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Ocean's Loveとは？

アンジェラ・マキをはじめとするプロサーファーや、プロボディボーダー達が、全国各地で知的障がい児のためのサーフィ
ンスクールを地域の方 と々共に行う活動。 
障がいを持つ子どもたちを対象にアンジェラマキらが中心となり、サーフィン・ボディボードスクールを通じて社会とのコ
ミュニケーション、自然と触れ合い、感情あふれる健やかな成人になってほしいと願いを込めたサーフィンスクールです。

活動の意義

TO 障がい児＆家族　

・障がい児に海とサーフィンの楽しさを知ってもらう機会を提供する。

・障がい児の家族がともに楽しむ機会を提供する。

TO 地域 NPO・障がい者施設・海の家など主催団体

・地域 NPOに知名度向上、支援者開拓、自立を実感する機会を提供する。

TO 地域サーファー

・地域サーファーはいつもサーフィンしている海でいつもと違うサーフィンの楽しみ方を体験する機会を提供する。

TO 地域住民

・地域住民にサーフィンの楽しさを知ってもらう機会を提供する。

・地域住民に障がい者との接し方を知ってもらう機会を提供する。

・地域に外部から注目が集まる機会を提供する。

TO 企業の CSR

・メーカーをはじめ、企業にCSRとPRの機会を提供する。

TO ボランティアスタッフ

・運営ボランティアたちに、社会的活動に関わる喜び、人から必要とされる喜びを感じる機会を提供する。

TO スクール生

・社会と交流するきっかけ作る。

Ocean's Love 2013 実施スケジュール

【活動スケジュール】年間11回のイベント予定 9回を実施致しました。

① 6月22日（土）  ボランティアサーフスクール ＠神奈川県　茅ケ崎海岸
②7月7日（日）  ボランティアサーフスクール ＠島根県　古浦海岸　
③7月20日（土）  ボランティアサーフスクール ＠神奈川県　茅ケ崎海岸
④7月21日（日）  ボランティアサーフスクール ＠神奈川県　茅ケ崎海岸
⑤7月28日（日）  ボランティアサーフスクール ＠宮崎県　青島海岸
⑥ 8月11日（日）  ボランティアサーフスクール ＠北海道　浜厚真海岸
⑦ 8月25日（日）  ボランティアサーフスクール ＠愛知県　伊良湖海岸
⑧ 9月1日（日）  ボランティアサーフスクール ＠京都府京丹後海岸 中止
⑨ 9月28日（土）  ボランティアサーフスクール ＠神奈川県　茅ケ崎海岸　 　 
⑩ 9月29日（日）  フォローアップスクール  ＠宮崎県　青島海岸
⑪10月5日（日）  フォローアップスクール  ＠神奈川県　茅ケ崎海岸　中止

Ocean's Love 2013　実績

2012年 2013 年

実施回数 8回 9回

参加者数 139名 164 名

参加ボランティア数 669名 880 名

協賛企業の数 4 社 6 社
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Ocean's Love 2013年度　メディア掲載実績

