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2019年度　湘南VISION大学 開校！

　2019年6月9日（日）10時～、江の島ヨットハウスにて、「湘南VISION大学開校１周年記念シンポジウム＆2019年度開校
式～海をもっと楽しもう！～」を開催しました。おかげさまで130名を超える方々にご参加いただき、大盛況のうちに幕を
閉じることができました。
　鈴木恒夫藤沢市長、サーフライダーファウンデーションジャパン・ 佐賀和樹理事、 シネコヤ・ 竹中翔子代表取締役から
は心のこもった御来賓挨拶をいただきました。開校宣言は学長の片山清宏。基調講演では川廷昌弘さんからの白熱した
ご講演。パネルディスカッションでは、パネリストの皆さんから「それぞれのSDGs」×「SDGs14海の豊かさを守ろう」のア
イデアを出していただき、会場の皆さんとのクロストークも行いました。川廷講師、パネリストの高橋里佳さん、石橋尊久
さん、内田一音さん、 中許竜宏さん、ありがとうございました！
　交流会では、今年も地元藤沢の名イタリアンレストラン「タントタント」のお料理、湘南で活躍する16人のゲストスピー
カーによる想い溢れる楽しいプレゼン、海洋プラごみ回収装置（Seabin）の見学ツアーなど、参加者の皆さん全員が一緒
になって楽しい時間を創り上げてくださいました。
　今年度も湘南VISION大学は安全で楽しい海の環境教育、海のある暮らしを楽しんでいただける授業を開催していき
ますので、どうぞよろしくお願いいたします！



NPO法人湘南ビジョン研究所　理事長  片山清宏

開校挨拶

　本日はお忙しい中、「湘南VISION大学開校１周年記念シンポジウム＆2019年度開校式」にお越しくださいまして、あり
がとうございます。昨年５月にこの場所で、湘南VISION大学の開校を宣言しました。当時、受講生はいない、活動資金は
ない、スタッフは足りない、事務所もない、教室もない、まさに「ないないづくし」でのスタートでしたが、「湘南の海を守り
たい」という強い思いを持ってスタッフ全員で運営し、本日、おかげさまで２年目を迎えることができました。昨年は23講
座を開催、合計1,147人の生徒に受講いただきました。昨今、海洋汚染が世界的な問題になっており、海の環境教育に特
化した市民大学を運営することで、微力ながら社会に貢献していきたいと思っています。
　昨年１年間、湘南VISION大学を運営してみて大きな収穫が２つありました。一つは、民間企業とのタイアップ授業が
開催できたこと。GDOという大手ゴルフ企業と一緒にビーチクリーンや環境教育をセットにした環境に優しいナイトゴ
ルフを開催。LEDなどの民間の最先端技術を使って安全でクリーンなイベントになり、結果的には300人が集まり大盛況
となりました。
　２つ目は、高校生・大学生スタッフがインターンに入ってきたこと。インターン生は、海の環境について勉強したい、
NPOでマネジメントやリーダーシップを勉強したいなど、とても前向き。昨年のインターン生の一人は、湘南VISION大学
での経験を活かして第一志望の地元メディアに就職を決め、この４月から働いています。
　湘南VISION大学を主催する「湘南ビジョン研究所」は、私が地元中学の同級生の仲間と5～6人と８年前にビーチクリ
ーンからスタートした団体で大きく２つの柱で活動しています。まず「海づくり」。これは海岸の国際環境認証ブルーフラ
ッグの取得を目指した海の環境保全活動です。最初は無理だと言われていましたが、おかげさまで5年越しの活動が実
り2016年4月に由比ガ浜でアジア初（日本初）で取得することができました。もう一つは「人づくり」。この湘南VISION大学
です。
　この「海づくり」と「人づくり」の２本の事業を通して、「海を守り、未来をつくる」活動を行っていこうというのが私たちの
理念です。今では会員約60人。湘南VISION大学は、卒業生を１万人輩出することが目標。１万人の卒業生が「海を守る」
活動に参加すれば、海はもっときれいになって、湘南ももっと魅力的なまちになると思っています。10年後、20年後、湘南
地域のみなさんから愛されている大学にしたいと思っていますので、是非これからもよろしくお願いします。
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博報堂CSR推進担当部長    川廷昌弘氏

