
 

湘南ビジョン研究所 事業報告書（平成 29 年 4 月１日～平成 30 年 3 月 31 日） 

 

Ⅰ 事業の成果 

 １ 特定非営利活動に係る事業  

 （１）湘南地域の活性化に関するビジョン策定事業 

    事業実施なし 

 

 （２）湘南地域の活性化に関するイベント事業  【責任者：片山清宏】 

【収 入 額】 100,410円 【支 出 額】 290,341円  

 

   ア 鎌倉ブルーフラッグ環境教育プログラム 

（ア） YUIGAHAMA BEACH YOGA DAY 2017 【担当者：入江健二】 

【開催団体】 主催：湘南ビジョン研究所、YUIGAHAMA FUN PROJECT実行委員会 

【日  時】 平成 29年 8月 19日（土）17時 00分〜19時 00分 

【場  所】 由比ガ浜海水浴場 

【内  容】 ビーチクリーン、BF環境教育、ビーチヨガ 

【参加者数】 52名 （講師 2名、スタッフ従事者数 10名） 

【収 入 額】 36,810円（環境教育コーディネーター料等） 

【支 出 額】 46,763円（ビーチヨガ講師料、印刷費、消耗品等） 

 

 

 

 

 

 

   （イ）みんなでビーチコーミング〜みつけよう海の宝物〜 【担当者：片山清宏】 

【開催団体】 主催：鎌倉青少年指導員連絡協議会、協力：湘南ビジョン研究所  

【日  時】 平成 29年 9月 9日（土）9時 00分〜11時 30分 

【場  所】 由比ガ浜海水浴場 

【内  容】 ビーチコーミング、BF環境教育 

【参加者数】 30名 （講師 2名、スタッフ従事者数 4名） 

【収 入 額】 0円      【支 出 額】 0円 

 

 

 

 

 

    

 



 

（ウ）うみの環境しらべ隊〜由比ヶ浜海岸調査活動〜秋編 【担当者：片山清宏】 

【開催団体】 主催：NPO法人チームくじら号、共催：湘南ビジョン研究所  

【日  時】 平成 29年 10月 28日（土）13時 00分〜15時 30分 

【場  所】 由比ヶ浜公会堂集合 

【内  容】 実験、プラスチックゴミ講演、BF環境教育 

【参加者数】 20名程度 （講師 3名、スタッフ従事者数 5名） 

【収 入 額】 0円     【支 出 額】 0円 

 

 

 

 

 

 

   （エ）うみの環境しらべ隊〜由比ヶ浜海岸調査活動〜冬編 【担当者：片山清宏】 

【開催団体】 主催：NPO法人チームくじら号、共催：湘南ビジョン研究所  

【日  時】 平成 30年 2月 11日（日）13時 00分〜16時 00分 

【場  所】 由比ガ浜海岸、由比ガ浜公会堂 

【内  容】 海岸清掃、調査、発表・講評、講演 

【参加者数】 40名程度 （講師 3名、スタッフ従事者数 6名） 

【収 入 額】 0円     【支 出 額】 0円 

 

 

 

 

 

 

  イ 環境教育イベント 

   （ア）初夏の湘南海岸・浜歩き 【担当者：小林秀光】 

【開催団体】 主催：湘南ビジョン研究所、湘南クリーンエイド倶楽部 

【日  時】 平成 29年 5月 21日（日）9時 00分〜12時 00分 

【場  所】 鵠沼・辻堂・茅ヶ崎海岸 

【内  容】 ビーチクリーン、浜歩き、植生観察 

【参加者数】 11名 （スタッフ従事者数 4名） 

【収 入 額】 2,000円（参加費） 

【支 出 額】 6,508円（講師料、ボランティア保険代、印刷費） 

 

 

 

 

 



 

 （イ）鎌倉バリアフリービーチ in材木座 【担当者：松本彩】 

【開催団体】 主催：鎌倉バリアフリービーチ実行委員会、協力：湘南ビジョン研究所 

【日  時】 平成 29年 7月 23日（日）8時 30分〜12時 00分 

【場  所】 材木座海水浴場 

【内  容】 車椅子の方のサポート 

【参加者数】 20名、ボランティア協力者 160名（スタッフ従事者数 4名） 

【収 入 額】 0円      【支 出 額】 0円 

 