新 聞

7 月 7 日 山陰放送

新 聞

7 月 7 日 読売新聞

雑 誌

6月
GLESTY

7 月 7 日 山陰中央テレビ 7 月 8 日 読売新聞松江版 7月

7月28日 宮崎放送 7 月 7 日 山陰中央新報 9月
Chaege

8月23日 苫小牧ケーブルテレビ 7月28日 北海道新聞 10月

ラジオ 9月21日 FM YOKOHAMA 8月23日 苫小牧民報

Ocean's Love 2013年　4月度会計報告活動計算書

【経常収益】

【受取寄付金】受取寄付金 9,417,593 

【その他収益】受取　利息 420 

 経常収益 計 9,418,013   

【経常費用】

 【事業費】 （人件費）

      給料　手当(事業 ) 1,401,779 

      通　勤　費(事業 ) 131,840 

 人件費計 1,533,619 

 （その他経費）売上　原価 1,261,682 

      諸　謝　金 40,000 

      印刷製本費(事業 ) 239,610 

      接待交際費(事業 )※注① 953,803 

      会　議　費(事業 ) 2,000 

      旅費交通費(事業 ) 2,145,646 

      車　両　費(事業 ) 372,881 

      通信運搬費(事業 ) 330,589 

      消耗品　費(事業 ) 317,238 

      賃  借  料(事業 ) 46,000 

      保　険　料(事業 ) 116,903 

      研　修　費 69,800 

      支払手数料(事業 ) 315 

      雑　　　費(事業 ) 21,140 

      その他経費計 5,917,607 

 事業費計 7,451,226 

  【管理費】

 （人件費） 役員　報酬 490,000 

 人件費計 490,000 

（その他経費）通信運搬費 50,425 

      消耗品　費 2,870 

      水道光熱費 35,179 

      地代　家賃 623,200 

      租税　公課 200 

      雑　　　費 3,570 

 その他経費計 715,444 

          管理費  計 1,205,444 

            経常費用  計 8,656,670 

              当期経常増減額 761,343 

【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 761,343 

        経理区分振替額 0 

          当期正味財産増減額 s761,343 

          前期繰越正味財産額 2,794,472 

          次期繰越正味財産額 3,555,815 

※注①　スクールのお弁当代・ドリンク代 Ocean's Love 2013 年度　活動報告
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Ocean's Love 2013年　活動報告

6月22日（土） ボランティアサーフスクール ＠神奈川県　茅ケ崎海岸

場所 茅ヶ崎ボードウォーク付近

参加費 スクール生　無料

参加人数 約16名

サポート人数 プロサーファー・ボディボーダーボランティア・ライフセーバーなどボランティアスタッフ：103名

天候 晴れ

主催 Ocean’s Love 事務局

スペシャルサンクスデー なし

御協力企業様
株式会社 LDH、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)、
株式会社ウェルネス湖北、株式会社 AKAKURA、株式会社フレイ・トラスト

提供

株式会社ウィングアップ・パートナーズ、パシフィック・オーシャン・ブルー、オービチュー
ン株式会社、GLAMS、Matsumoto Shave Ice（マツモトストア）、鬼怒川商事株式会社、コー
ルマンジャパン株式会社、シ・ワールド株式会社　ボードワークスジャパン 株式会社ロー
カルモーションジャパン、Lei Love Seven、メネフネウォータージャパン、Cookie Corner

運営協力 サーフ90茅ヶ崎ライフセービングクラブ、財団法人茅ケ崎市都市施設公社、GUARD

7月7日（日） ボランティアサーフスクール ＠島根県　古浦海岸

場所 島根県松江市　古浦海岸

参加費 スクール生　無料

参加人数 約12名

サポート人数 プロサーファー・ボディボーダーボランティア・ライフセーバーなどボランティアスタッフ：93名

天候 雨のち晴れ

主催 Ocean’s Love 事務局

スペシャルサンクスデー
The healthier the happier

      
株式会社ウェルネス湖北

御協力企業様
株式会社 LDH、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)、
株式会社ウェルネス湖北、株式会社 AKAKURA、株式会社フレイ・トラスト

提供

株式会社ウィングアップ・パートナーズ、パシフィック・オーシャン・ブルー、オービチュー
ン株式会社、GLAMS、Matsumoto Shave Ice（マツモトストア）、鬼怒川商事株式会社、コー
ルマンジャパン株式会社、シ・ワールド株式会社、ボードワークスジャパン 株式会社ロー
カルモーションジャパン、Lei Love Seven、メネフネウォータージャパン、Cookie Corner

地元協力
大塚製薬㈱、小林製薬㈱、ユニ・チャーム㈱、クラシエＨＤ、大日本除虫菊㈱、エステー㈱、
パルタックサーフショップ SURF UP
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7月20日（土） ボランティアサーフスクール ＠神奈川県　茅ケ崎海岸

場所 茅ヶ崎ボードウォーク付近

参加費 スクール生　無料

参加人数 約15名

サポート人数 プロサーファー・ボディボーダーボランティア・ライフセーバーなどボランティアスタッフ：97名

天候 晴れ

主催 Ocean’s Love 事務局

スペシャルサンクスデー        
ＡＬＯＨＡ　ＴＡＢＬＥ

御協力企業様
株式会社 LDH、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)、
株式会社ウェルネス湖北、株式会社 AKAKURA、株式会社フレイ・トラスト

