
鴨川のすべてを見る！探す！わかる！
かもがわナビかもがわナビ
http://kamonavi.jphttp://kamonavi.jp

＊プログラムは都合により変更となる場合があります。

★子どもプロレス教室子どもプロレス教室
★チャリティー音楽ライブ★チャリティー音楽ライブ
　りりィアンドよーじ　Ｙａｅ　水谷学司　里アンナ
★
　　小川直久　石井寛路　高梨敏行　牧野優介　渡辺将人　小川幸男

★ＺＥＲＯ１ チャリティープロレス

川幸男

主催　元気鴨川2011実行委員会
　　　かもナビ実行委員会　社団法人鴨川青年会議所　
　　　　　社団法人鴨川市観光協会

後援　鴨川市
協賛　鴨川市商工会　鴨川旅館組合　小湊旅館業協同組合     
　　　小湊温泉組合　鴨川ペンション組合　天津小湊民宿組合
　　　株式会社新倉　高梨商店　利根コカ・コーラボトリング株式会社  鴨川支店  
　　　合資会社いなかっぺ 　株式会社かっぺ 

協力　株式会社ファーストオンステージ（ＺＥＲＯ１）
　　　サーフライダー・ファウンデーション・ジャパン 
　　　鴨川サーフィンクラブ 　ＫＣＱＳ    
　　　一般社団法人波の伊八鴨川まちづくり塾    
　　　鴨川青年会議所シニアクラブ　鴨川市漁業協同組合    
　　　鴨川市青少年相談員連絡協議会　みんなみの里　鴨川市大山支援村    
　　　鴨川シーワールド　有限会社エニシング　ユニティ 
　　　（2011 年 5 月 15 日現在・順不同）  

＊プログラムは都合により変更となる場合があります。

鴨川のすべてを見る！探す！わかる！
かもがわナビ
http://kamonavi.jp

メキシコから
安房シャチ彦
緊急参戦！

★子どもプロレス教室
★チャリティー音楽ライブ
　りりィアンドよーじ　Ｙａｅ　水谷学司　里アンナ
★スペシャル・サーフィンスクール
　　プロサーファー・小川直久　石井寛路　高梨敏行　牧野優介　渡辺将人　小川幸男

★ＺＥＲＯ１ チャリティープロレス

★フリーマーケット★フリーマーケット

10 :00～15 :30
鴨川市役所前広場

入場無料入場無料

6.122011.

プログラムは都合により変更となる場合がありますプログラムは都合により変更となる場合がありますす。す。
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6.12、鴨川

＊雨天時会場　鴨川市文化体育館（総合運動施設内）

タコスパワー全コスパワー全開！
最強のルチャドール最強のルチャドール
タコスパワー全コスパワー全開！
最強のルチャドール最強のルチャドール
タコスパワー全開！
最強のルチャドール

★安心安全！ 農産物直売 
★新鮮な海の幸 ! 海鮮焼きコーナー 
★元気鴨川！おらが丼弁当 
   ★特設ブース

             観光協会　波の伊八　大山支援村 
　　　　　      鴨川シーワールド　
                                     チャリティーＴシャツetc.   



第１試合　30分一本勝負第１試合　30分一本勝負
　ザ・ビッグベン・鴨川牛五郎 VS KAMIKAZE ・小湊優作　ザ・ビッグベン・鴨川牛五郎 VS KAMIKAZE ・小湊優作
第２試合　特別試合３ウェイマッチ30分一本勝負第２試合　特別試合３ウェイマッチ30分一本勝負
　日高郁人 VS 佐藤耕平 VS  おらが丼丸（友情参戦）　日高郁人 VS 佐藤耕平 VS  おらが丼丸（友情参戦）
第３試合　鴨川スーパーマッチ時間無制限一本勝負第３試合　鴨川スーパーマッチ時間無制限一本勝負
　大谷晋二郎・天津領二・安房シャチ彦 VS 田中将斗・天狗カイザー・柿沼謙太大谷晋二郎・天津領二・安房シャチ彦 VS 田中将斗・天狗カイザー・柿沼謙太

鴨 川 か ら 元 気 を ！ 鴨 川 か ら 笑 顔 を ！

鴨川元気安全宣言
いま、わたしたちにできること──。   
それは元気を出すこと。心身ともに力をみなぎらせ、
東日本の復興を全力で支援すること。   
熱い思いが響き合い、
プロレス団体「ＺＥＲＯ１」の全面協力のもと、 
鴨川に縁のある音楽アーティスト、プロサーファーたちが集結。 
鴨川市民、団体がひとつになって
「東日本復興支援チャリティー 元気鴨川2011」を開催します。 
6・12、鴨川は新たな元気に包まれます。  

一、地震・津波による直接被害を受けなかった鴨川は
　　東日本復興に向けて被災地の復興を全力で支援します。 
一、鴨川は豊かな自然環境によって育まれた、
　　安心安全の農産物・水産物を活かして、
　　元気の源である日本の食を強力にサポートします。  
一、鴨川は訪れるみなさまをあふれる笑顔と
　　おもてなしの心でお迎えし、
　　熱くみなぎる元気と希望を提供します。 