 

 

 

 

 

   （ウ）ほのぼのビーチフェスティバル 2017 【担当者：小林秀光】 

【開催団体】 主催：ほのぼのビーチフェスティバル、出展：湘南ビジョン研究所 

【日  時】 平成 29年 7月 30日（日） 

【場  所】 茅ヶ崎ヘッドランドビーチ 

【内  容】 写真立てづくりワークショップ、BF説明 

【参加者数】 ワークショップ 10名 （スタッフ従事者数 7名） 

【収 入 額】 0円   【支 出 額】 1,836円（消耗品） 

 

 

 

 

 

 

      （エ）秋の湘南海岸・浜歩き（湘南大学プレ講座） 【担当者：小林秀光】 

【開催団体】 主催：湘南ビジョン研究所、湘南クリーンエイド倶楽部 

【日  時】 平成 29年 11月 3日（金）9時 00分〜12時 00分 

【場  所】 辻堂・茅ヶ崎海岸 

【内  容】 ビーチクリーン、浜歩き、植生観察、写真立てづくり 

【参加者数】 11名 （スタッフ従事者数 7名） 

【収 入 額】 3,600円(参加費) 

【支 出 額】 5,668円（講師料、ボランティア保険代） 

 

 

 

 

 

 



 

  （オ）NPO見本市＠深沢高校 【担当者：富山渉】 

【開催団体】 出展：湘南ビジョン研究所 

【日  時】 平成 29年 11月 16日（木）13時 00分〜16時 00分 

【場  所】 神奈川県立深沢高等学校 

【内  容】 ブルーフラッグ環境教育、ビーチグラスワークショップ 

【参加者数】 75名 （講師 2名、スタッフ従事者数 3名） 

【収 入 額】 3,000円(イベント協力費) 

【支 出 額】 13,432円(講師料、ボランティア交通費) 

 

 

 

 

 

 

    （カ）モーニングビーチクリーン 【担当者：川嶋名津子・西尾英子】 

【開催団体】 主催：湘南ビジョン研究所、共催：片瀬鵠沼 40s 

【日  時】 平成 29年 12月 17日（木）7時 00分〜8時 30分 

【場  所】 片瀬西浜「イルキャンティビーチェ」裏 

【内  容】 ビーチクリーン、コーヒー交流会 

【参加者数】 約 20名 （スタッフ従事者数 4名） 

【収 入 額】 0円 【支 出 額】 6,388円(ボランティア保険代、交流会茶菓) 

 

 

 

 

 

 

  ウ セーリング普及イベント 

（ア） セーリングナイト in 鎌倉〜オリンピックを 10倍楽しむ講座〜 【担当者：大塚靖雄】 

【開催団体】 主催：湘南ビジョン研究所、江ノリンピック盛り上げ隊 

【日  時】 平成 29年 9月 5日（火）19時 00分〜21時 00分 

【場  所】 鎌倉生涯学習センター会議室 

【内  容】 江ノリンピック活動紹介、セーリング講座、座談会 

【参加者数】 11名 （講師 2名、スタッフ従事者数 3名） 

【収 入 額】 11,000円（参加費）  【支 出 額】 2,800円（会場代等） 

 

 

 

 

 



 

（イ） セーリングナイト in 藤沢〜オリンピックを 10倍楽しむ交流会〜【担当者：大塚靖雄】 

【開催団体】 主催：湘南ビジョン研究所、江ノリンピック盛り上げ隊 

【日  時】 平成 29年 9月 26日（火）19時 30分〜21時 30分 

【場  所】 コワーキングスペース comad 

【内  容】 江ノリンピック活動紹介、セーリング講座、交流会 

【参加者数】 13名（講師 2名、スタッフ従事者数 3名） 

【収 入 額】 19,500円（参加費） 

【支 出 額】 16,000円（会場代等） 

 

 

 

 

 

 

