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はじめに

2020年は、コロナ禍の中での活動となりましたが、リビエラ未来創りプロジェクトとして、SDGsに関する

取り組みがなされています。昨年2019年度のCOPでもあるリビエラ未来創りプロジェクトでの

取り組みに加え新たに取り組んだ内容を中心にご報告いたします。

『11』『16』『17』の逗子マリーナ・ペットフェスタの開催、『7』『8』『9』『12』『13』のMALIBU HOTEL

グランドオープンはホテルで初のV2B(vehicle to building)の採用。『8』『9』『12』『17』の1927年建造

木造帆船シナーラレストアプロジェクト。そしてリビエラが〝ハブ“ となり、SDGsを推進する人をつなぎ

リビエラ発信となる第1回リビエラSDGsフェスinリビエラ逗子マリーナの開催です。

2020年1月19日(日)：第3回逗子マリーナ・ペットフェスタ開催

2020年3月26日(木)：MALIBU HOTELグランドオープン

2020年 ：歴史的木造帆船シナーラのレストアプロジェクト完工

2021年1月31日(日)：第1回リビエラSDGsフェスinリビエラ逗子マリーナ収録

→緊急事態宣言解除を受け3月25日オンライン配信開始

https://youtu.be/7LQ3w59Cn7Q

2

https://youtu.be/7LQ3w59Cn7Q
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第3回 逗子マリーナ・ペットフェスタ 2020
2020.1.19



第3回 逗子マリーナ・ペットフェスタ 2020 開催概要及び実績
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【イベント名】 第3回逗子マリーナ・ペットフェスタ
～守ろう、輝くいのち 広げよう、生きる喜び～

【日 時】 2020年1月19日（日）10：00～15：00

【場 所】 リビエラ逗子マリーナ プールサイド特設ステージ
〒249-0008 神奈川県逗子市小坪5-23-9

【出展社数】 31団体
※出展レイアウトは次のページをご参照ください

【入場者数】 約1,500人
(※参考2019年3月24日(日)10時~17時開催時 1,300名)

【入場料金】 チャリティー参加料1,000円～（乳幼児無料）

＜主 催＞ 逗子マリーナペットフェスタ実行委員会
＜共 催＞ 株式会社リビエラリゾート
＜後 援＞ 神奈川県、逗子市、鎌倉市 、神奈川県獣医師会、神奈川新聞社、

tvk(テレビ神奈川) 、FＭヨコハマ、 株式会社ジェイコム湘南・神奈川、
Hawaii.jp、横浜ドッグウィーク実行委員会

＜協 力＞ 湘南ビーチFM、有限会社レイランド・クロウ、株式会社プラス・ワン、
株式会社ドッグラン・ラボ



第3回 逗子マリーナ・ペットフェスタ 2020 開催主旨
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日本における犬猫の飼育数は1,855万頭に達し、15歳未満の子ども(1,533万人)の数を大きく上回り、３世

帯に1頭の割合で飼育されています。また、動物医療の発展や栄養を考えた食事の効果もあり、ペットの平均寿

命が着実に延びている傾向にあります。さらに、人の少子高齢化を背景に「ペットは子ども同様にかけがえのない存

在」であり家族の一員というポジションが確立され「ペットの家族化」が急速に進んでいます。

逗子マリーナ PET FESTA 2020は、「人とペットの豊かな暮らし」を応援するイベントです。全ての来場者に楽し

んでいただくと共に、イベント開催を通じてリビエラ逗子マリーナをモデルケースに「人とペットが共生する豊かな街づく

り」を提案し発信する企画です。

そこで今回、神奈川県が達成している「殺処分ゼロ(犬6年、猫5年連続) 」に賛同し、「チャリティイベント」を実施

いたします。2017年10月、2019年3月に続き３回目の開催となりますが、回を追うごとに認知度及び注目度が

高まっております。

尚、イベント収益の一部は、『かながわペットのいのち基金』に寄附され、保護された動物の治療費や馴化（じゅん

か）費用に活用されます。



逗子マリーナ・ペットフェスタ ステージイベント(タイムスケジュール)
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ホワイエ ブライズルーム オーシャン

アクアガーデン

軽食700円～

席のみ予約(入替制)

ワンドリンクワンフード制

ライブ告知(15分)　高畠さん　１曲サービス

10:20(20分)　ドッグダンス

13:40　社長挨拶(3分)、目録渡す

14:05　プレス写真(2分)　知事/杉本彩/なべやかん/社長

17:00

撤収 撤収 撤収

15:30

テラス席

ディナー予約①

16:00

撤収 撤収 撤収
16:00

テラス席

ディナー予約②

13:00 13:00(20分)　介助犬デモ
控室

黒岩知事
接収

13:30(45分)
大人7000円/小学生半額

(一人につき犬２匹まで)

