
7:00～8:30
ビーチヨガとピラティス

7:00～8:30
ビーチヨガとピラティス

11:15～12:00
ビーチフラッグス大会

★12:00 避難訓練

★8:30 ビーチバレー開会式

★21:00 ビッグシャワー初日終了 会場クローズ
★21:30 会場発-下田駅行きバス最終便発車

9:00～10:00
海洋浴ノルディックウォーキング体験

9:00～10:00
海洋浴
ノルディックウォーキング体験

12:05～13:00  開会式／開催挨拶
朝日子供太鼓披露

14:00～14:30  コカ・コーラ早飲み大会

14:35～15:00  ライフセイバーによる紙芝居 14:45～15:00  皆で一緒にビーチクリーン

18:15～18:35  皆で一緒にビーチクリーン

20:50～20:57 浜辺の花火

13:00～
15:30
キッズ
サーフィン
スクール

10:00～12:00
大人の
サーフィンスクール

12:30～13:45
ビーチサンダル飛ばし

15:00～ フラ・ダンス・ライブ

●15:00～ ホア ピリ アロハ
●15:20～ ハーラウ フラ オ プアエナ
●15:50～ TC dance Company

●16:30～ ZUMBA

●17:15～ ハーラウ フラ オ キリノエ ア アロハ
●17:35～ アネラ ウインク
●17:55～ へ ハナ ナネア カ フラ

●18:35～ バスンダリ（バリ舞踊）
●18:55～ ハーラウ フラ オ ヴェリナ
●19:25～ MP+K/マツパニ+カオル（ライブ）
●20:00～ フラ ハーラウ オ エフカイ
●20:30～ スタジオ ヴェリナ

12:10～ フラ・ダンス・ライブ
●12:10～ ポノポノ（ウクレレ）
●12:50～ エルハン ダンス スタジオ（ベリーダンス）
●13:10～ ナーレイヒヴァオカラー
●13:30～ プア・カーネーション
●13:50～ アロハ フラ サークル

★15:00 ビッグシャワー終了 会場クローズ
★15:35 会場発-下田駅行きバス最終便発車
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11:00～12:00  
フルムーンライブ
イズカイザーショー

13:35～14:30
アームレスリング大会

8:45～9:30
 ZUMBA
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今年度は、来場者の安全確保のための警備員増員、無料シャトルバスの増便、海洋保全のため、駐車場が有料となります。
（協力金として1台1,000円／1回） 渋滞緩和の目的のため、乗り合い運転、シャトルバスをご利用ください。

万が一、津波による非常事態宣言があった場合は、落ち着いてスタッフの指示に従い、
点線の経路からグラウンド裏の山に避難してください。

下田温泉旅館協同組合加盟旅館・ホテル
ホテル伊豆急 ／ 大地の彩 花月亭 ／ 浜辺の宿 濤亭 ／ 下田ビューホテル ／ 下田大和館 ／ ホテル山田屋 ／ 下田東急ホテル ／ 里山の別邸 下田セントラルホテル ／ 下田ベイクロシオ

観音温泉 ／ 清流荘 ／ 野の花亭 こむらさき ／ クアハウス石橋旅館 ／ 下田聚楽ホテル ／ 下田プリンスホテル ／ いづみ荘 ／ 臨海荘 ／ 金谷旅館

イベント主催 ビッグシャワー下田実行委員会
お問い合わせ 0558-22-1531（下田市観光協会）
当日お問い合わせ 070-1672-4088（　　　　　　  ）

下田港 下田駅 吉佐美大浜 田 牛
（龍宮窟）
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●下田駅シャトルバス乗り場は、バス乗り場1番、場合により2番。
●下田港シャトルバス乗り場は、安田造船駐車場（旧下田ドック跡地）前。→下図参照
●吉佐美大浜シャトルバス乗り場は、会場入口付近。
●田牛シャトルバス乗り場は、路線バス停留所「田牛」前。
●路線バス（有料）は2番線「吉佐美大浜」下車。
　3・4番乗り場「吉佐美」下車 徒歩10分。
※路線バスは本数が少ないので要確認。

