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エンタテインメントだからこそできるLDHの社会貢献活動

LDH の社会貢献活動は、「エンタテインメントだからこそできる社会貢献がある」という想いから始まりました。
「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。」は、子どもたちに夢を持つことの素晴らしさを伝え、その夢を応援したいという想いがテーマです。
未来を担う子どもたちにさまざまなサポートや体験の場を提供し、子どもたちが夢に向かって成長していくことに少しでも貢献できるように社会貢献部を中心に社員、
所属アーティスト、タレントが一緒になって LDH 全体で社会貢献活動に取り組んでいます。

モバイルサイト「LDH mobile」で
活動内容をご覧いただけます
http://ldh-m.jp/
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海外にきて成長したところ、変わっ
たところはありますか？

サッカーを通して、ヨーロッパを
はじめ海外の選手とコミュニケー

ションをとり結果を残すことで、チームメー
トやサポーターから信頼を得ることになり
日本人でもヨーロッパで活躍できることを
感じました。これからもっと多くの日本人、
アジア人がヨーロッパでプレーできるよう
に自分も結果を残していきたいですね。

ドイツに来て苦しかったことは？

やっぱり試合に出られない時、結
果を残せない時です。しかし、そ

ういった状況の時にどう準備するかが大
事だと思っていて、試合に出られないこと
はストレスになるけれども、日々スタメン
をとるために何をしたらよいか、いつチャ
ンスがきてもいいようにと常に考えて徹底
した練習やトレーニングをしています。

サッカー以外では普段何をしてい
ますか？

うーん、基本は練習と家の往復で、
あまり外出や外食はしないですね。

試合が多く、週 2 回は移動しているので
コンディションを整えるための生活をして
います。でも、ごくたまには買い物にも行
きますよ。

テレビは見ないんですか？

ドイツのテレビはサッカーしか見
ないです！　たまに日本のバラ

エティー番組をネットで見ます。『週刊
EXILE』も見てますよ（笑）。

EDC のプレーを見てどうでした
か？

素直にうまいなと思いました。ド
ルトムント U-12 を圧倒する技術

力とコンビネーションに驚きました。僕の
12 歳の時よりもはるかにテクニック、プ
レーが上手で将来が楽しみです。

サッカーでドイツに来て楽しかっ
た事はなんですか？

僕は 21歳のときにドイツに来て、
そこで 1年目から監督との出会い

があり活躍できて優勝を勝ちとって、チー
ムのファンからリスペクトをもらえるよう
になりました。ブンデスリーガを経験した
とき Jリーグでは味わえない雰囲気、ここ
で活躍するということはどれだけ世界中に
与える影響力があって、世界中のサッカー
ファンが自分の名前を知ってくれるかとい
うことを肌で感じられた事ですね。

ドイツ語は何日で覚えましたか？

ドイツ語はあまりしゃべれないです
（笑）。でも1、2 年目は勉強して、

ある程度の会話やピッチ内の会話はでき
ます！

何歳からサッカーを始めたのか、
きっかけはなんですか？

1993 年の Jリーグ開幕が当時 4
歳だったのですが、自分も将来そ

こでサッカーをしたいなと思ったのがきっ
かけです。

ドイツと日本のサッカーの違いは
なんですか？

ドイツはサッカーという文化がし
みついていて、常に満員のスタジ

アムでサッカーができる環境です。ここの
町の人はサッカーを見るために仕事を頑
張っていて、僕らサッカー選手はその結
果で良ければリスペクトされ、悪ければ厳
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2 年連続で優勝の EDC が
欧州サッカーの地へ“夢者修行”
　「EXILE CUP」は、株式会社 LDH JAPAN が主催する、小学校 4 年生から
6 年生を対象としたフットサル大会です。2010 年にスタートし、2016 年で 7
年目を迎えました。北は北海道、南は九州まで全国 9 地区、10 の会場で予選を行
い、各地区での優勝チームが決勝大会へと進みます。2016 年大会では関西代表の
EDC が優勝、2015 年から 2 年連続での優勝となりました。これからも、「EXILE 
CUP」は、笑顔で楽しく、そして、一生懸命サッカーに取り組む子どもたちを応援
していきます。

　過去最多となる473 チームが参加した
『EXILE CUP 2016』を制したのは、関西
代表の EDC でした。2015 年も優勝カッ
プを手にしている強豪チームで、今大会
では優勝カップに加えて、サプライズプ
レゼントの「EXILE 賞」も受賞しました。

