粋）＞

とても楽しく、充実してした時間を過ごす事ができました。
正直、オンラインレッスン、どのように参加できるか、心配していましたが、丁寧な説
明と、皆さんの声掛けのおかげで、楽しく参加させていただけました！
内容も楽しく、充実していたので、飽きずにできたと思います。
こうして、色々な挑戦、経験をさせていただき本当にいつもありがとうございます。

アンジェラの
オンラインヨガレッスン

元気になるオンライン
お絵かき教室



子どもたちの将来の就労を見据え、就労意欲を醸成し、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、Ocean’s Love独自のスキル講習会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

タイダイ染め

タイダイ染めの講習から、実際に販売する商品作りとして、値札付け、たたみ等の作業まで行いました。

GAPストア
ららぽーと海老名店様

アロハテーブル
赤坂店様

今回は最後に子ども達自身に洋服を選んでマネ
キンのコーディネートをさせていただき、創造力
を膨らませ洋服を通じて自分を表現できる場と
なりました。スタッフさんのご指導のもと貴重な
体験をさせていただきました。

これまではパートごとに担当業務を行っていま
したが、今回はホール、ドリンク、キッチンすべ
ての作業を一人ずつが行いました。スタッフさ
んのサポートを得ながら貴重な体験をさせてい
ただきました。



ノーマライゼーション啓蒙

ゲストをお招きしてノーマライゼーションを
考えるオンラインセミナーを開催

What’s ノーマライゼーション

“誰一人取り残さない”SDGsが普及していくなかで、あらためてノーマライ
ゼーションについて考え、皆さまと一緒に「すべての人が安心して豊かに暮ら
せる」社会づくりを進めていくことを目指し、「What’s ノーマライゼーショ
ン」と題してオンラインセミナーを開催しました。

第1回
『ノーマライゼーションを考える』

＜ゲスト＞
廣瀬 俊朗（ラグビー元日本代表）
小島 慶子（エッセイスト・タレント）

第2回
『ダイバーシティ雇用』

＜ゲスト＞
成澤 俊輔（株式会社YOUTURN 取締役）
吉村 美音（freee株式会社 ダイバーシティ推進室室長）

第3回
『インクルーシブ教育』

＜ゲスト＞
山元 加津子（作家、エッセイスト）

＜参加者からの感想（一部抜粋）＞

普段の生活で障がいを持つ方と接する機会はほぼありません。今回セミナーに参加して、ノーマ
ライゼーションの社会が確立されないから普段の生活で出会う機会がないのだと納得しました。
みんなが尊重し合える生活を送る事が普通になったらステキだなと思いました。
1人でも多くの人が意識すれば、きっと日本の環境も変わると思うので、少しでも出来る事をし
ていきたいです。

＜第1回～第3回 ファシリテーター＞
辻 秀一（スポーツドクター、認定NPO法人Ocean’s Loveエグゼクティブアドバイザー）

※敬称略・ゲスト肩書きは当時



販売事業

障がい者雇用・チャリティグッズ販売

Ocean’s Love工房

古いTシャツを生まれ変わらせ、障がいのあるお子さんに仕事を提供する

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が今後も開催予定です。Ocean‘s LoveのSNS等でお知らせします。

Ocean’s Loveでは東北支援としてチャリティグッズを
生産・販売し、収益の全額を「東北関東大震災障害者救援
本部」 に寄付を行ってきました。
今回は定番の商品に加え、カラフルなタイダイ染めをした
マツモトシェイブアイス×Ocean’s LoveのコラボＴシャ
ツなど新作を含め販売し、新しい支援先への寄付を予定
しています。
寄付先は選定中ですので決定次第ご報告いたします。
これからも私たちにできることを続けていければと思い
ます。

