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ビーサン跳ばしを続けたい



1.きっかけ

　昨今、市民による環境美化活動は目覚しく、湘南海
岸では週末になると多くの市民団体がビーチクリーン
をして、行政がゴミを回収するシステムが完成していま
す。ビーチクリーンを 企業のCSR活動に採用していると
ころも多く、千葉県や埼玉県から始発電車の乗って家
族で参加する方、出張に併せてくる方もおり、おかげで
海岸にはゴミが少なくなりました。また、市民のモラル
の向上も大きいです。

　しかし、つい30年前の昭和末期の頃は、海岸にはゴ
ミが散乱して、空き缶やコーラの割れたビンがあり、
注射器まで落ちて、それを誰も拾わない状況でした。
そもそもビーチクリーンという単語が知られていなか
った時代です。
　やがて平成に入り“子どもたちに裸足で歩ける海岸
を残したい”との思いで市民団体が始めたのが、「拾っ
たゴミと流した汗を入場券とした海岸コンサート」、そ
してせっかく綺麗になった砂浜で遊ぼうと考えたのが
ビーサン跳ばし選手権です。
　ここで自供紹介、名前は岩井信之、茅ヶ崎に在住し
ております。仕事は会社員で休日に市民活動を行って
います。土曜日の朝に鹿児島でビーサン大会があった
ときは、金曜日に仕事が終わってから夜に飛行機で福
岡まで移動して、最終の新幹線で熊本まで行き、始発
で何とかたどり着きましたが、このように忙しくしてい
ます。元々アウトドア志向で、ビーサン跳ばしの前は藤
沢市教育委員会の野外活動インストラクターとして、
八ヶ岳で夏はキャンプ、冬はスキーを教えていました。
料理も好きで、バーベキューでは食材購入から機材準
備、調理までを手がけます。

2.全国で開催

　1990年に茅ヶ崎市で始まったビーサン跳ばし選手
権も、今では全国各地で行われるようになりました。北
は岩手県や山形県、南は鹿児島県や沖縄県の宮古島
で。ひたちなか市阿字ヶ浦、お台場、知多市新舞子、金
沢市でも開催します。そして鎌倉市由比ガ浜海水浴場
に続き、この春に国際環境認証「ブルーフラッグ」を取
得した西の湘南と言われる「神戸市須磨海水浴場」で
も。たかがビーサン跳ばしですが、日々練習を重ねて
参加するリピーターの方も多く、その熱意はうれしく思
います。

　今はNPO法人日本ビーチ文化振興協会の皆様と一
緒に年間を通じたビーチの活用もしています。日本を
代表するトップアスリートによるビーチバレーやビー
チフラッグス、ビーサン跳ばし、水着にならなくても楽
しいことはたくさんあります。

　歴史はこんなところで、次にビーサン跳ばし選手権
の内容をご説明します。といっても、たいしたことでは
なく、規定のコートでビーサンを遠くに飛ばした方が
一番、普通は予選会があり勝ち残った方で決勝戦、昨
年10周年を迎えた金沢市での大会では全国で唯一の
団体戦もあります。今までの最高記録は33m。
　ビーサンを遠くに跳ばす秘訣はピュアな心で、余計
なことを考えないこと、そうしないと足が引っかかって
前のめりになったり、風でビーサンがブーメランになっ
て戻ってきたりします。水平線に向かって思い切り飛ば
してください。

後世へ裸足で歩ける海岸を残し、
いつまでも皆が楽しめるビーサン跳ばしを続けたい
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3.活動を通して海の感じたこと

　全国の海は、湘南と同じくゴミや海岸侵食の問題や
悩みを抱えています。しかし、人が少ないところほど環
境は悪化している感じです。「自然はそのままでよい」
という意見もありますが、昨今の地球温暖化による海
水温の上昇や巨大台風の発生と洪水、または生活スタ
イルの変化など様々な要因から、現在は「人が程よく手
を入れない」と現状を維持できないのではないでしょ
うか。自然を守ることは大事ですが。
　先ほどの阿字ヶ浦では近くに巨大な防波堤が出来て、
サーフィンの波が立たなくなったと苦情が殺到してい
ましたが、東日本大震災ではその防波堤が津波の力を
抑え、被害を軽減した例にみられるように。

　私の実家は横浜市で近くに流れる鶴見川は、かつて
は全国汚濁河川のワースト3に入る川でした。ヘドロに
溜まった河床からメタンガスが湧き出て悪臭を放して
いましたが、下水道の整備や市民のモラルの向上から、
それが今ではありません。湘南海岸の海水も砂浜と同
じように、昔と比べて水質的に良くなったと思います。
　茅ヶ崎海岸からみる富士山は、平塚の湘南平の背後
にあり、夕日が富士山を背に沈んでいきます。この景観
と併せて夏だけでなくいつも賑やかなところが好きです。