提供

株式会社ウィングアップ・パートナーズ、パシフィック・オーシャン・ブルー、オービチュー
ン株式会社、GLAMS、Matsumoto Shave Ice（マツモトストア）、鬼怒川商事株式会社、コー
ルマンジャパン株式会社、シ・ワールド株式会社　ボードワークスジャパン 株式会社ロー
カルモーションジャパン、Lei Love Seven、メネフネウォータージャパン、Cookie Corner

運営協力 サーフ90茅ヶ崎ライフセービングクラブ、財団法人茅ケ崎市都市施設公社、GUARD

2013年 7月21日（日）ボランティアサーフスクール ＠神奈川県　茅ケ崎海岸

場所 茅ヶ崎ボードウォーク付近

参加費 スクール生　無料

参加人数 約13名

サポート人数 プロサーファー・ボディボーダーボランティア・ライフセーバーなどボランティアスタッフ：92名

天候 晴れ

主催 Ocean’s Love 事務局

スペシャルサンクスデー        
ママバター

御協力企業様
株式会社 LDH、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)、
株式会社ウェルネス湖北、株式会社 AKAKURA、株式会社フレイ・トラスト

提供

株式会社ウィングアップ・パートナーズ、パシフィック・オーシャン・ブルー、オービチュー
ン株式会社、GLAMS、Matsumoto Shave Ice（マツモトストア）、鬼怒川商事株式会社、コー
ルマンジャパン株式会社、シ・ワールド株式会社　ボードワークスジャパン 株式会社ロー
カルモーションジャパン、Lei Love Seven、メネフネウォータージャパン、Cookie Corner

運営協力 サーフ90茅ヶ崎ライフセービングクラブ、財団法人茅ケ崎市都市施設公社、GUARD
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2013年 7月28日（日）ボランティアサーフスクール ＠宮崎県　青島海岸

場所 宮崎県　青島海岸

参加費 スクール生　無料

参加人数 約 25名

サポート人数 プロサーファー・ボディボーダーボランティア、ライフセーバーなどボランティアスタッフ：110 名

天候 曇り

主催 Ocean’s Love 事務局

スペシャルサンクスデー なし

御協力企業様
株式会社 LDH、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)、
株式会社ウェルネス湖北、株式会社 AKAKURA、株式会社フレイ・トラスト

提供

株式会社ウィングアップ・パートナーズ、パシフィック・オーシャン・ブルー、オービチュー
ン株式会社、GLAMS、Matsumoto Shave Ice（マツモトストア）、鬼怒川商事株式会社、コー
ルマンジャパン株式会社、シ・ワールド株式会社、ボードワークスジャパン 株式会社ロー
カルモーションジャパン、Lei Love Seven、メネフネウォータージャパン、Cookie Corner

地元協力

彩鍼堂整骨院、緒方果樹園、宮崎保健福祉専門学校、医療法人社団　敬寿会・介護老人
保健施設・ことぶき苑、ラムジャングル、サーフスリー、クエスト、ガッキーサーフ、サマー、
ナギサストアー、ハイサーフ、ブラスト、リアルビ―ボイス、ケンゴリア、hadashi hula、
青島グランドホテル、おむすび宮崎屋、渚の交番

2013年 8月11日（日） ボランティアサーフスクール ＠北海道　浜厚真海岸

場所 北海道　浜厚真海岸

参加費 スクール生　無料

参加人数 約18名

サポート人数 プロサーファー・ボディボーダーボランティア・ライフセーバーなどボランティアスタッフ：90名

天候 晴れ

主催 Ocean’s Love 事務局

スペシャルサンクスデー なし

御協力企業様
株式会社 LDH、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)、
株式会社ウェルネス湖北、株式会社 AKAKURA、株式会社フレイ・トラスト

提供

株式会社ウィングアップ・パートナーズ、パシフィック・オーシャン・ブルー、オービチュー
ン株式会社、GLAMS、Matsumoto Shave Ice（マツモトストア）、鬼怒川商事株式会社、コー
ルマンジャパン株式会社、シ・ワールド株式会社、ボードワークスジャパン 株式会社ロー
カルモーションジャパン、Lei Love Seven、メネフネウォータージャパン、Cookie Coener