P 専用駐車場
（吉佐美グラウンド）

避難場所

P 専用駐車場
（吉佐美大浜駐車場）

ビッグシャワー
メイン会場

吉佐美大浜海水浴場
舞磯浜

ファミリーマート

ローソン 田牛入口
←南伊豆町 伊豆急下田駅→136

海を綺麗に！ 今年は2日間！

皆で一緒にビーチクリーン

グラウンドステージ ビーチステージグラウンドステージ ビーチステージ

●カヤック体験は9月7日（土）・8日（日）ともに　舞磯浜エリア　にて9:00～15:30で行います。

会場案内図と避難路

無料シャトルバス時刻表

海洋プラスチック問題が話題になっていますが、ビックシャワーは海を
汚さないイベントを目標にしています。美しい下田の海を維持するため
に、皆で一緒にビーチクリーンをしましょう。集めたゴミはゴミステーショ
ンにお持ちください。皆様のご参加をお待ちしております。

参加者
募集

開催
日時

9月7日（土） 18:15～18:35
9月8日（日） 14:45～15:00

こ こ で し か で き な い 、 夏 体 験 !

ビッグシャワー下田
実行委員会本部

135
下田伊東園ホテル

はな岬
下田伊東園ホテル
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下田伊東園ホテル

はな岬

★★
道の駅

開国下田みなと
道の駅

開国下田みなと
道の駅

開国下田みなと

魚市場魚市場魚市場

←下田駅
←下田駅

臨時P

ビッグシャワー会場 ビッグシャワー会場

臨時駐車場に駐車し、
無料シャトルバスをご利用ください。

下田港無料シャトルバス乗り場

メンバー
募集中 !



大露店市
エリア
大露店市
エリア

土佐屋デザイン
他カラー：ブラック

AYANOデザイン
他カラー：ブルー

会場MAP

本部

インフォメーション

トイレ

出入口

喫煙所

ゴミステーション

1
2

下田の夏は9月も常夏。
令和元年夏の締めくくりは
ビッグシャワーに決まり！

毎年大人気！
令和初、ビックシャワーTを会場で着こなせ

マイ箸、マイ皿、マイカップ持参で！
美しい砂浜、綺麗な環境を残しましょう。

屋台で箸はもらえません！ 間伐材箸を購入してください。

参加者募集！

伊豆下田には美しい白砂と水質が極めて良好な海水
浴場が数多くあります。そのひとつ吉佐美大浜を舞台
とする参加型ビーチイベントが海洋浴の祭典「ビッグ
シャワー」。様々なビーチアクティビティ、花火大会、
浜辺の大露店市など、盛りだくさんな2日間。まだま
だ暑い9月の下田を楽しもう！

BIG SHOWER               NEWS!BIG SHOWER               NEWS!Pick Up

今年は下田のソウルバー「土佐屋」デザイン！ みんなが着やすいロゴTです。前後左右と4プリントの豪華デザイン。S.M.

L.XLサイズ各2900円。もうひとつは下田の海を眺めながらアーティスト活動をしているAYANOさんのデザイン。古着
の様な風合いの生地を使用した海を感じるデザインです。S.M.L.XLサイズ（ネオンレッド・ブルー）各2900円、GMサ
イズ（イタリアンレッド）2500円。8月下旬に道の駅「開国下田みなと2階 まるごと下田館」にて販売開始。

［開催日］ 9月7日（土）・8日（日）　［時間］ 7:00～8:30
［受付］ 6:45～ 吉佐美大浜ビーチステージ
［開催場所］ 吉佐美大浜海岸
［インストラクター］ 杉山和代（ピラティス）・鈴木こなみ（ヨガ）
［参加料金］ 2,000円（レッスン料、レンタルヨガマット、保険）
［募集定員］ 80名（予約制）
［お申し込み・お問合せ］ ビッグシャワー下田実行委員会
TEL:0558-22-1531（下田市観光協会）
※ヨガがしやすい服装でご参加ください。
※タオル、飲み物等ご持参ください。
※ヨガマットをお持ちの方はご持参ください。

50店舗が並ぶ大露店市！
おなじみのかき氷、焼きそば、お好み焼き、地
元屋台に加え、ハワイ発くるくるチキン、本格
的ピザバスが初登場！

7本格的ハワイアンミュージックを堪能！MP+K/マツパニ+カオル
月夜の砂浜で波の音を聴きながらリラックスタ
イム。ハワイアンミュージック界で活躍する3人
による本格的ハワイアンライブをお楽しみくださ
い。7日19時25分よりビーチステージにて。