幼稚園教諭　高橋里佳氏
活動テーマ：目標15「陸の豊かさも守ろう」

　母親が幼稚園の園長で教育者だったことが影響しているの
か、小さい頃から常に「本当の幸せは何か」を考えてきました。
幼稚園の仕事を通じて気づいたのは、幸せをつくるのは「子ど
もの頃の教育」だということ。「モンテッソーリ教育」や「シュタ
イナー教育」などを学び、武者修行として東京での幼稚園勤務
でプロジェクト型の「掘り下げる教育」も経験しました。しかし、
東京での合理的な教育には違和感を感じるようになりました。
　その後、鎌倉に帰り、現在の幼稚園で働き始めたとき、感覚
的に「空気がとても気持ち良い」と感じました。それから、幼稚園の裏山にある草木の生い茂る土地を開拓し自然の教育
をはじめました。そこはまさに発見と感動の宝庫で、子どもたちそれぞれが自由に楽しいことを見つけ、生き生きとしてい
ました。実際に見て、触れて、自然を学ぶ。自然と人とのつながり、人と人との協働からの学びがありました。
　一方で、山の活動だけではなく、地引網やビーチクリーンなど海の活動も子どもたちと一緒にやっています。由比ヶ浜
にクジラの赤ちゃんが死んで打ち上がり、原因がプラスチックだったことの出来事も教育につながっています。自分たち
で命に触れて、自分らしく生きることを考え、地球も大事にできる子どもたちへの教育を目指しています。
湘南VISION大学では、山の木材を使って筏をつくって海へ出たり、森の活動と海をつなぐような関わりをしていきたいと
思っています。

第1部 基調講演   「SDGsで湘南の未来を考える」

第2部 パネルディスカッション
「湘南の海を守り、未来をつくる～SDGsで私たちができること～」
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よしもと芸人／おとう飯大使 石橋尊久氏
活動テーマ：目標５「ジェンダー平等を実現しよう」

　湘南には、1年程前に子どもが小学校に入学するタイミング
で引っ越してきました。また、よしもと芸人でありながら、3年
前に内閣府から「おとう飯大使」に任命されました。「おとう飯
大使」は、夫の家事参加をPRする活動です。子どものいる家庭
で、なかなか第二子につながっていない理由の一つが、夫の
家事不参加ということにあります。イクメンという言葉やイメ
ージはちょっとカッコつけ過ぎな感じがするし、男女平等とい
うか手伝いをしようということです。みなさんで男女平等な世
界をつくっていければと思っています。
　働きがいも経済成長もがテーマです。何が一番「湘南ぽい」かなと思った時に、流木を拾ってQRコードをつけて名刺代
わりにして配りボケていたら仕事につながりました。つまり、海からシゴトをいただく、なんでも仕事につながる発想でや
っていきたいと思います。

障がい者サーフィン世界チャンピオン　内田一音氏
活動テーマ：目標11「住み続けられるまちづくりを」

　私は、江の島生まれ、アダプティブサーフィン世界大会の
2017年・2018年のチャンピオンです。障がい者でもあります。
　海外の大会に参加していると、外国の障がい者はとっても
活動的だと感じさせられます。ある大会の最終日のパーティー
では口論になるほど元気です。海外では障がい者に手を差し
伸べるのが当たり前の習慣があり、海外では「バリアフリー」と
いう言葉がありません。「アダプティブ＝適応性」と表現します。
　私は、由比ヶ浜でアダプティブビーチを進めています。砂浜
では車椅子が使えません。だから海外では砂浜にマットが敷かれていて、アダプティブな環境が用意されています。これ
は世界の常識なのですが、日本ではそういう環境がありません。それを実現していきたいと思います。
また、障がい者にサーフィンを教えていて、その人にあったサーフボードもつくっています。そのような活動を通じて、「海
の豊かさを守ろう」だけではなく、「海の豊かさを共有して誰もが住み続けられる街」をつくっていきたいと思っています。