「EXILE 賞」というのは、「香川真司選手
に会える！ヨーロッパサッカー夢者修行」！　
授賞式では、EDC の選手はもちろん、観
客席も大きな歓声が湧きました。
　“ 夢者修行 ”は、2017 年 2 月に行われ
ました。普段は別々のチームでサッカーを
しているというEDC のメンバーは 3 泊 5
日の “ 夢者修行 ” のために再集結、伊丹
空港から成田空港を経由して、ドイツの
ドルトムントを目指しました。移動時間は
14 時間を超えましたが、行き先のドルト
ムントは、あこがれの香川真司選手が所
属するブンデスリーガのボルシア・ドルト
ムントがある街。移動している間はずっと
選手たちから興奮が伝わってきました。
　いよいよ本格的な修行が始まった 2日
目、この日、EDC の選手たちは、スペシャ
ルサポーターの EXILE ÜSAとともに普段
はなかなか見学することができないボルシ
ア・ドルトムントのアカデミー施設を見学
しました。
　施設では、ドイツ国内にも 2 台しかな
いというトレーニング器具「フット・ボナ
ウト」を体験しました。「フット・ボナウ

ト」は、判断力やプレーの正確さを高める
トレーニングマシンで、14 メートル四方
の立方体の側面に 8 つのボール発射口が
あり、そこからランダムにボールが飛び出
します。それに反応して、指定のエリアに
パスを送り込みます。野球でいうと、ピッ
チングマシンのような器具です。もちろん、
EDC の選手たちは初めての経験です。伊
丹を出てからボールに触れる時間がほと
んどなかった選手たちは悪戦苦闘しなが
らも貪欲にボールに食らいついていまし
た。アカデミー内のピッチで行われていた
U-11、U-12、U-14 の練習も見学しました。
　その後は、ドイツ最大級のサッカー専
用スタジアムのシグナル・イドゥナ・パル
クへ。ブンデスリーガ第 21節ドルトムン
ト vs ヴォルフスブルク戦を観戦しました。
EDC の選手たちは香川選手からプレゼン
トされたユニホーム着用で応援、香川選
手も途中から出場しました。EDC の選手
たちの夕食会場に、香川選手が登場する
サプライズもありました。
　3 日目は、“ 夢者修行 ” のハイライト、
ボルシア・ドルトムントの U-12 チームと
の親善試合です。前日、アカデミー施設
で対戦相手を熱心に研究していた EDC
のメンバーは体格の大きな選手に驚きを
隠せないようでしたが、「ボールに触りた
い！」という気持ちがさく裂したのか、8 ー
1で大勝しました。

EDCチームと
香川選手が

Q&Aセッション

EXILE CUP 2017 2017 年もアツい試合が繰り広げられます！
ぜひご参加・応援をよろしくお願いします

6 月 24 日（土）　関東大会 1 ＠茨城県
鹿島アントラーズクラブハウス　フットサルコート
茨城県鹿嶋市粟生東山 2887 番地

7 月 1 日（土）　九州大会＠鹿児島県
国分陸上競技場
鹿児島県霧島市国分清水 309

7 月17 日（月・祝）　関西大会 1 ＠和歌山県
紀三井寺陸上競技場
和歌山県和歌山市毛見 200

7 月 23 日（日）　関東大会 2 ＠山梨県
昭和町押原公園天然芝・人工芝グランド
山梨県中巨摩郡昭和町押越 1500-1

7 月 30 日（日）　北信越大会＠富山県
富山県総合運動公園陸上競技場
富山県富山市南中田 368

8 月 3 日 （木）　中国大会＠岡山県
灘﨑町総合公園多目的広場
岡山県岡山市南区片岡 119-1

8 月 6 日 （日）　関西大会 2 ＠兵庫県
三木防災公園陸上競技場・第二陸上競技場
兵庫県三木市志染町三津田 1708

8 月 9 日（水）　北海道大会＠函館市
函館フットボールパーク多目的グラウンド
北海道函館市日吉町４丁目 19 番 1 号

8 月 13 日（日）　東海大会＠三重県
東員町スポーツ公園陸上競技場
三重県員弁郡東員町北大社

8 月 20 日（日）　東北大会＠秋田県
スカイドーム
秋田県秋田市雄和椿川駒坂台 4-1

8 月 27 日（日）　四国大会＠愛媛県
今治市営スポーツパークサッカー場
愛媛県今治市高橋ふれあいの丘 16

今秋予定　決勝大会＠愛媛県・今治市
ありがとうサービス．夢スタジアム
愛媛県今治市高橋ふれあいの丘 16

香川選手の待つ、ドイツ・ドルトムントでサッカー漬け

　最終日には、引率したスタッフを驚か
せるハプニングがありました。ドイツフッ
トボールミュージアムを訪れた時のことで
す。館内の小さなフットサルコートで現
地の子どもたちが遊んでいたのですが、
EDC の選手たちが「一緒にやろうよ！」
と声をかけました。最初こそEDC の選手
の勢いに押され気味の現地の子どもたち