13:30

テラス席

ランチ予約③

13:45　トークショー(20分)

黒岩知事×杉本彩(×なべやかん？)

12:00 12:00　チャリティー

オークション(60分)

杉本彩

12:00(45分)
大人7000円/小学生半額

(一人につき犬２匹まで)

15:00

撤収 撤収 撤収

抽選会

10:30　開場

11:30

テラス席

ランチ予約①

時刻 ステージ

オーシャンバンケット１階

ホライズンバンケット２階
ペット同伴クルーズ
受付：プール前ブース

9:00

セッティング/リハーサル

9:30

出展社控室

トイレは

更衣室

10:00

控室

杉本彩

10:00入り

11:00 11:00　(60分)

ファッションショー

11:00　開演

チャリティライブ

チケット料:3000円

中沢ノブヨシ

高畠　薫

小川コータ&とまそん

11:00

アクアガーデン

ランチ予約①

14:00

12:00

アクアガーデン

ランチ予約②

13:00

アクアガーデン

ランチ予約③

AOテラス

ランチコース

2800円(3388円)～

AO食事

12:00

テラス席

ランチ予約②

14:00

テラス席

ランチ予約④
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逗子マリーナ・ペットフェスタ - 開催画像【会場全体】
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逗子マリーナ・ペットフェスタ - 開催画像【会場全体】
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逗子マリーナ・ペットフェスタ - 開催画像【会場全体、譲渡会】
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逗子マリーナ・ペットフェスタ - 開催画像【各ブース】
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逗子マリーナ・ペットフェスタ - 開催画像【パン祭り、キッチンカー】
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逗子マリーナ・ペットフェスタ - 開催画像【チャリティオークション、その他】

㈶動物環境福祉協会Eva理事長 杉本彩様

オークション
出展品
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逗子マリーナ・ペットフェスタ - 開催画像【チャリティオークション賛同者】

杉本 彩さん(女優)
「リベラ―タ」スキンケアセット＆
美顔器と専用ジェル＆
私物のジミーチュウのポーチ
手書きの使い方説明書

河村 隆一さん(ミュージシャン)
直筆サイン入り Tシャツ
昨年末LUNA SEAの埼玉公演のアンコールで、
ご本人が着用されました！

堺 正章さん(タレント)
直筆サイン入り
クラシックカー金属模型

宝田 明さん(俳優)
ゴジラフィギュア
初代ゴジラ スモーククリアバージョン＆
ゴジラDVD 昭和29年度作品＆
直筆サイン色紙

波留敏夫さん（中日ドラゴンズコーチ）
(※元横浜ベイスターズ選手)

【1】波留敏夫さんﾕﾆﾌｫｰﾑ＆ｷｬｯﾌﾟ
【2】中日選手サイン入りバット6本セット
6平田 良介選手(外) バット
8大島 洋平選手(外) バット
3高橋 周平選手(内) バット
66ビシエド選手(内) バット
55福田 永将選手(内) バット
1京田 陽太選手(内) バット

鈴木 英人さん(イラストレーター)
直筆サイン入り
PetFestaリトグラフ

北原 照久さん(玩具コレクター)
ブリキのおもちゃ
エレファントドラマー完全復刻盤
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逗子マリーナ・ペットフェスタ - 開催画像【ファッションショー、チャリティライブ】

ファッションショー

チャリティライブ
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逗子マリーナ・ペットフェスタ - 開催画像【黒岩知事、トークショー、ペット同伴クルーズ】

神奈川県黒岩知事
×リビエラリゾート小林社長

神奈川県黒岩知事
×㈶動物環境福祉協会Eva理事長 杉本彩様

×㈱ゴッデス・エンターテインメント常務取締役渡辺心様

神奈川県黒岩知事
×リビエラリゾート山崎専務

ペット同伴クルーズ
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MALIBU HOTEL グランドオープン
2020.3.26



MALIBU HOTEL - “エコロジータウン”構想が実現されるEV活用
MALIBU HOTEL 3月26日グランドオープン
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平常時と非常時の流用を可能にするリビエラの提案

リビエラ逗子マリーナでは、2002年から「エコロジータウン逗子マリーナ」を掲げて街づくりを進めており、「大地・大気・大海」のエコロジーを考
える上でCO2削減につながる太陽光の利用や循環型農法、マイクロプラスチックを危惧しプラスチックストローの全廃止や地域の方とのビーチ
クリーン活動などに取り組んでまいりました。