  （ウ）葉山 deクルージング  【担当者：大塚靖雄】 

【開催団体】 主催：湘南ビジョン研究所、江ノリンピック盛り上げ隊 

【日  時】 平成 29年 11月 3日（金）15時 00分〜19時 00分 

【場  所】 葉山マリーナ 

【内  容】 セーリング講演、クルージング体験 

【参加者数】 約 40名（講師 3名、スタッフ従事者数 8名） 

【収 入 額】 0円 【支 出 額】 11,916円(イベント開催負担金) 

 

 

 

 

 

 

  エ まちづくり講座・イベント 

  （ア）Beach Night Picnic 〜海のある暮らしをもっと楽しもう〜 【担当者：片山久美】 

       【開催団体】 主催：湘南ビジョン研究所 

       【日  時】 平成 29年 6月 10日（土）16時 00分〜20時 00分 

       【場  所】 湘南海岸公園 

       【内  容】 交流会 

       【参加者数】 10名（スタッフ従事者数 3名） 

       【収 入 額】 0円      【支 出 額】 0円 

 
 
 

 

 



 

  （イ）湘南大学×シネコヤ おしゃべり考房 01（湘南大学プレ講座） 【担当者：中村容】 

       【開催団体】 主催：湘南ビジョン研究所、シネコヤ 

       【日  時】 平成 29年 11月 11日（土）15時 30分〜17時 00分 

       【場  所】 映画と本とパンの店「シネコヤ」 

       【内  容】 映画『ブランカとギター弾き』鑑賞後にワークショップ 

       【参加者数】 6名（講師１名、スタッフ従事者数 3名） 

       【収 入 額】 12,000円(参加費)   

【支 出 額】 14,716円(講師料、印刷費、ボランティア交通費等) 

 
 
 

 

 

 

  （ウ）湘南大学×シネコヤ おしゃべり考房 02（湘南大学プレ講座） 【担当者：中村容】 

       【開催団体】 主催：湘南ビジョン研究所、シネコヤ 

       【日  時】 平成 29年 11月 18日（土）17時 30分〜19時 00分 

       【場  所】 映画と本とパンの店「シネコヤ」 

       【内  容】 映画『鏡は嘘をつかない』鑑賞後にワークショップ 

       【参加者数】 3名（講師１名、スタッフ従事者数 2名） 

       【収 入 額】 6,000円   

【支 出 額】 11,716円(講師料、印刷費、ボランティア交通費等) 

 

 

 

 

 

 

（エ）湘南ビジョン研究所×シネコヤ展示会 【担当者：郷渡美夏・関水裕子】 

       【開催団体】 主催：湘南ビジョン研究所、シネコヤ 

       【日  時】 平成 29年 11月 11日（土）〜24日（金） 

       【場  所】 映画と本とパンの店「シネコヤ」 

       【内  容】 湘南ビジョン研究所の活動紹介、ビーチグラス・写真展示 

       【参加者数】 シネコヤ入場者（スタッフ従事者数 5名） 

       【収 入 額】 0円【支 出 額】6,860円(消耗品費、ボランティア交通費等) 

 

 

 

 

 



 

（オ）海の見える農園でみかん狩り！（湘南大学プレ講座）【担当者：守屋祐一・片山久美】 

       【開催団体】 主催：湘南ビジョン研究所、UMEMARU Inc 

       【日  時】 平成 29年 12月 10日（土） 

       【場  所】 みかん農園「UMEMARU FARM」10時〜12時 

       【内  容】 農業の 6次産業化の講義、みかん狩り、クリスマスツリー飾り 

       【参加者数】 20名（講師 1名、スタッフ従事者数 4名） 

       【収 入 額】 6,500円（参加費）   

【支 出 額】 9,530円(講師料、研修費、消耗品等) 

 

 

 

 

 

 

  オ フォーラム等への参加 

   （ア）カマコンバレー定例会でのプレゼン 【担当者：大塚靖雄】 

              【開催団体】 プレゼン：大塚靖雄、宍戸幹央、片山清宏 

              【日  時】 平成 29年 6月 15日（木）19時 00〜21時 00分 

              【場  所】 KOTOWA鎌倉 鶴ヶ岡会館 

              【内  容】 セーリングタウンプロジェクトのプレゼン 

       【参加者数】 約 100名（発表者 3名、スタッフ従事者数 3名） 

       【収 入 額】 0円       【支 出 額】 0円 

 