「Believe」東北支援



メディア/チャリティ自動販売機

音声コンテンツ「T*SALON」
有森裕子×鈴木薫

『ノーマライゼーションの社会づくり』

茅ヶ崎ライフスタイルWebマガジン
「#ちがすき」

ママ起業家大学 学長 近藤洋子さんの
WEB番組「GoodMorningMirai 」

「こどもタウンニュース」
茅ヶ崎市内の小学校に配布

廣瀬俊朗さんYoutubeトークチャンネル
「FAIR PLAY TALK」

メディア露出

チャリティ自動販売機

飲料1本につき10円がOcean’s Loveへ
寄付されるチャリティ自動販売機

■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。
■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。
■飲料メーカーは「伊藤園」となります。

詳細はOcean’s Love 伊藤までお問い合わせください！
MAIL：info@oceanslove.jp

クラウドナインコンサルティング合同会社様が
運営する「FINO PARK 由比ガ浜大通り」に
設置いただきました。

設置頂けるパートナー様を募集しています!!



株式会社ビーバイ・イー(ママバター)

株式会社ローカルモーションジャパン

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

ギャップジャパン株式会社 株式会社セールスフォース・ドットコム

富士ゼロックス東京 かけはし倶楽部 リコー社会貢献クラブ・FreeWill

MS&ADゆにぞんスマイルクラブ 有限会社葉山

EQUIP PLAS Enjoy Bros

株式会社なドマン研究所 守源旅館

株式会社EATプランニング カイマカニヨガ

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

Pacific Style

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

サーフ90茅ヶ崎ライフセービングチーム

ちがさきサポセン

茅ヶ崎市民活動サポートセンター

beME pottery

LANAI MAKAI

提供企業・団体（順不同・敬称略）

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）

2021年度POSC 社会貢献活動助成

茅ヶ崎湘南ロータリークラブ 「えにしだ基金」

助成（順不同・敬称略）



50音順・敬称略

Ocean’s Loveサポーター

アフタースクール支援（クラウドファンディング 順不同・敬称略）

杉崎 智一 伊藤 由偉子 鈴木 和彦 山守 弘恵 大西 祥子 バーノン 須磨子

東條 知子 森井 志津江 丸山 浩 山本 靖大 森 毅 すがぬま けん

金澤 次郎 北村 衛 大島 修 山本 博之 森 則之 丸山 浩

吉田 健一 神 一世子 稲葉 智子 谷田 希 田中 武彦 小島 朋子

黒川 陽介 関口 歌奈子 中山 幹夫 阿部 きく江 福田 浩之 中島 克洋

伊藤 梨早子 神田 三浩 神田 和美 伊東 敬介 片岡 猛 植島 淳

池田 美砂子 竹内 弓乃 益田 宣子 薄井 健二 小田 邦裕 西澤 武芳

佐々木 大生 白井 正明 古野 彩 小林 佳代 佐藤 裕子 長瀬 麻実

石黒 明子 酒井 早苗 桃原 鈴 村川 昌也 三浦 昌浩 水上 雄介

宇都宮 慎二 三浦 綺李子 伊勢 弥生 中村 佳代子 小森田 裕子 五十嵐 裕之

林 智也 大山 昌世 伊藤 春彦 日高 まき 岩嵜 ゆかり 齋藤 歩

西村 知子 大吉 朋子 谷上 周史 松原 未知 内村 太郎 井上 敬文

菊崎 伸也 黄金井 恭子 平井 良介 阿比留 順子 荒井 ルミコ 千田 靖呂

行谷 玲於菜 山崎 祐輔 久住 奈美 瀬畑 真理 中台 智之 松田 憲一

杉山 千秋 安田 倫代 渡邉 穂高 藤谷 明子 村山 裕紀 松野 由香

三塩 卓也 神尾 真理子 佐々木 千史 松山 真理 村松 憲樹 小澤 穂菜美

木村 祐子 藤本 美生子 松崎 徹 勝田 日出美 安田 実紀 野上 昭司

近藤 洋子 鳥之海 映子 宇田川 裕俊 高野 洋介 佐藤 正明 工藤 昌

一瀬 美那 鈴木 薫 Angela Maki, Rosie & Jordan Hart

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 鬼塚 大 伊藤 純雄 梶原 双葉 丸山 康幸 岩本 和子