3月に開業した「マリブホテル」でも、リビエラは、今できることを実行します。
来場されるお客様に便利にご利用いただくことはもちろんのこと、社員への福利厚生も含めることで、非常時にも配慮する事業が可能となり
ました。 それは平常時には、太陽光発電を利用しEVの充電を行うと同時に、電力消費の高い時間帯は太陽光発電やEVで賄いピーク
カットしながらCO2削減にも寄与する。（いつも） そして、災害等で停電時にはホテル館内で使う電力の一部をEVで賄うこと。（もしも）
今回私たちリビエラが着目したのが、「V2B」。これは、Vehicle to Buildingの略で、ビルに設置された太陽光発電システムと電気自動車
（EV）を連動させた環境ソリューションです。

『MALIBU HOTEL』で進める“業界初”の試み



MALIBU HOTEL - “エコロジータウン”構想が実現されるEV活用
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EVからの電力をホテルフロントのコンセントで

ホテル（ビル）屋上の太陽光パネルと、駐車場のEVを繋ぐ「V2B」。同じことを一般家屋で行えば、Vehicle to Homeで「V2H」となる
―と、ここで気付かなければならないポイントは、言葉の位置関係。V2すなわち「車から」であること。EVから建物へ電気を送れる、というこ
とです。「EVは、いわば〝走る蓄電池〟。建 物の配電システムに繋げば、EVの電気を建物内のコンセントから使えます。最新型リーフの
バッテリー容量は一般家庭の電力使用量2～4日分。太陽光発電とEVからの屋内給電を併用すれば、外部電力への依存は格段に減
るはず。

EVをいつもの時は移動手段としてお使いいただき、もしもの時にはバックアップ電源として活用するという『いつもともしも』の組み合わせを推
進したい」と話すのは、日産自動車の広報渉外担当部長・大神希保さんです。 マリブホテルでは、業務用車両や従業員の車両をEVに
転換。お客様がEVで来場の際はホテルに設置したPCS（Power Conditioning System）で充電していただきます。そして、災害で
外部電力の供給が止まった際、業務用車両と従業員の車両のバッテリーにある電気を、PCSからホテル館内の非常用電源として用いる
WPC（Work Place Charging）とBCP（Business Continuity Planning：事業継続計画）の融合です。



MALIBU HOTEL - “エコロジータウン”構想が実現されるEV活用
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ワークプレイスチャージの意義
社員総会で共有

「リーフのバッテリーは、携帯電話なら約6000台をフル充電できます。
去る9月の台風15号被害による千葉県長期停電の際、非常用電源としてリーフを延べ51台、
被災現地に派遣しました」（大神さん）
千葉の被害は、台風被害を何度も経験している私たちにとって他人事ではありません。
マリブホテルでのソリューション導入を前に、従業員が通勤時に使用する車両のEV買い替えを
推進しています。この度、国からの補助金に加えて、リビエラの福利厚生として購入費補助の
制度を設けました。これは、平常時のCO2削減に寄与する目的と、災害時の充電バッテリー
確保のためです。
リビエラでは経営と社員の意思疎通を図る目的で毎月開催する社員総会に、日産自動車
の大神さんを講師に迎え講演を行いました。EV車の可能性を全社で共有するためです。V2B
導入や従業員のEV所有率を向上させる意義と、リビエラ未来創りプロジェクトが掲げるサスティ
ナブルな環境を考える良い機会になりました。

全社員への講演会
日産自動車株式会社

日本事業広報渉外部 担当部長
大神希保さん



20

帆船シナーラレストアプロジェクト完工



シナーラレストアプロジェクト
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1927年 英国で建造された世界でも稀なヴィンテージヨット「シナーラ」。帆走する姿の美しさから「海の貴婦人」と呼ばれ、人々の
心を掴んではなしません。世界が私たちに託してくれた宝物とも言うべき「古き良きこのシナーラ」を大切に磨き上げて次世代に残す
ため、2015年レストア（本格修復）プロジェクトを立ち上げました。そして、シナーラが90歳を迎えた2017年、海から上架しレス
トア作業を開始し、この度2020年6月に完成いたしました。
この修復プロジェクトでは、できるだけオリジナルの素材を残すことと、レストア技術のない日本に技術伝承することを目標にしました。
世界10ヶ国50人の優秀な船大工をリビエラファミリーとして招聘し 、日本人職人も含めたバートナーシップは、技術伝承以上の素
晴らしい作用がありました。
SDGsにコミットした持続社会を目指す「リビエラ未来創りプロジェクト」の「古き良き物を磨きあげて次世代に残す」理念に基づき、
100年前の建造当時のチーク材92%も残し、100年前に生まれたシナーラにさらに100年以上の命を吹き込みました。