 

 

 

 

 

   （イ）湘南シゴト会議 vol,1〜湘南で働くリアルを知る〜への登壇 【担当者：片山清宏】 

       【開催団体】 登壇者：湘南ビジョン研究所 片山清宏 

       【日  時】 平成 29年 9月 29日（金）19時 00分〜21時 00分 

       【場  所】 コペンローカルベース鎌倉 

       【内  容】 ブルーフラッグ、湘南ビジョン研究所の活動紹介等 

       【参加者数】 40名（登壇者 3名、スタッフ従事者数 1名） 

       【収 入 額】 0円       【支 出 額】 0円 

 

 

 

 

 



 

 

（ウ） チームくじら号進水式（NPO法人設立記念式典）に参加 【担当者：片山清宏】 

       【開催団体】 主催：NPO法人チームくじら号  

       【日  時】 平成 29年 9月 16日（土）17時 30分〜20時 30分 

       【場  所】 葡萄屋  

       【内  容】 NPO法人設立記念式展、読み聞かせライブ等 

       【参加者数】 40名（スタッフ従事者数 1名） 

       【収 入 額】 0円       【支 出 額】 0円 

 

 

 

 

 

 

（エ） 文教大学「地域のサスティナブル・デザイン論」で講義 【担当者：片山清宏】 

       【開催団体】 文教大学国際学部  

       【日  時】 平成 29年 12月４日（月）11時 00分～12時 30分 

       【場  所】 文教大学湘南キャンパス 6105教室 

       【内  容】 講演テーマ 

              湘南の未来をつくる〜アジア初「ブルーフラッグ」取得への挑戦〜 

       【参加者数】 受講生 30名（講師 1名） 

       【収 入 額】 0円       【支 出 額】 0円 

 

 

 

 

 

 

（オ） 学生インターンの受入 【担当者：片山清宏】 

       【受入団体】 主催：湘南ビジョン研究所  

       【日  時】 平成 30年 12月 27日（水）〜 

       【内  容】 ソーシャルマガジン取材・編集、イベント企画運営 

       【参加者数】 文教大学国際学部国際理解学科 3年 1名） 

       【収 入 額】 0円       【支 出 額】 0円 

 

 

 

 

 

 



 

（カ） 海岸美化団体等交流会に参加 【担当者：小林秀光】 

       【開催団体】 主催：公益財団法人かながわ海岸美化財団  

       【日  時】 平成 30年 3月 3日（土）10時 30分〜12時 30分 

       【場  所】 藤沢土木事務所汐見台庁舎１階会議室 

       【内  容】 講演、感謝状贈呈式、ボランティア活動団体発表、懇親会 

       【参加者数】 141名・81団体（スタッフ従事者数 1名） 

       【収 入 額】 0円       【支 出 額】 0円 

 

 

 

 

 

 

    カ 調査及び受講システム構築 

       【収 入 額】 0円      【支 出 額】 136,208円 

 

 （３）湘南地域の活性化に関する情報発信事業  【責任者：片山清宏】 

       【収 入 額】 1,000円   【支 出 額】 230,368円 

 

   ア 湘南ビジョン研究所パンフレット作成 【担当：片山清宏】 

       【作成部数】 1,000部  【従事者数】 2名      【支 出 額】 38,880円 

 

 

 

 

 

 

   イ 湘南ビジョン研究所ソーシャルマガジン「SHONAN VISION」作成  【担当：森休八郎】 

       【作成部数】 500部/月×6 ヶ月（10 月号/11 月号/12月号/1 月号/2 月号/3 月号） 

【従事者数】 5名     

【収 入 額】 1,000円 (広告料) 【支 出 額】127,254円(印刷費、会議費) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ウ 湘南ビジョン研究所名刺の作成   【担当：片山久美】 

【作成部数】 100枚×18名 【従事者数】 2名    【支 出 額】 14,384円 

 

 

 

 

 

 

   エ ホームページ、Facebook、Twitter、インスタグラム  【担当者：片山久美】 

【更新頻度】 随時 

【従事者数】 3名      

【支 出 額】 49,850円（レンタルサーバー料、ドメイン料、更新作業委託等） 

 