湘南学園小学校 教諭　中許竜宏氏
活動テーマ：目標4「質の高い教育をみんなに」

　湘南学園小学校の6年生の担任をしています。教育で大事
なのは、人生は「愛」にあふれていると理解すること。そして、
感動を見逃さない、一緒に共有していく、五感を大切にする、
人との出会いを大切にすることも大事です。
　私の社会科の授業では、「日本の自給率は低い」というテー
マを取り上げ、日本の自給率を上げるためにどうするかを考
えたりします。地元のパン屋さんと共同で、パン作りを通じて
自給率やビジネスについて考えたり、米粉を活用した新しい
アイデアから商品化なども考えました。その授業を通じてTPPの問題を議論したりと、学びと体験がつながることからより
良い教育になればと思います。
　湘南VISION 大学では、海の仕事をしている方々とのつながりを通じて、みんなで一緒に海の魅力や課題をまとめ、未来
に残すべきものを伝えていくために、地域に住むアーティストにも協力してもらいながら絵本をつくっていきたいです。そ
して、これからは「できることをやる」から「人の心を動かす行動」へつなげていくことが大事だと思っています。
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一人ひとりのライフ・シフト being
SDGsをカードゲームで体感しよう ! ① 

海で心もカラダもキレイになろう！
BEACH YOGA Day 2019

Report
 

　当日は雨かな？って思っていましたが…おかげさま
で1滴の雨もふらず楽しく開催できました～♪
　海人先生、西村先生をはじめ、ご参加頂きました皆
様本当にありがとうございました。
　また、8月4日（日）鵠沼海岸にて、海人先生の《相模
湾の深海をのぞこう！学ぼう！～ 深海への挑戦、探索
の歴史～》も開催します。深海魚が好きな方、潜水調
査船しんかい6500が好きな方、海人先生ファンの方、
夏休みの自由研究にも！　　　　　　　　 （みなつ）

　SDGsカードゲームでは10名の方に世界をつくって
いただき、全員が個人のゴールを達成し、さらに2030
年の世界も経済、環境、社会ともにSDGsを達成する
結果となりました。最後に、レゴ®シリアスプレイ®のメ
ソッドを活用して、2030年にご自身が取り組んだ
SDGsで目標を達成した姿をそれぞれが組み立てたタ
ワーで語っていただきました。
「みんなのSea Side」のリラックスできる素敵な空間
で、たのしい雰囲気の中での授業となりました。

（中村よう）

2019年6月15日（土） 14:00～17:00
みんなのSea-Side
　　

歴史のカケラをみつけよう！
ビーチコーミングでタイムトリップ
2019年6月23日（日） 10:00～12:00
由比ヶ浜（坂ノ下） 
　　

　波穏やか海風ゆったり、絶好のコンディション、総勢
18名、非日常の大海原の経験が出来ました。航海は、
江の島から東に由比ヶ浜、逗子沖方面まで、セーリン
グ競技が行われる海域にその光景を思い浮かべなが
らの航海となりました。タック（帆の方向を変えること)
も3回、セーリングの醍醐味も味わいました。
　帰港後のミニ講座では、やまゆり菊池船長によるセ
ーリングとやまゆりへの思いについて、また、2020セ
ーリング競技について資料をもとにレクチャ頂きまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　            （斉藤）

　ブルーフラッグ取得4周年イベント「YUIGAHAMA 
BEACH YOGA DAY 2019」にご参加いただいた皆様あ
りがとうございました！天候は最適な気温で気持ちよ
くビーチヨガにクリーンアップ、環境教育がおこなえ
ました。
　このイベントは湘南VISION大学の授業の一環とし
て開催していますが、今回初参加のミス・ワールドの
ファイナリストの方々も熱心に授業に取り組んでくだ
さいました。講師を務めていただいた加藤亜希子さ
ん、本当にありがとうございました！　　　　(イリエ）

2019年7月20日（土） 17:00～18:40
由比ガ浜海水浴場HEAD OFFICE前
　　

2020五輪セーリング海上周辺ぐるり！
「帆船やまゆり」乗船体験
2019年7月15日（月） 14:00～15:30
江の島ヨットハーバー 
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誰でも参加できる"海の学び場"『湘南VISION大学』授業

　もうすぐ待ちに待った夏休み！今年は親子でマリ
ンスポーツにチャレンジしてみませんか？
　先生は日本一生徒数の多いボディボード専門店『
サンタートル』代表・プロボディボーダーの平林政
夫先生。初心者の方にも優しく楽しくボディボード
を教えてくれます。
　ボディボードに必要な道具は全てこちらでご用意
しますので、手ぶらで気軽にお越しください。今回は
サンタートルさんのご協力を得て、湘南VISION大学
開校1周年記念特別価格！レッスン、ボードなどのレ
ンタル料すべて込みで親子ペアで4,000円！このチャ
ンスをぜひお見逃しなく！