The Lady of the Sea "Cynara"



シナーラレストアプロジェクト
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『シナーラ』は、クラシックヨット（建造から50年以上を経た帆船）の中でもヴィンテージ
ヨット（建造から約100年近くを経てなおかつ完成度の高い帆船）に分類される船で
す。クラシックヨットは、歴史上の1つの時代を象徴する重要な文化財です。また、ヨット
の耐久性と頑丈性を考えて建造されるとともに、最高水準のシーマンシップに従って、
忠実なブリストル様式に則り整備されていました。デザインと造船技術の優美さは構造
のどこを見てもあきらかで、大きな木材部品から小さな釘にいたるまで、完璧に仕上げ
られています。完成時には完全に目に触れない内部の部分にさえ、職人たちは自らの
技術に大きな誇りをもって造られていました。こうした建造当時の造船技師たちによる
献身的努力と細部へのこだわりは、この度のレストアの時を迎えて初めて分かることで
す。オーナーもクルーもこのヨットを大切にし、保存するためにたゆまぬ努力を続けてきた
からこそレストアするまで現存させることができたのです。
その美しさを高く評価すると同時に、未来の時代にも、この素晴らしいクラシックヨットの
魅力を伝えていきたいと考えています。過去の造船業者が示した細部へのこだわりと注
意は、過去30年間に報われてきました。これらのヨットの所有者や乗組員は、その美し
さを鑑賞し、楽しむために、また次世代の人々にも理解してもらうために、これらのヨット
を救助、保存、修復するために多大な努力をしてきました。

Cynara‘s Role as a Classic Yacht

Cynara’s Origins

『シナーラ』は、戦前に建造された大型クルージングヨットのうち、レストアするまで大規模
な修復が施されず、建造当時のまま現存した数少ないものの一つです。このヨットは
1927年に誕生し、当時は英国の造船所が帆船の建造と設計の絶頂期にあったこと
から、その時代の伝統的な技術と創造性の生ける見本と言えるでしょう。このヨットの修
復は、建造に携わった人々の仕事と90年以上にわたって続いてきた極上の職人技の
証であり、真にやりがいのあるプロジェクトでした。

©2020年 RIVIERA GROUP



シナーラレストアプロジェクト
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『シナーラ』は、20世紀前半屈指の有名ヨットデザイナーであるチャールズ・
ニコルソン氏によって、補助エンジン付きケッチ型ヨットとして設計されました。
ニコルソン氏はレーシング用とクルージング用の両方のヨットの設計を手がけ
ており、『シナーラ』の設計にあたっては、浅い入り江に入港して海岸線近く
で停泊できるように喫水を比較的浅くした、高速クルージングヨットと位置づ
けていました。

チャールズ・ニコルソン氏は、素早く効率的に帆走できるうえに安全で耐航
性のある船を設計することで定評があり、『シナーラ』は喫水が浅いにもかか
わらず、彼が創り出した中で最も耐航性のあるヨットです。『シナーラ』が高い
スピードを誇り、たとえ荒れた天候のもとでも遠洋航海を成し遂げられるすば
らしい船であることは歴史によって証明されています。

また、キャンパー・アンド・ニコルソンズ造船所による華麗な内装は、建造当
時100年前の使い方に合わせて設計されたものです。当時はまだ空調設
備が存在しなかったために、ヨット愛好家たちが船室（キャビン）で過ごすこ
とはまれで、大きな天幕を張った甲板（デッキ）上にいることを好みました。
設計者たちはヨット愛好家が求めるものと、太陽、風、日陰との関係の両
方を深く理解し、そうした自然の要素を効果的に利用して最も快適な状況
を生み出す方法を知っていました。そのため、ヨットの各部がどのように設計さ
れているかを精査することで、私たちは今もなお歴史や多様な文化や生活
様式など、数多くの学びを得ることができます。彼らの設計の背後にある考
え方を理解したときにはじめて、そのデザインのコンセプトに秘められた知性を
垣間見ることができるのです。