地元協力
厚真町、厚真町教育委員会、厚真町立上厚真小学校、苫小牧港管理組合、北海道コカ・コー
ラボトリング株式会社、北海道ペプシコーラ販売株式会社、BRAYZ、tacoo surf、社団法
人日本社会連帯機構
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8月25日（日） ボランティアサーフスクール ＠愛知県　伊良湖海岸

場所 愛知県田原市　ロコポイント

参加費 スクール生　無料

参加人数 約 29名

サポート人数 プロサーファー・ボディボーダーボランティア・ライフセーバーなどボランティアスタッフ：110 名

天候 曇りのち雨

主催 Ocean’s Love 事務局

スペシャルサンクスデー       
ＡＬＯＨＡ　ＴＡＢＬＥ

御協力企業様
株式会社 LDH、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)、
株式会社ウェルネス湖北、株式会社 AKAKURA、株式会社フレイ・トラスト

提供

株式会社ウィングアップ・パートナーズ、パシフィック・オーシャン・ブルー、オービチュー
ン株式会社、GLAMS、Matsumoto Shave Ice（マツモトストア）、鬼怒川商事株式会社、コー
ルマンジャパン株式会社、シ・ワールド株式会社、ボードワークスジャパン 株式会社ロー
カルモーションジャパン、Lei Love Seven、メネフネウォータージャパン、Cookie Corner

地元協力
中北薬品株式会社、（株）アスコ、株式会社 フレット、日本全薬工業株式会社、ベーリンガー
インゲルハイムベトメディカジャパン株式会社、瓜生さん家の豚肉

2013年 9月28日（土）ボランティアサーフスクール＠神奈川県　茅ケ崎海岸

場所 茅ヶ崎ボードウォーク付近

参加費 スクール生　無料

参加人数 約 21名

サポート人数 プロサーファー・ボディボーダーボランティア・ライフセーバーなどボランティアスタッフ：105名

天候 晴れ

主催 Ocean’s Love 事務局

スペシャルサンクスデー       ＡＫＡＫＵＲＡ

御協力企業様
株式会社 LDH、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)、
株式会社ウェルネス湖北、株式会社 AKAKURA、株式会社フレイ・トラスト

提供

株式会社ウィングアップ・パートナーズ、パシフィック・オーシャン・ブルー、オービチュー
ン株式会社、GLAMS、Matsumoto Shave Ice（マツモトストア）、鬼怒川商事株式会社、コー
ルマンジャパン株式会社、シ・ワールド株式会社　ボードワークスジャパン 株式会社ロー
カルモーションジャパン、Lei Love Seven、メネフネウォータージャパン、Cookie Corner

地元協力 サーフ90茅ヶ崎ライフセービングクラブ、財団法人茅ケ崎市都市施設公社、GUARD
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2013年 9月29日（日）フォローアップスクール＠宮崎県宮崎市 青島海岸

場　　　所 宮崎県宮崎市　青島海岸

参　加　費 スクール生　無料

参　加　人　数 約15名

サポート人数
プロサーファー・プロボディボーダー・ 
ボランティアスタッフ：80名

天候 曇り

主催 Ocean’s Love 事務局

スペシャルサンクスデー なし

御協力企業様
株式会社 LDH、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)、
株式会社ウェルネス湖北、株式会社 AKAKURA、株式会社フレイ・トラスト

提供

株式会社ウィングアップ・パートナーズ、パシフィック・オーシャン・ブルー、オービチュー
ン株式会社、GLAMS、Matsumoto Shave Ice（マツモトストア）、鬼怒川商事株式会社、コー
ルマンジャパン株式会社、シ・ワールド株式会社、ボードワークスジャパン 株式会社ロー
カルモーションジャパン、Lei Love Seven、メネフネウォータージャパン、Cookie Corner

地元協力

彩鍼堂整骨院、緒方果樹園、宮崎保健福祉専門学校、医療法人社団　敬寿会・介護老人
保健施設・ことぶき苑、ラムジャングル、サーフスリー、クエスト、ガッキーサーフ、サマー、
ナギサストアー、ハイサーフ、ブラスト、リアルビ―ボイス、ケンゴリア、hadashi hula、
青島グランドホテル、おむすび宮崎屋、渚の交番