工藤 葉子 高橋 弘樹 高野 洋介 佐藤 文代 斎藤 朝美 山本幸恵

山名 健太郎 篠崎 まゆみ 酒井 早苗 小川原 陶子 浜崎 裕一 杉山 浩道

杉山 尚輝 杉山 由江 成瀬 幹雄 西出 朋範 相澤 亮太 中村 佳代子

長沼 建吾 長塚 英治 坪井 千枝 木村 祐子 楠元 寿典 楠元 和美

野口 勝

ボランティアサポーター（年間3回以上参加 順不同・敬称略）

北村 衛 大島 修 藤岡 陽子 小島 朋子 伊藤 梨早子 伊勢 弥生

中島 克洋 渡邉 宗光 藤田 義直 中野 美紀 秋本 貴幸 住吉 ゆか



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）

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

伊藤 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

新津 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 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 内山 純平 下池 たけ子

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

高橋 弘樹 小川 めぐみ 佐々木 尚子 松浦 優白 猪山 恵子 田中 武彦

大山 昌世 北澤 美穂 神山 敦嗣 安達 静香 杉山 千秋 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



会計報告

[税込]（単位：円）

自 2020年11月 1日 至 2021年10月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 4,030,972 

【受取助成金等】

受取助成金 1,428,540 

受取補助金 2,011,617 3,440,157 

【事業収益】

物品販売収益 576,111 

行事参加会費収益 154,437 

就労支援事業収益 114,500 

通所支援事業収益 19,694 864,742 

【その他収益】

受取 利息 131 

雑 収 益 179,067 179,198 

経常収益 計 8,515,069 

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料 手当 10,571,689 

法定福利費 847,305 

福利厚生費 60,304 

人件費計 11,479,298 

（その他経費）

売上 原価 462,922 

諸 謝 金 65,230 

接待交際費 11,660 

旅費交通費 623,309 

スクール費 239,200 

車 両 費 20,000 

通信運搬費 170,387 

消耗品 費 1,218,537 

修 繕 費 6,000 

水道光熱費 7,918 

地代 家賃 749,350 

賃 借 料 4,400 

減価償却費 16,870 

保 険 料 36,170 

諸 会 費 1,900 

支払手数料 627,960 

為替 差損 88 

雑 費 22,472 

その他経費計 4,284,373 

事業費 計 15,763,671 

【管理費】

（人件費）

人件費計 0 

（その他経費）

会 議 費 7,600 

旅費交通費 7,810 

通信運搬費 246,087 

消耗品 費 296,762 

修 繕 費 36,300 

水道光熱費 77,693 

地代 家賃 1,347,178 

広告宣伝費 4,719 

減価償却費 72,900 

保 険 料 39,596 

諸 会 費 22,800 

リース 料 178,207 

租税 公課 3,820 

支払寄附金 800 

支払手数料 406,605 

管理 諸費 689,864 

支払 利息 129,873 

雑 費 1,650 

その他経費計 3,570,264 

管理費 計 3,570,264 

経常費用 計 19,333,935 

当期経常増減額 △ 10,818,866 

【経常外収益】

経常外収益 計 0 

【経常外費用】

経常外費用 計 0 

税引前当期正味財産増減額 △ 10,818,866 

法人税、住民税及び事業税 70,000 

当期正味財産増減額 △ 10,888,866 

前期繰越正味財産額 6,100,108 

次期繰越正味財産額 △ 4,788,758 



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！

【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/JCB/AMEX
その他の支払方法：Amazon Pay(JCB/Diners/AMEX等対応)

【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。

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、寄付者には税制上の優遇措置のある「認定NPO法人」です。
認定NPO法人は、所轄庁（都道府県）から公益性や運営・経営の健全性など一定の基準を満た
していることを認められた国内で約5%しかないNPO法人です。
ぜひOcean’s Loveへのご寄付をご検討宜しくお願い致します！

MAHALO