Cynara’s Design



シナーラレストアプロジェクト
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船体（ハル）はヨットの要となる骨組みと表皮で、竜骨（キール）、肋
骨（フレーム）、外板（プランク）、梁（ビーム）によって構成されていま
す。『シナーラ』の船体の肋骨は乾燥させたホワイトオーク材で、そのほとん
どを英国から大量に取り寄せ、交換しなければなりませんでした。木材は
使用前によく乾燥させて、水分を十分に取り除く必要があり、とても時間
のかかる作業となりました。肋骨の外側に外板を張り詰めて、船体に水が
入らないようにします。『シナーラ』では外板としてビルマチーク材を使用して
おり、この木材は年々稀少になっていますが、幸いオリジナルの外板のほと
んどがまだ使用できる状態で、交換の必要があったものはごくわずかでした。

Cynara’s Restoration Materials

The Deck

デッキはクルーとゲストの大半が一日を過ごす場所です。ヨットの係留時や
停泊時にはデッキに天幕が張られ、ゲストのためのテーブルと椅子が用意さ
れます。メインマストより前方部分はクルーのための場所となり、オーナーとゲ
ストは後方で過ごします。航行中には天幕が取り外されて、デッキ全体が
帆走のために利用されます。『シナーラ』のデッキの張り板はチーク材で、全
面的な張り替えが行われましたが、今回の修復では、その前に船舶用合
板のサブデッキを追加することによって、強度と防水性をさらに高めることが
できました。デッキ用家具もニス塗装を施したチーク材で修復され、すべて
の金具類は塗装されたスチール製またはブロンズ製で作られています。

The  Hull

©2020年 RIVIERA GROUP



シナーラレストアプロジェクト
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クラシックヨットでは伝統的な造りとして、クルーの寝室は船首
部分にあり、主船室とは壁で隔てられていました。オーナーとゲ
ストのための設備は、当然のことながらより豪華でエレガントな
もので、この船室部分にはオーナーの好みに合わせた家具を
贅沢に設え、費用を惜しむことは一切ありませんでした。『シ
ナーラ』の内装はほぼ建造当時のまま残されており、できる限り
元通りの素材とデザインを残しながら、緻密な修復作業が進
められました。内装の大半はマホガニー材です。この素材は豊
かな色合いと質感から伝統的にチーク材より高級な木材とさ
れ、安定した性質をもつことから内装の建具類によく使われて
きました。重厚感のあるマホガニー材のところどころに、白の塗
装を施したパイン材がちりばめられています。キャビネットと食器
棚には通例に従ってシダー材を用いており、この木材は衣類の
防臭効果をもつとともに、天然の防虫剤の役割も果たします。
船室の床はオーク材とチーク材、接続金具とスイッチ類はすべ
てニッケルメッキを施した真鍮製です。

Cynara’s Restoration Materials

The Interior

©2020年 RIVIERA GROUP



シナーラレストアプロジェクト
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マストには強度と弾力性を兼ね備えたコロンビア
産のパイン材とスプルース材（トウヒ）を用いる
ことが伝統とされ、『シナーラ』の修復でもこの伝
統に従っています。スプルース材は航空機の翼
にも利用されている素材で、ブームとガフ（帆や
マストを支える支柱）にも用いられ、最も大き
な力を受けるスパー類（マストやブームなどの
円材）を軽くする役割を果たしています。

Cynara’s Restoration Materials

The Rigging

『シナーラ』の艤装（フィッティング）はブロンズおよびステンレス製です。ワ
イヤーロープは、7本撚りのワイヤーをさらに7本撚り合わせる伝統的な手
法で作られたもので、ワイヤーロープ全体に強度と柔軟性を確保していま
す。ワイヤーロープに用いる異種の金属間でガルバニック腐食（異種金
属接触腐食）が起きないようにすることが重要で、その点でブロンズとス
テンレスは適切な組み合わせになっています。帆に過度の力がかかったと
き、索具は全体で1つの大きなショックアブソーバーの役割を果たし、力が
船体に達する前に、収縮することによってそれを消散させることができます。

The Mast

©2020年 RIVIERA GROUP

©2020年 RIVIERA GROUP ©2020年 RIVIERA GROUP



シナーラレストアプロジェクト
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『シナーラ』の帆の素材はダクロンで、この素材にかかる力を
最小限に抑えるために、帆を革で縁どって補強する伝統
的な手法を用いています。新装の帆はすぐれた耐久性を
もち、メンテナンスと修理も容易になりました。

Cynara’s Restoration Materials

The Engine Room

ヨットが問題なくその機能を果たすためには、むだなく配置され、よ
く整備された機関室が欠かせません。『シナーラ』の機関室の重
要な設備は砲金（ガンメタル）やブロンズなどの素材で作られて
おり、長年にわたってメンテナンスフリーで利用することが可能です。
もちろん定期的に検査と保守を行えるよう、どの部分でもすぐ確
認できる状態になっていることが大切です。燃料系統はステンレ
ス製に統一しています。