でしたが、最後には一緒にボールを追い
かけていました。EDC の選手たち、彼ら
のサッカーを通じて巻き込む力のスゴさを
思い知らされました。
　EDC の選手はもちろん、スタッフもい
ろいろなことを学んだ 3 泊 5日でした。
“ 夢者修行 ”は今後も可能な限り続けてい
きたいと考えています。

1  ボルシア・ドルトムントのアカデミー施設で説明を受ける面々。EDC のメンバーも、EXILE ÜSAも真剣そのもの！　
2  サッカーミュージアムではすべての展示に興味津々　 3  ミュージアム内のフットサルコートで遊ぶ現地の子どもたち

に挑戦　 4  デュッセルドルフ日本人学校を訪問　 5  シグナル・イドゥナ・パルクで香川選手を応援

「いつチャンスがきてもいいように
徹底した練習トレーニングをしています」

ボルシア・ドルトムントの U-12 チームと対戦！
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しい声をいただく結果の世界。ドイツを始
めヨーロッパではサッカーの力が大きいけ
れど、日本ではまだサッカーは生活の一部
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という状況ではないと思います。日本も今
後そうなっていったらいいのかなと感じて
います。
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関東大会 1 東海大会

　初開催地となる埼玉県に 51チームが集結、熱戦が繰り広げられた。決勝戦は、開始早々、フウガドールすみ
だエッグスが素早い攻守の切り替えから先制を決める。この勢いのまま、相手にボールを持たせず主導権を握り
1ー0 のまま折り返すと、後半戦も猛攻を続けさらに得点を重ねる。試合終了間際にも、コーナーキックからのボー
ルを押し込み結果は 4 ー 0 で終了。フウガドールすみだエッグスが完封勝利で全国大会出場を決めた。

　岐阜城のふもとにある長良川競技場には52チームが集結。決勝戦は、開始直後にPIVOがキックインからゴー
ル前の選手がタイミングよく合わせヘディングで先制。その後も着実に得点を重ね、主導権を握り相手に反撃さ
せない試合展開に。後半は Voce e amdor U-12 が 2 点を返すも、昨年の地区大会王者には追いつけず 7 ー 2
で PIVO の連覇。ハイレベルな東海大会を制した。

埼玉県
8 月 14 日（日）＠青木町公園総合運動場 陸上競技場

岐阜県
8 月 20 日（土）＠長良川競技場

フウガドール
すみだエッグス
東京都

PIVO
静岡県 

優勝
優勝

準優勝  古千谷 Football Club  東京都 
第3位  浦和大谷場サッカー少年団  埼玉県
コリンチャンス JAPAN サテライト LIVRO  埼玉県

準優勝  Voce e amdor U-12  愛知県 
第3位  FC 下田  静岡県
 piacevole  愛知県
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北信越大会

四国大会

中国大会

北海道大会

　予選 1会場目となる石川県には 36 チームが集結。室内会場のため、選手たちは天候を気にすることなく試合
に挑んだ。決勝戦は、お互いボールの支配を許さない攻防が続き、0ー0のまま後半戦へ突入。終盤になってもゴー
ルが決まらない試合展開に、PK 決着になるかと思われた試合終了間際。一瞬のチャンスをものにした地元石川
県のエスぺリオFC が 1点を決め試合終了。全国大会出場チームの第 1号となった。

　日差しが痛いくらいの晴天のもと、初開催地となる高知県には 48 チームが集まり、熱戦を繰り広げた。
　決勝戦は、開始早々に FC 佐古が先制するが、大西キッカーズもフリーキックでゴールを狙うなど攻め続け同
点に。しかし直後に集中力を切らさなかった FC 佐古が追加点を入れ 2 －1に。後半戦は強固な守備で 1点差
を死守した FC 佐古が優勝し、全国大会への出場を決めた。

　初開催地となる岡山県には、52 チームが集結。心配されていた天気も前日とはうって変わり太陽が照りつけ
る晴天の中、試合が行われた。決勝戦はお互い攻めの姿勢でボールを奪い合い、シュートを打ち合う状況が続く
も、前半終了間際に浦安フットボールクラブが先制。後半に入るとフリーキックを決め追加点。その後 1点を返
されるも 2 －1で試合終了。浦安フットボールクラブは 3 年ぶり2 回目の全国大会出場を決めた。

　晴天に恵まれた会場には道内から 35 チームが集結。決勝戦は、AGGRE U-12 がボールを奪うと一気に
ゴールを狙い先制。流れをつかんだチームはさらに追加の 1点を落ち着いたパスワークから決めた。後半は、
SS.LAVORO が体制を崩しながらもシュートし1点を返すが、その後 AGGRE U-12 がコーナーキックに見事に
タイミングを合わせ、ヘディングシュートで 3 －1とし試合終了。2 年連続 2 度目の全国大会進出を決めた。