フリーマーケット

安心安全！
農産物直売

新鮮な海の幸！
海鮮焼き

元気鴨川！
おらが丼

鴨川市観光協会

波の伊八
鴨川まちづくり塾

がんばろう東北！
鴨川市大山支援村

鴨川シーワールド 

元気鴨川
チャリティーＴシャツ  

■鴨川市役所前広場（晴天時）
ＪＲ安房鴨川駅より徒歩約 10分
総合運動施設駐車場よりシャトルバス約５分

●お願い
○道路渋滞が予想されますので、公共交通機関のご利用をおすすめいたします。
○市役所周辺は特にたいへんな混雑が予想されます。
　駐車場は総合運動施設をご利用ください。
○誘導係、看板の指示にしたがってください。
○駐車場内での事故、盗難などのトラブルには一切責任を負いかねます。
　車から離れる際は必ず貴重品をお持ちください。

■文化体育館（雨天時）
ＪＲ安房鴨川駅西口よりシャトルバス約５分
長狭高校前交差点より長狭街道へ約３分

至館山
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雨天時、安房鴨川駅西口より
文化体育館（会場）まで
シャトルバスを常時運行します。
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房
線
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外
房
線

至太海

豪華メンバーによる元気あふれるステージ
 オープニング10：00

チャリティー音楽ライブ 10：20

スペシャル★サーフィンスクール 12：40

◎★11：30 ・13：30には「おたのしみ福引大会」を開催！

＊プログラムは都合により変更となる場合があります。

りりィアンドよーじ

Yae

鴨川に縁のあるプロサーファー 小川直久 石井寛路 高梨敏行 
牧野優介 渡辺将人 小川幸男が集結。  サーフライダー・ファ
ウンデーション・ジャパンの全面協力により、サーフィン＆ボディー
ボードの体験レクチャー、子どもたちに向けた「海の紙芝居」
などを行う。  サーフィン発祥の地・鴨川の海の魅力を再発見！  

鴨川市在住。半農半歌手を実践するハートフルなアー
ティスト。熱いメッセージのこもった数々の歌を披露。

里アンナ
奄美大島出身。島唄を源流としたダイナミッ
クな歌声が響きわたる。

水谷学司
鴨川市出身、ご当地アーティスト。鴨川をテー
マにした歌も多数。昨年のサマーフェスタ、
棚田の夜祭りでも熱唱。

鴨川市在住。1974年『私は泣いています』（りりィ）
がミリオンセラーに。現在、２人は「ＴＷＩＮ ＶＯＣＡＬ」
という新しい領域に挑戦中。全国でライブを展開。
「残そう」は心に染み入る。

ＺＥＲＯ１ 子どもプロレス教室13：40
ＺＥＲＯ１レスラーによる子どもプロレス教室。  プロレス大好き
な子どもたち、リングの上に集まれ！  
＊ 当日受付。小学生であれば、だれでも参加可。参加多数
の場合は先着順とします。  

ＺＥＲＯ１ 夢のチャリティーマッチ  三番勝負！14：00

フィナーレ 15：20

第１試合　30分一本勝負
　ザ・ビッグベン・鴨川牛五郎 VS KAMIKAZE ・小湊優作
第２試合　特別試合３ウェイマッチ30分一本勝負
　日高郁人 VS 佐藤耕平 VS  おらが丼丸（友情参戦）
第３試合　鴨川スーパーマッチ時間無制限一本勝負
　大谷晋二郎・天津領二・安房シャチ彦 VS 田中将斗・天狗カイザー・柿沼謙太
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交差点は渋滞が
予想されますの
で、できるだけ避
けてください。

＊市役所周辺はたいへんな混雑
　が予想されますので、総合運動
　施設駐車場を御利用ください。
＊総合運動施設－市役所間に　
　シャトルバスを常時運行します。
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ベイシア
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会場へのアクセス

◎フリーマーケットの出店料、農産物の売上、チャリティーＴシャツの収
　益等、東日本大震災の義捐金に寄付させていただきます。 
◎農産物、海産物、おらが丼、Ｔシャツ等、数に限りがございますので、
　売切れの場合はご容赦ください。

市内外から多数のお店が集まり、活気あふ
れる楽しいフリーマーケットを開催します。 ほり
出しモノがいっぱい見つかるかも！？  

安心安全の地元農産物を直売！ 
とれたて新鮮な農産物をお買い求めください。  

南房総・鴨川の海でとれた、鮮度抜群の
海の幸をふるまいます。 
房州ならではの味覚をお楽しみください。  
 
鴨川の素材をふんだんに使った
「おらが丼」を元気鴨川仕様で特別販売！  

鴨川の観光情報盛りだくさん！  

郷土が生んだ稀代の彫工「波の伊八」の
魅力を紹介。  伊八ブランド産品の販売もあり
ます。  

大山小学校（廃校）を利用して市民が立ち
上げた受入支援施設。     
活動紹介のほか、福島県飯舘村の美しい
写真展などを予定。東北を支援しよう！  

かわいいシーワールドグッズ
 「幸せの黄色いてるぼう」  

 「必ず復興する！」強い思いを込めた、元気
鴨川オリジナルのＴシャツをチャリティー販売     
★イラスト職人ウッシーの“ 似顔絵 ”Ｔシャツ 
　コーナーも併設