The Sails

©2020年 RIVIERA GROUP

©2020年 RIVIERA GROUP

©2020年 RIVIERA GROUP
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第1回リビエラSDGsフェスinリビエラ逗子マリーナ



リビエラグループは、企業理念「大自然と共に心豊かに生きる」のもと、マリーナ、ホテル、レストラン、イベントプロ

デュース、ブライダルなど事業展開すると同時に、将来的な視点に基づいた「リビエラ未来創りプロジェクト」を

2006年に立ち上げ「環境」「教育」「医療・健康」の3軸で具体的かつ継続的な活動を行い

SDGs推進をしています。

2021年3月26日(金)27日(土) みなとみらい(神奈川県横浜市)で開催予定の

「ジャパンSDGsアクションフェスティバル（仮称）」の意義をリビエラでは深く受け止め、

広く告知するためのサテライトイベントとした「第1回リビエラSDGsフェス」を、

コロナを考慮し、リビエラ逗子マリーナと各登壇者をオンラインでつなぎ、 2021年冬、オンライン開催いたします。

さかのぼること2012年9月17日に、リビエラは『湘南エコロジータウン・リビエラ逗子マリーナ』を開催。

「3大エネルギー=大気のエネルギー・大海のエネルギー・大地のエネルギー」に重きを置いたこの体験型

イベントは好評を博し大きな足跡を残しました。

リビエラの「行動の10年」として、 「リビエラ未来創りプロジェクト」 の活動の他、SDGs関連分野の講師をお招き

したアカデミックな視点の講演会や参加型イベントを通じた「リビエラSDGsフェス」を、継続的に行ってまいります。

はじめに
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第1回リビエラSDGsフェス 開催概要



「リビエラSDGsフェス」
私たちの想い

地域の・日本の・地球の未来のために

共に語り・考え・学び・行動をおこしましょう。

私たちは次世代のために

大自然と共に心豊かな未来を創造します。

SDGsを推進する皆様の想いも真摯に受けとめ

発信をいたします。

31



湘南から神奈川、池袋から東京、地域から日本の未来を考え、

リビエラと共に語り合える場を作る。

次世代のために、SDGsをツールに、相模湾の美しい海を守り、都市を守り、

大自然と共に心豊かな未来を創造していくための発信。

「リビエラSDGsフェス」の目的

32

国連が提唱するSDGsは、行政･自治体や大企業が取り組むイメージがございますが、
中堅中小企業、任意団体、地域住民、賛同いただいたパートナーの方々も、一堂に会する機会を
提供することで、人々が横に繋がると感じています。新たな連携を生み出す〝ハブ〟となることは、
〝集いの場〟を生業とし、中小企業のリビエラでもできるアクションと考えます。
行動の10年といたします。



【イベント名】 第1回リビエラSDGsフェスinリビエラ逗子マリーナ

【 日 時 】 登壇収録：2021年1月31日(日)、オンライン開催日：2021年3月25日(木)
※3月26日よりアーカイブにて視聴可能

【 場 所 】 リビエラ逗子マリーナ 特設会場からオンライン

【 テーマ 】 「大自然と共に心豊かに生きる~環境・教育・医療~」

【キーワード】 海とサスティナブル

【 内容① 】 リビエラ逗子マリーナならではの海を目の前にした会場から、知事・小学生・医師・
ファッション・教授・環境活動家らが登壇するオンラインSDGsイベント

【 内容② 】 「リビエラSDGs作品コンクール」受賞作品募集

＜主 催＞ リビエラSDGsアクション実行委員会
＜共 催＞ 株式会社リビエラリゾート、株式会社リビエラ、株式会社東北新社、株式会社プラスワン
＜後 援＞ 神奈川県、ジャパンSDGsアクション推進協議会、逗子市、鎌倉市、葉山町、豊島区、

神奈川県獣医師会、湘南獣医師会、神奈川新聞社、tvk(テレビ神奈川) 、FＭヨコハマ、
湘南ビーチFM、株式会社ジェイコム湘南・神奈川 ＊一部準備中

「第1回リビエラSDGsフェス」開催概要
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https://youtu.be/7LQ3w59Cn7Q

https://youtu.be/7LQ3w59Cn7Q


QRコード

34

第1回リビエラSDGsフェス
inリビエラ逗子マリーナ

リビエラ公式YouTube



「第1回リビエラSDGsフェス」登壇者

35

【知事】神奈川県知事 黒岩 祐治 氏
＜基調講演＞

【知事】 【区長】
神奈川県知事 黒岩 祐治 氏×豊島区長 高野 之夫 氏

【教授】東京大学大学院理学系研究科 教授
東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所 所長 岡 良隆 氏