日時：2019年7月21日日曜日 14:00～16:00
場所：サザンビーチ海水浴場
講師：ボディボード専門店「サンタートル」代表　平林政夫
共催：ボディボード専門店「サンタートル」
参加費：親子ペア4,000円（保険代含む）（1名追加ごとに2,000円）
参加持ち物：タオル、ビーチサンダル、水着、日焼け止め、シャンプーなど

07.21

Sun

親子で海のスポーツを楽しもう！
手ぶらで初めてのボディボード体験

 身近にあるけれど普段はのぞくことの出来ない相
模湾の≪深海≫。国立海洋研究開発機構（
JAMSTEC）OB 山田海人先生をお迎えして、水深300
メートルの世界、潜水調査船「しんかい6500」の秘
話や深海生物のお話しなど、身近にあるからこそ知
ってほしい「相模湾の深海」についてたっぷりお話
いただきます！
　海の底ってなんだかドキドキ。近くて遠い未知の
世界をのぞいて見よう！ 
☆お子様にはもれなく『深海生物ポストカード』を
プレゼント。お楽しみに！

日時：2019年8月4日日曜日 13:00～15:00
場所：みんなのSea-Side（株式会社Be-Side内）
協力：株式会社Be-Side
講師：国立海洋研究開発機構（JAMSTEC）OB　山田海人 氏
参加費：大人1,500円。小中学生500円 親子チケット1800円（大人1名、

子供1名
定員：20名程度（どなたでも参加可）

08.04

Sun

深海への挑戦、探索の歴史
相模湾の深海をのぞこう！学ぼう！

 江の島のごく近いところにあるリゾートホテルのゆ
ったりとした多目的ホールで、ウクレレの楽しみ方
を学びませんか？ウクレレ演奏が初めての皆さんも
ご参加できます。大人や親子の皆さんでのご参加も
大歓迎！
　天気が良ければ、すぐ近くの江の島東海岸の海
辺で、ウクレレ演奏に合わせてフラダンスの女性講
師の先生に一緒に踊っていただきハワイアンミュー
ジックの楽しみ方（ハワイの海辺で楽しんでいるよ
うな）を体験しましょう。

日時：2019年8月11日日曜日 13:30～16:30
場所：国家公務員共済ホテル「ＫＫＲ江ノ島ニュー向洋」多目的ホール
協力：アロハウクレレサークル
講師：アロハウクレレサークル所属　斉藤富彦（とみ～斉藤）
定員：20名程度
参加費用：大人（中学生以上）1,500円/名。小学生以下の子どもは無料
テキスト：ウクレレ演奏用のテキスト（オリジナルコピー紙版）を皆さん

に配布します。

08.11

Sun

みんなで弾いて歌って楽しく学ぼう！
江の島でだれでもウクレレ体験

　日本最大級のゴルフポータルサイトを運営する
「株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）」
様とのコラボ企画！真夏の夜、海で、星の輝く月あか
りの下、LEDライトが内蔵されたゴルフボールを使
った新しいゴルフ「Night Golf 」を体験してもらうと
いうイベントです。幻想的な空間の中で、ライトアッ
プされた光の輪 (グリーン)へ向かってボールを打
つなんてワクワクしますね！
「Night Golf」を楽しんだ後は、由比ガ浜の海岸や河
川環境の改善を目指したビーチクリーンも実施しま
す。

日時：2019年8月17日土曜日 19:00～21:30
場所：由比ガ浜海水浴場
主催・共催：湘南VISION大学

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）
由比ガ浜茶亭組合

後援：鎌倉市
参加費：無料　手ぶらで大丈夫です。
その他：LEDライトが内蔵されたゴルフボールを使用します（無料貸

出）。クラブも無料で貸し出します。

11.17

Sat

真夏の夜、幻想的な海でゴルフをしよう！
Night Golf in 由比ガ浜海水浴場

申し込み・お問い合わせ：
Facebookイベントページの参加ボタンを押すか、info@shonan-vision.orgまでご連絡ください。
延期又は中止の場合は、Facebookイベントページ上又は湘南ビジョン研究所HPでご連絡します。
FB：@shonanvision
HP：http://shonan-vision.org/



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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