
World Water Day Kids Summit 2010
in 新江ノ島水族館 -世界水の日こども議会 -

Letter for the Water

あなたの「水」へおくる手紙・絵をお寄せください

毎年 3月 22日は「世界水の日」です

国連が水の大切さと地球の美しい水を守るために

全世界に定めた日です

2010 年 3月 22日新江ノ島水族館を舞台に

世界水の日こども議会を開催します

お寄せいただいた手紙・絵は当日会場で発表させていただきます

応募作品の中から作品賞を選び

世界水の日事務局本部に提出させていただきます

こども議会に参加したい方を合わせて応募します

ご希望の方は下記 email までご連絡下さい

こども議会応募年齢：10才～12才（※手紙・絵の応募に年齢制限はありません）

主催：水の日実行委員会　問い合わせ email：thewater322@gmail.com
世界水の日こども議会公式HP：http://sunm.co.jp/thewater322

協賛・後援・協力：藤沢市・藤沢商工会議所・船の科学館・湘南リビング新聞社・株式会社ライツ・(株)湘南よみうり新聞社
国際ロータリー 2780地区・藤沢エフエム株式会社 レディオ湘南・インターテイク

日時：2010 年 3月 22日（月曜・祝日）
時間：10：00～15：00（ゲストの篠宮氏によるパフォーマンス 14：00～）
場所：新江ノ島水族館　小田急線片瀬江ノ島駅下車徒歩 3分
ナビゲーター：クリス岡崎
特別ゲスト：篠宮龍三（プロフリーダイバー）

手紙・こども議会参加応募先：水の日実行委員会宛（応募〆切 3月 14日）
（メールの場合）thewater322@gmail.com
（郵送の場合）　 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-17 北の内ビル 1F竹橋クリニック内　

※こども議会は無料で参加していただけますが、篠宮龍三さんのパフォーマンス見学には新江ノ島水族館への入場料が必要です
大人（中学生以上）2,000 円／子供（小学生）1,000 円／幼児（3歳以上）600円

※本イベントは世界水の日事務局より公認のイベントとしてロゴマークの使用許可をいただいております

※世界的水研究の第一人者ラスタム・ロイ博士から当日メッセージがあります！

（神奈川県藤沢市片瀬海岸 2-19-1）
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日本を代表するモチベーター・トレーナー　クリス岡崎
ある出来事から自分が「たった一人でも日本の若者の自殺に歯止めをかける」決心をする。
子供たちが未来に夢と希望を持って生きられる社会を作る！という強い決意の元で行動を起こす中、若者が未来
に希望を持てないのは、大人に元気がないからだ！と確信。その方法を求めビジネス書、自己啓発書等5000冊
以上の本を読破！様々なセミナーにも出続けるうち、世界に目を向け、ついに世界No1サクセスコーチ、アンソ
ニーロビンズに出会いそのセミナーを体験。緻密に計算された先進的な脳と感情のスキルとしくみに圧倒され「こ
れなら子供たちの未来に希望を与える事のできる、愛と情熱を持った大人を作ることが出来る！」「子供が憧れる
大人がたくさん増えていけば、子供の意識が変わる。そうする事で日本の未来を変える事ができる！」と可能性を
確信する。現在日本でアンソニーメソッドを伝えているほとんどの人たちがメンターと支持し、圧倒的な影響力と
カリスマ性は他に類を見ない。中でも家族関係の改善、モチベーションと戦略構築、感情コントロールのスキル、
苦手意識や恐怖症の除去などのスキルやトレーニングでも絶大な評価をされ、信頼されている日本人である。人に

誠実な行動を起こさせる行動型モチベーション・スピーカーとして世界的にも注目される。現在『スピードコーチング』『ウェルスマスター』『億
万長者専門学校』『恋愛セミナー』『たくなる力養成講座』など、笑いと驚きと感動を中心としたライブワークショップを開催。その情熱と笑い溢
れるセミナーは「吉本系情熱ロックライブ」と評され業界平均の5倍以上の80％近くの驚異的リピート率を誇る。