×

【プロセーラー】セーラーズフォーザシー アンバサダー
日本ヨットマッチレース協会会長 伊藝 徳雄 氏

【医師】葉山ハートセンター 院長 田中 江里 氏
×

【プロセーラー】セーラーズフォーザシー アンバサダー
日本ヨットマッチレース協会会長 伊藝 徳雄 氏

【教授】東京海洋大学 学術研究院 教授 清水 悦郎 氏
×

【EV】日産自動車株式会社 日本マーケティング本部
チーフマーケティング マネージャーオフィス
担当部長 (電気自動車) 小川 隼平 氏

【ファッション】株式会社三陽商会 エコアルフ企画課長
下川 雅敏 氏

【獣医師】一般社団法人 動物予防医療普及協会 理事
葉山どうぶつ病院 所属 獣医師 安(やす)亮磨(りょうま) 氏

【環境活動家】ＮＰＯ法人気候危機対策ネットワーク 代表
武本 匡弘 氏

【環境NPO】特定非営利活動法人FEE Japan
代表理事 伊藤 正侑子(しょうこ) 氏

×

【環境教育】 NPO法人湘南ビジョン研究所 理事長
片山 清宏(きよひろ) 氏

【SDGsアンバサダー】神奈川県顧問(SDGs推進担当)
川廷 昌弘 氏

×
リビエラ 山崎哲雄・渡邊華子

【ピアニスト】一般社団法人 音楽がヒラク未来 代表理事
仲道 郁代 氏

【小中高生】一般社団法人日本海洋アカデミー
Jr.ヨットスクール

MITSUMI(司会進行）
かながわSDGsスマイル大使・FMヨコハマパーソナリティ

【小学生】湘南学園小学校３年生
×

あらし組担任 中許 竜宏 先生

7

【シナーラレストアプロジェクト】 マスターシップライト ポール・ハービー
×

リギングスペシャリスト チャック・デマンジェ

【小中学生】日本海洋アカデミー
Jr.ヨットクラブ



オンライン
特設会場

「第1回リビエラSDGsフェス」 会場MAP：リビエラ逗子マリーナ
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循環型有機農法
リサイクルセンター

自社菜園

<ラグジュアリーホテル>
マリブホテル V2B

薄膜太陽電池

<レストラン>
ロンハーマンカフェ

<レストラン>
マリブファーム

<レストラン>
リストランテAO

充電スタンド

シェアサイクル



収録風景1

37

渡邊 曻会長 黒岩知事へご挨拶

黒岩知事ご登壇



収録風景2
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渡邊 曻会長 黒岩知事、
高野区長へご挨拶

黒岩知事×高野区長

葉山ハートセンター田中院
×プロセーラー伊藝氏



収録風景3
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プロセーラー伊藝氏
×東京大学岡教授

岡教授資料

伊藝氏資料

エコアフル下川氏

下川氏資料



収録風景4
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環境活動家武本氏 武本氏資料

日産自動車小川氏
×東京海洋大学清水教授

小川氏資料

清水教授資料



収録風景5
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環境活動家武本氏

獣医師 安先生

安先生資料

湘南ビジョン片山代表
×FEE Japan伊藤代表



収録風景6
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4現中継



収録風景7
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湘南学園小学3年生



収録終わって・・・
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【イベント名】 第2回リビエラSDGsフェスinリビエラ東京

【候 補 日 】 2021年6月9日(水)

【 場 所 】 リビエラ東京 特設会場
〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-9-5

【 テーマ 】 「大自然と共に心豊かに生きる~環境・教育・医療~」

【キーワード】 都市の街づくりとサスティナブル(仮)

【コンテンツ】 脱炭素に向けた多様性あるクリーンエネルギー
アート・カルチャー・食・健康etc.(仮)