6すぎの子作業所とのコラボビールタンブラーを販売
すぎの子作業所で作成した陶器のビールタン
ブラーに、下田のアーテイストAYANOさんと
MIZUKIさんがペアで夏らしさを描いてくれま
した。陶器で飲むビールは格別に美味しい。
ビックシャワーの思い出をぜひお持ち帰りくだ
さい。限定コラボタンブラー20個 2000円グッ
ズ売り場で販売。

4伊豆のご当地ヒーロー「イズカイザー」登場！
ちびっこ集まれー！ 金目鯛のベルトは海
好きの証し、平和の為に悪と戦うイズカ
イザー。イズカイザーのテーマソングを
歌う「音楽で悪を倒す」ガールズバンド 
Full MooNと8日11時に登場だ！

3ビーチサンダル跳ばし選手権に今年も湘南からビーサン協会がやって来る！
昨年、大好評だったビーサン協会が湘南から会
場入り。みんなでビーサンを跳ばして景品をゲッ
トしましょう。ビーサンは公式ビーサンをお使い
いただきます。7日12時にビーチステージ横テン
トで受け付け（先着順）。参加費200円～（参加
費の一部を環境保護に寄付）。男性30名、女性
30名、子供30名（小学生4年生以下）。

ビーチ
ステージ

朝の海でビーチヨガ

海のアクティビティや楽しいイベントにチャレンジしませんか？

ヨガとピラティスのスペシャルビーチヨガ

Beach Yoga

舞磯浜
エリア

Tシャツ
グッズ
売り場

グラウンド
ステージ

Kisami Ohama

5ブラジル初、日本代表が教えるフレスコボールを体験！
砂浜でラケットとボールを使い、ラリーを続けま
す。7日12～17時にビーチステージ近くフレスコ
ボール旗前で当日受付。小学生～大人 無料。

会場では環境保全ならびにゴミを少しでも減らすために「マイ箸、マイ
皿、マイカップキャンペーン」を実施します。マイ箸、マイ皿、マイカップ持参
で遊びに来てください！

喫煙は指定の場所で
お願いいたします。
イベント期間内は、会場内の混雑が予想
され、小さなお子様も多くいらっしゃいま
す。歩きタバコなどは大変危険です。タバ
コの火、煙から子供たちを守るため、決め
られた場所での喫煙をお守りください。
会場内にはゴミステーション横に喫煙
コーナーを設けてありますので、決められ
た場所での喫煙をお願いいたします。

これまで箸のレンタルを行ってきましたが、使用済み箸の洗浄のための水
資源消費に疑問を持ち、昨年から間伐材の割り箸（1膳10円～）を購入
いただき、その代金（箸購入代金を除く）を環境保護のために募金します。

［開催日］ 9月8日（日）　［時間］ 10:00～12:00
［集合時間］ 10:00 吉佐美大浜ビーチ中央受付テント
［開催場所］ 吉佐美大浜海岸　［対象］ 高校生以上
［参加料金］ 4,000円（レッスン料、レンタルボード、保険）
［募集定員］ サーフィン初心者・体験者クラス30名
［必要なもの］ 水着、サンダル、タオル、帽子、着替え、飲み物、
日焼け止めクリーム等
［お問合せ］ TEL:0558-27-0771（リアルサーフショップ）
［主催］ マリンネット下田　［協力］ ローカルサーファー
※ラッシュガードやウェットスーツに着替えて集合してください。

初めてだって大丈夫
大人のサーフィンスクール

Surfing School for Adults

腕相撲最強は誰だ！
アームレスリング

［開催日］ 9月7日（土）・8日（日）
［時間］ ①9:00～ ②10:00～ ③11:00～ ④12:30～
⑤13:30～ ⑥14:30～　計6回（全て約1時間程度） 
［集合時間］ 各回開催の30分前
［集合場所］ 舞磯浜エリア駐車場
［対象］ 4歳以上の健康で元気な方
［参加料金］ 小学生以上1,500円　小学生未満500円
［募集定員］ 各回20～30名（1艇につき2～4名乗艇）
［お問合せ］ TEL:0558-23-0468（ワンダフルワールド）
http://www.wonderful-world.net/
●HP内の予約フォームより9月6日（金）18時までにお申し込み
ください。当日の受付はカヤック会場まで。
※参加料金には機械レンタル、保険、カヤック安全講習が含ま
れます。　※濡れても良い服装（お尻から下は濡れるため水着
がベスト）、帽子、クロックスやかかとのあるマリンシューズ等を
着用してください。　※ビーチサンダルでの参加はできません。