 

 

 

 

 

 （４）湘南地域の活性化に関する調査研究・コンサルティング事業 

    事業実施なし 

 

 （５）湘南地域の海岸に関する国際認証基準の取得及び普及促進事業 【責任者：白石学】 

【支 出 額】 0円 

    ４月 日本サーフィン連盟 茅ヶ崎支部長を務めた細井隆氏と面会。茅ケ崎でブル 

       ーフラッグ協議会を作りブルーフラッグ取得を目指すことを同意 

    ５月 茅ケ崎市議会議員 1名に趣旨を説明 

    ６月 茅ケ崎サザンビーチで水質調査を実施 

    ７月～８月 水質調査を実施（由比ガ浜海水浴場） 

 

 

 

 

 

 

 （６）その他法人運営に関する活動  【責任者：片山清宏】 

【支 出 額】 109,204円 

 

 

 



 

  ア 通常総会の開催 

       【日  時】 平成 29年 5月 24日（水）20時 00分〜20時 35分 

       【場  所】 藤沢市市民活動推進センターB会議室 

       【参加者数】 出席正会員 46人（うち委任状 36人） 

 

  イ 理事会の開催 

     第１回理事会 

       【日  時】 平成 29年 5月 24日（水）20時 40分〜20時 50分 

       【場  所】 藤沢市市民活動推進センターB会議室 

       【参加者数】 出席理事 9人（うち委任状 1人） 

 

     第２回理事会 

       【日  時】 平成 29年 11月 21日（火）20時 15分〜21時 30分 

       【場  所】 藤沢市民推進機構貸会議室 寿ビル 201号室 

       【参加者数】 出席理事 9人（うち委任状 1人） 

 

     第３回理事会 

       【日  時】 平成 30年 3月 23日（金）20時 00分〜21時 00分 

       【場  所】 藤沢市市民活動推進センターB会議室 

       【参加者数】 出席理事  6人（うち委任状 1人） 

 

  ウ 定例会の開催 

 

 

4月 

【日  時】平成 29年 4月 14日（金）19時 30分〜21時 30分 

【場  所】藤沢市市民活動推進センターA会議室 

【参加者数】8人 

 

5月 

【日  時】平成 29年 5月 12日（金）19時 30分〜20時 30分 

【場  所】藤沢市市民活動推進センターA会議室 

【参加者数】12人 

 

6月 

【日  時】平成 29年 6月 7日（水）19時 40分〜21時 30分 

【場  所】藤沢市市民活動推進センターB会議室 

【参加者数】14人 

 

7月 

【日  時】平成 29年 7月 14日（金）20時 40分〜20時 50分 

【場  所】8ラウンジ 

【参加者数】40人 

 

8月 

【日  時】平成 29年 8月 9日（水）19時 30分〜20時 50分 

【場  所】藤沢市市民活動推進センターB会議室 

【参加者数】16人 



 

 

9月 

【日  時】平成 29年 9月 22日（金）19時 30分〜22時 00分 

【場  所】藤沢市市民活動推進センターB会議室 

【参加者数】14人 

 

10月 

【日  時】平成 29年 10月 27日（金）19時 30分〜21時 00分 

【場  所】藤沢市市民活動推進センターB会議室 

【参加者数】12人 

 

11月 

【日  時】平成 29年 11月 22日（金）19時 30分〜22時 00分 

【場  所】藤沢市市民活動推進センターB会議室 

【参加者数】12人 

 

12月 

【日  時】平成 29年 12月 14日（木）19時 30分〜21時 00分 

【場  所】藤沢市市民活動推進センターA会議室 

【参加者数】12人 

 

1月 

【日  時】平成 30年 1月 20日（土）9時 00分〜13時 00分 

【場  所】藤沢市市民活動推進センターA会議室 

【参加者数】8人 

 

2月 

【日  時】平成 30年 2月 21日（金）19時 30分〜21時 30分 

【場  所】藤沢市市民活動推進センターB会議室 

【参加者数】8人 

 

3月 

【日  時】平成 30年 3月 23日（金）21時 00分〜22時 00分 

【場  所】藤沢市市民活動推進センターB会議室 

【参加者数】11人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