＜主 催＞ リビエラSDGsアクション実行委員会
＜共 催＞ 株式会社リビエラリゾート、株式会社リビエラ
＜協 力＞
＜後 援＞

「第2回リビエラSDGsフェス」開催概要
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＊準備中



【イベント名】 第3回リビエラSDGsフェスinリビエラ逗子マリーナ

【候 補 日 】 2021年10月31日

【 場 所 】 リビエラ逗子マリーナ

【 テーマ 】 「大自然と共に心豊かに生きる~環境・教育・医療~」

＜主 催＞ リビエラSDGsアクション実行委員会
＜共 催＞ 株式会社リビエラリゾート、株式会社リビエラ
＜協 力＞
＜後 援＞

「第3回リビエラSDGsフェス」開催概要
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＊準備中



1971年に誕生した敷地面積5万坪の日本有数のマリーナ。
都心から約60分の近距離にありながら、湘南の海に囲まれた先に富士山を望む抜群のロケーション。

2020年3月、新たに「マリブホテル」、「マリブファーム」が開業し、
マリーナリゾートとして新しいステージになりました。

2006年から「リビエラ未来創りプロジェクト」の一環として、「エコロジータウン・リビエラ逗子マリーナ」を掲げて
街づくりに取り組み、国連の持続可能な開発目標(SDGs)を推進しています。

公式サイト：https://www.riviera.co.jp/zushi/

リビエラ逗子マリーナ紹介
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https://www.riviera.co.jp/zushi/


リビエラ逗子マリーナの紹介

48

日本屈指のヨットハーバー、リゾートマンション9棟1266戸
スモールラグジュアリーホテル、チャペル、テニスコート4面



リビエラ逗子マリーナの紹介

49

レストラン＆カフェ：リストランテAO、マリブファーム、ロンハーマンカフェ
バー：キャプテンズバー

ショップ：RomHerman、muta marine、マリブファームshop、ザ・キャピン



リビエラ逗子マリーナ

50

リビエラ逗子マリーナの絶景
リビエラ逗子マリーナからは「抱え富士」が見える
年2回見えるかもしれない「ダイヤモンド富士」



公共交通機関でのアクセス

東京駅から JR横須賀線（約55分）
渋谷駅から JR湘南新宿ライン（約58分）
品川駅から JR湘南新宿ライン（約53分）
羽田空港から 京浜急行線 – JR横須賀線（約55分）
横浜駅から JR横須賀線（25分）

鎌倉駅より：バス約12分+徒歩約7分
逗子駅より：バス約12分+徒歩約1分

リビエラ逗子マリーナへのアクセス

51

車でのアクセス

第三京浜または首都高速横羽線
⇒ 横浜新道
⇒ 横浜横須賀道路を横須賀方面に向かい、朝比奈IC降りる
⇒ リビエラ逗子マリーナ

首都高速・横浜IC降りる
⇒ 保土ヶ谷バイパスを横須賀方面へ向かい、朝比奈IC降りる
⇒ リビエラ逗子マリーナ



これまでのイベント実績 1
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湘南エコロジータウン・リビエラ逗子マリーナ
メディア発表会 ２012年

【協賛会社】
トヨタ自動車株式会社・本田技研工業株式会社・
日産自動車株式会社・三菱自動車工業株式会社・

ヤンマー株式会社・その他

逗子マリーナ・ペットフェスタ
2017年・2018年・2020年開催の動物愛護チャリティイベント

日本海洋アカデミー
リビエラ海洋塾

※2006年より 延べ5,900名参加

ビーチクリーン活動
海ゴミ夏休み自由研究

※スタッフ有志と地域住民で毎月開催
※特にマイクロプラスチックに着目



毎年多数の
イベントを実施
しております

これまでのイベント実績 2
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MUSICイベント
ジャズ・クラシック・オペラ

女性主催チャリティイベント
カルチャーイベント

若大将カップ

加山雄三コンサート

【協賛会社】
ヤンマー株式会社・マツモトキヨシ・アサヒ飲料株式会・その他

※毎年開催通算38回

RIVIERAマルシェ
毎月開催



終わりに

54

私たちリビエラグループは、リビエラ未来創りプロジェクトを基幹とし、2021年度も様々なチャレンジに
取り組みます。

2020年度はグループのリビエラ逗子マリーナ(逗子エリア)の施設が中心に取り組みましたが、
2021年度は都内の拠点であるリビエラ東京(池袋エリア)にも広げ取り組みます。

4月より、リビエラ逗子マリーナでは再エネルギー電力の採用を皮切りに、
ブルーシーフードパートナー締結で食に対する取り組みや、
2022年度BLUE FLAGの日本で初のマリーナでの取得に向けての取り組み、
リビエラSDGsフェスに関しては第1回開催の成果を受け、
6月9日第2回リビエラSDGsフェスinリビエラ東京、
10月31日第3回リビエラSDGsフェスinリビエラ逗子マリーナ
も開催が決定してます。

2019年度のCOPでもあります、リビエラ未来創りプロジェクトを根幹に、
リビエラが発信地となり、SDGsを推進する企業・団体・人をつなぐ、「ハブ」となることで、
行動の10年とするよう取り組んで参ります。