穏やかな川からの景色を楽しもう
カヤック体験

Kayak School

［開催日時］ 9月7日（土） 14:00～・8日（日）13:00～
［開催場所］ 吉佐美大浜グラウンドステージ 
［受付時間］ 9月7日（土） 13:00～・8日（日）9:00～ 当日受付
［集合場所］ インフォメーションに15分前に集合
［参加料金］ 200円（子供は100円）
［募集定員］ それぞれ16名（1艇につき2～4名乗艇）
［お問合せ］ ビッグシャワー下田実行委員会
TEL:0558-22-1531（下田市観光協会）

令和チャンピオン、出てこいや!!
コカコーラ早飲み大会

Coca Cola Early Drinking Tournament

［開催日］ 9月7日（土）・8日（日）　［時間］ 9:00～10:00
［受付・集合時間］ 8:45～ 吉佐美大浜ビーチステージ
［コース］ 吉佐美大浜ビーチ～龍宮窟～吉佐美大浜ビーチ
［参加料金］ 500円（レッスン料、ポールレンタル、保険）
［募集定員］ 各日30名
［必要なもの］ タオル、帽子、飲み物、日焼け止めクリーム等
［お問合せ］ ビッグシャワー下田実行委員会
TEL:0558-22-1531（下田市観光協会）
［主催］ 伊豆下田ノルディックウォーキング協会
※両手が使えて歩きやすい服装でご参加ください。
※サンダルやクロックスでの参加はできません。
必ず運動靴でご参加ください。

人気の龍宮窟を歩こう 2days
ジオガイドと歩くノルディックウォーキング

［開催日］ 9月7日（土）　［時間］ 13:00～15:30
［受付・集合時間］ 13:00 吉佐美大浜ビーチ中央受付テント
［開催場所］ 吉佐美大浜海岸　［対象］ 小学生・中学生
［参加料金］ 2,500円（レッスン料、レンタルボード代、保険）　
［募集定員］ サーフィン体験クラス30名、
ボディボードクラス10名　［必要なもの］ 水着、サンダル、タオ
ル、帽子、着替え、飲み物、日焼け止めクリーム等
［お問合せ］ TEL:0558-27-0771（リアルサーフショップ）
［主催］ マリンネット下田　［協力］ ローカルサーファー
※必ず昼食を済ませて、ラッシュガードやウェットスーツに着替
えてから集合してください。
※レッスン終了後、宝探しゲームを行います。

元気なキッズ集まれ！
キッズサーフィンスクール

Surfing School for Kids

［開催日時］ 9月7日（土）16:30～17:10・8日（日）8:45～9:30
［受付］ 不要　ビーチステージに開始5分前に集合
［開催場所］ 吉佐美大浜海岸ビーチステージ
［インストラクター］ 高橋彩
［参加料金］ 無料　［参加定員］ なし
［お申し込み・お問合せ］ ビッグシャワー下田実行委員会
TEL:0558-22-1531（下田市観光協会）
※暑さ対策のため、十分に水分補給をお願いします。
※タオル、飲み物等ご持参ください。

皆で踊って楽しくエクササイズ
ズンバ

ZUMBA®

Nordic Walking Tour

［開催日］ 9月8日（日） 13:35～14:30　
［受付時間］ 9月8日（日）9:00～ インフォメーションで受付
［集合時間］ 13:20　［参加資格］ 小学生から大人の男女
［受付］ 吉佐美大浜グラウンドステージ　［参加料金］ 無料
［お問合せ］ ビッグシャワー下田実行委員会
TEL:0558-22-1531（下田市観光協会）

Arm Wrestling

栄光を摑み取れ！
キッズビーチフラッグ

［開催日］ 9月8日（日） 　［時間］ 11:15～12:00
［受付・集合時間］ 10:50 吉佐美大浜ビーチステージ
［お問合せ］ ビッグシャワー下田実行委員会
TEL:0558-22-1531（下田市観光協会）
※参加者は小学生のみ。　※裸足でご参加いただきます。

Beach Flag

ビッグシャワー bigshower_shimoda
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