【著書・DVD等】
『最高の人生を引き寄せる法』アマゾン 1 位・『億万長者専門学校』は累計 20 万部にせまる勢い。「人生を本当に変えた一冊」として多くの
人からの熱い手紙が寄せられ続ける。セミナー DVD の『億万長者専門学校 DVD』は 2008 年 TSUTAYA レンタル No.1 で
ディズニーの「カリブの海賊」をも上回り、セミナービデオ初の驚異のレンタル率を樹立し金字塔となる。
『ファーストレディのスピーチ　ミッシェル・オバマ夫人が語る家庭・夫・アメリカ』監修
『ミッシェルオバマに学ぶ聞き手を見方にする共感話力』DVD
アンソニーロビンズのシニアリーダー＆プラチナパートナー　　　　　　　                      official HP  http://chrisokazaki.com/

“ジャパニーズジャック・マイヨール”　プロフリーダイバー　篠宮　龍三
1976年 11月 11日、埼玉県出身。
人類初の素潜り100m越えを達成した「ジャック・マイヨール」氏に触発され、フリーダイビングの世界へ。
会社員という安定した職業を捨て、自らプロフリーダイバーの道へ進む。国内唯一のプロ選手として国際大会を
中心に参戦している。競技活動の傍ら、沖縄でスクールや大会も運営。アスリートとしては世界選手権でメダル
獲得を、そしてメッセンジャーとしては「One Ocean～海はひとつ」というメッセージを軸に海洋保護とシー
マンシップ、スポーツマンシップを訴えるプロジェクト活動も推進している。
現在はヨーロッパを中心に数々の国際大会を転戦。2008 年にバハマ　バーティカルブルーにてアジア人初の
水深 100ｍ越えを達成。史上 7 人目となる 100ｍダイバーとなる。2009 年には同じくバハマ　バーティカ
ルブルーにて憧れのジャックマイヨールの最高記録 105ｍに自力による潜水で達成する。同年の世界選手権期
間中には107mのアジア記録を達成、ジャック・マイヨール越えを果たした。

【主なタイトル・表彰歴】
2006年　COUPE DES CALANQUES 2006France 総合優勝
2006年　AIDA HELLAS SUMMER GAMES 2006 ダイナミックウィズフィン種目 優勝
2006年　第５回世界選手権団体戦　2006 エジプト 総合４位
2007年　第３回世界選手権個人戦 2007 スロベニア スタティック種目 決勝５位
2007年　Dahab Tripe Depth 2007　Egypt 総合優勝
2008年　EGYPT Prechallenge 2008 スタティック種目 優勝       　 　　　official HP  　http://www.apneaworks.com/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　official blog   http://ryuzo.number-blog.bunshun.jp/

Navigator

Special Guest

あなたが思う「水」への感謝のことばや、ねがいを自由に絵やお手紙にしてください。
当日に集まっていただいた人たちに発表し、みんなで話しあいたいと思っています。

●手紙のかたち　手紙・はがき・メールなどかたちは自由です。
●絵のかたち　　大きさや絵の具、クレヨンなど手法は自由です。パソコンで描いたものでも
　　　　　　　　いいです。（手書きをスキャンしたものも可）
●応募条件　　　年齢の制限はありません、大人の方もご応募ください。
●おくり先　　　水の日実行委員会宛
郵送の場合）　　 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-17　北の丸ビル 1F竹橋クリニック内
メールの場合）　  thewater322@gmail.com

●水の日こども議会参加者募集
みんなと水について考えていただける 10才から 12才の子供を募集しています。
もちろん、お父さんやお母さんといっしょに参加しても大丈夫です。上記メールにて、お名前、住所、
年齢、だれと来るかを送ってください。詳しい案内をお知らせします。
※詳細は世界水の日こども議会公式HP：http://sunm.co.jp/thewater322 をご覧下さい。