 

特定非営利活動法人Ocean's Loveの活動は、法人ならびに個人サポーターの皆様のご支援に支えて

いただいております。ここにそのご芳名を掲げ、改めて深謝申し上げます。

スペシャルパートナー　※順不同・敬称略

株式会社 LDH

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)

The healthier the happier

株式会社ウェルネス湖北

株式会社 AKAKURA

株式会社フレイホールディングス

アドバンスパートナー　※50 音順・敬称略　

有限会社　葉山
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レギュラーパートナー　※50 音順・敬称略　

GLAMS合同会社 MATSUMOTO　SHAVE　ICE Noelani　Design

サポートカンパニー (年間１口10000円 )　※50 音順・敬称略

合同会社緒方果樹園 サーフィン @マガジン 社会福祉法人　三磯会 ラ・デザイン 株式会社　米庄商店

レギュラーサポーター (年間１口3000円 )　※50 音順・敬称略　

阿比留　順子 大友　聡子 橋本　斉 福田　浩之

阿部　きく江 河原　弘恵 佐藤　文代 松崎　徹

石井　みどり 神田　和美 杉浦　正男 松嶋　輝美

岩本　和子 神田　三浩 高木　右京 山田　知成

上野　丈二 北川　浩次 成瀬　幹雄 gonn

笛吹　浩二 河野　靖広 服部　準 Y.K

下池　たけ子 小美野　学 馬場　幸男

ボランティアサポーター (スクール３回以上参加者 )　※50 音順・敬称略　

※レギュラーサポーター（１口3000円）と同じ寄付金額の方 と々させて頂きました。
阿部　きく江 金子　成美 嶋　あけみ 仲島　秀雄

青山　徹 川上　正 白鳥　実紀 長塚　英治

井上　勝人 京崎　洋二 すがぬま　けん 平松　明彦

板倉　輝美 北村　衛 鈴木　和彦 平井　良介

小澤　孝之 北村　優子 鈴木　淳二 藤岡　陽子

岡田　実 小島　朋子 鈴木　ゆう 福田　直代

小川　和繁 小木曽　幹雄 関　みずほ 福田　雅樹

岡崎　浩之 佐藤　正明 高橋　泰之 水上　雄介

大島　修 佐藤　真澄美 高橋　弘樹 三浦　祥

鬼柳　正弘 佐々木　尚子 奈良　博 三浦　洋一

神田　三浩 斎藤　朝美 中島　克洋 吉田　俊行

神田　和美 佐藤　あずさ 中川　洋 林　莉恵

茅野　良一 清水　信子 中川　千絵子

Ocean's Loveサポーターシップ

私たちの活動は、皆さまからのご支援によって、成り立っています。個人、法人に関わらず Ocean's Loveの活動にご支援、
ご協力いただける方ならどなたでもOcean's Loveサポーターとして認定させていただきます。

個　人 ボランティアサポーター 活動１回 / 1,000 円

個　人 レギュラーサポーター 年間１口 / 3,000 円

法　人 サポートカンパニー 年間1口 / 10,000円

※上記以外のご支援についてもお気軽にお問い合わせください。

① Mail、FAX、郵送いずれかで、お名前、ご住所、お電話番号をお知らせください。（下記参照）
②お知らせ後に、ご入金をお願いいたします。ご入金方法は、郵便振込、または銀行振込となります。

■ゆうちょ銀行：00240-8-71192
     トクヒ）オーシャンズラブ

□みずほ銀行：茅ヶ崎支店（普通）2717436
    トクヒ）OCEAN S LOVE

認定登録の完了後 Ocean's Loveメンバーズカードを発行させていただきます。

特定非営利活動法人Ocean's Love
所在地 〒253-0054 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南 3-4-18 マリンベリー B 棟 101号
TEL&FAX 0467-81-5986

E-Mail info@oceanslove.jp

お申し込み方法

サポーター特典



URL    www.oceanslove.org 
FaceBook  Ocean's Love
Twitter   @Oceans_Love