4.市民活動

　私は茅ヶ崎の市民団体「ほのぼのビーチ」にも所属し
ています。海が好きで、茅ヶ崎が好き、そして気の合う仲
間と集うことが好きな団体です。ボランティアは楽しむ
事から始めた方がきっと長続きできる、まずは60%の力
で続けよう、という活動方針を掲げています。ビーサン
跳ばしがビーチクリーンに参加するきっかっけになって
くれればと思って活動をしています。
　この団体が主催する毎年7月末の日曜日に行うビーチ
フェスティバルでは、ビーサン跳ばしや海岸コンサート、
身障者へのサーフィン教室を行っています。もう20年以
上も続けており、市民団体のイベントとしては全国でも
ランクインするのではないでしょうか。

　このほか文化事業として「なぎさシンポジウム（今年
で18回目）」を開き、海の環境や侵食について議論して
います。平成28年の時は湘南ビジョン様から由比ガ浜
のブルーフラッグ認証取得の発表を頂きました。
　最近感じることは、自分中心の方が多くなったのでし
ょうか、イベントは行政の許可を得て行っているのです
が、騒音などのクレームがすぐに来ます。
　もっと楽しくやりたいですね。

　直近のビーサン跳ばし選手権の予定は、5月25日茅
ヶ崎サザンビーチ（湘南祭）、5月26日神戸市須磨海岸、
6月2日逗子海岸（京浜急行ビーチクリーン）、7月28日
　茅ヶ崎ヘッドランドビーチ（ほのぼのビーチフェステ
ィバル）があります。参加したい方は当日会場で申し込
み（無料）をするだけですので、どうぞチャレンジしてみ
てください。

5.編集後記

　レポーターの壱岐と鎌倉から自転車で1時間走って
きたカメラマンの中川で望んだソーシャルマガジンの
初取材。

　当日の茅ヶ崎ヘッドランドビーチは晴れ日にも関わ
らず、冷たい南風が強く、夏はまだお預けといった陽気
でしたが、がんちゃんにはビーサン跳ばし選手権での
MCスタイルのアロハを着て、撮影、インタビューを快く
受けていただきました。きっと寒かったと思います。
　ビーサン跳ばしのほかに各種イベントのMCやメデ
ィアにも多数出演されており、話がうまく、楽しいひと
時でした。

　平成から令和へ御代がわりした今、後世へ裸足で歩
ける海岸を残し、そこで皆が楽しめるビーサン跳ばし
をずっと続けれるよう、当研究所はこの素晴らしい活
動を参考にしたいと思います。
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2017年

vol1. 10月号
片山清宏　
NPO法人湘南ビジョン研究所 
理事長

vol2. 11月号
大塚康雄　宍戸幹央　
江ノリンピック盛り上げ隊
発起人

vol3. 12月号
加藤道夫　
株式会社サーフレジェンド
代表取締役

2018年

vol4. 1月号
海津 ゆりえ　
文教大学国際学部教授

vol5. 2月号
山田海人　
ビーチコーマー

vol6. 3月号
川田貴章　
プロセーラー

vol7. 4月号
古木 克明
Baseball Surfer 

vol8. 臨時号
湘南VISION大学　
2018年度カリキュラム

vol9. 5月号
宮原昭夫　
作家

vol10. 6月号
古澤 純一郎　
NPO法人「海さくら」
理事長　

Back Number
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2019年

vol11. 7月号
伊藝 徳雄　
プロセーラー

vol12. 8月号
賀来ヨーナス
ガラス作家

vol13. 9月号
坂本昭夫 
海をつくる会 事務局長

vol14. 10月号
石橋尊久
お笑い芸人 イシバシハザマ 

vol15. 11月号
陸門浩行＆Lino
Lino Drops Kamakura

vol16. 12月号
湘南VISION大学　
ANNUAL REPORT 2018

vol17. 1月号
内田一音
世界アダプティブ・サーフィン
選手権大会 チャンピオン　

vol18. 2月号
守屋佑一　
湘南ゴールドエナジー
EXECTIVE PRODUCER

vol19. 3月号
林正洋 ― 　
株式会社林水泳教室 
取締役副社長

vol20. 4月号
岩井信之
ビーサン協会 会長



藤沢スマイル歯科医院

スタッフ募集　笑顔あふれる新しい職場
【募集要項】若干名
【交通費】全額支給（車通勤OK！）
【待遇充実！食事代補助】
【設立】2008年
【科】一般、小児、矯正、審美、予防、ホワイトニング、歯周病治療、顎関節治療
【休】完全週休2日制（水、祝、他1日）※祝日週の振替診療なし
【就業時間】（月、火、木、金）10：00～20：00
　　　　　（土、日）10：00～18：00　各日休憩90分
【他】夏季5日　冬季5日

いたくない！小児歯科から歯周病治療。入れ歯治療まで

トレアージュ白旗2F医療モール（小田急江ノ島線　藤沢本町から徒歩5分）
無料大型駐車場あり
HP　http://www.fujisawa-smileshika.jp
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