石川県
7月23日（土）＠こまつドーム アリーナ

高知県
7 月 31 日（日）＠高知県立春野総合運動公園 多目的広場

岡山県
7 月 26 日（火）＠水島緑地福田公園 サッカー場兼ラグビー場

北海道
8 月 3 日（水）＠札幌サッカーアミューズメントパーク

エスペリオ FC
石川県

FC 佐古
徳島県

浦安フットボール
クラブ 岡山県

AGGRE U-12
千歳市 

優勝

優勝

優勝

優勝

準優勝  ReiZ 長岡 FC  新潟県 
第3位  TFC.AGORA  石川県
 サンライズ A  福井県

準優勝  大西キッカーズ  愛媛県 
第3位  FC レオパード  徳島県
 羽ノ浦コスモス  徳島県

準優勝  アヴァンサール FC jr  岡山県 
第3位  FC SPITZE CLUB  広島県
 FC リベルダーデ山口  山口県

準優勝  SS.LAVORO  札幌市 
第3位 上札幌サッカースポーツ少年団  札幌市
 kitago jr FSC 札幌市

東北大会 関東大会 2

　昨年に引き続き、山形県に 48 チームが集結。選手の熱気同様、予選の曇り空から一変した、絶好の晴天で
迎えた決勝戦。宮城県勢対決となった試合は、お互い高いフットサル技術をもち攻守ともに譲らぬ試合展開で0ー
0 のままPK 戦へ突入。3 人終えても決着はつかず、4 人目。TOMIYA CLUB Jr の GK が見事にシュートを止め、
4 ー 3 で勝利をつかみ全国大会出場を決めた。

　予選大会最後の会場となる群馬県に 52 チームが集結。決勝戦は、個人技の高いチーム同士の攻防が繰
り広げられたが、Futbol Club Cano が先制を決める。1ー 0 で始まった後半戦は、戦法を変えた AS KOFU 
FUTSAL CLUB がすぐに1点を決め同点に追いつきPK 戦に持ち込むかと思われたが、試合終了間際に Futbol 
Club Cano がゴールを決めこれが決勝点となり優勝。最後の全国大会への切符を勝ち取った。

群馬県
9月4日（日）＠あずまサッカースタジアム

TOMIYA CLUB Jr
宮城県 

Futbol Club Cano
埼玉県 

優勝 優勝

準優勝  MESSE 東北  宮城県 
第3位  最上 UNITED.FC 山形県
FC. ヴェルジナーレジュニア  福島県

準優勝  AS KOFU FUTSAL CLUB   山梨県 
第3位  FC ジョカーレ   東京都
DEL MIGLIORE CLOUD 群馬  群馬県

山形県
8 月 28 日（日）＠米沢総合公園米沢市営人工芝フィールド

　北海道・東北・北信越・東海・関西・
中国・四国・九州、関東は 2 会場に分
けた 9 地区 10 会場で予選大会を開催。
参加チーム数は過去最多となり、4,145
名を超える選手が頂点を目指し白熱した
試合を繰り広げました。

北海道大会

東北大会

関東大会 1
関東大会 2

北信越大会

中国大会

TOMIYA CLUB Jr
宮城県

【初出場】 

Futbol Club Cano 
埼玉県

【初出場】

予選大会 2016 年
7 月 23 日〜 9 月 4 日

九州大会 関西大会

　初開催地となる佐賀県には 47 チームが集まり、天気同様各コートで熱戦が繰り広げられた。決勝戦は、長
崎ドリーム FCジュニア V がベンチからの仲間の声におされるように果敢に攻め、ゴール前の混戦から先制。そ
の後もロングパスを繋げ追加点を決め後半戦へ。PLESURE SCも何度もゴールを狙い執念の1点を決めるも、
追いつくことはできずに 2 － 0 で試合終了。長崎ドリーム FCジュニア V が初の全国大会出場を決めた。

　出場チーム枠を大きく上回る100 チーム以上の応募があった関西地区からは 52 チームが集結。毎年ハイレベルな試合が
多くみられる中、昨年全国覇者の EDC が決勝戦へ。試合開始とともに、お互いボールを奪い合う展開になるも先制したのは
巧みなドリブルを見せた EDC。この 1点で緊張がほぐれ勢いをつけ追加点を決め 2 － 0 で後半戦へ。その後も得点を重ね
4 － 0と引き離す。終盤に ROOTS FUTSAL CLUB が 2 点を決めるも 6 － 2 で試合は終了。EDC が 3 年連続 4 回目とな
る全国大会進出を決め、2 年連続全国大会制覇を目指すこととなった。

佐賀県
8 月 7 日（日）＠佐賀県総合運動場 陸上競技場

兵庫県
8 月 11 日（木・祝）＠兵庫県立三木総合防災公園 陸上競技場

長崎ドリーム FC
ジュニアV長崎県

EDC
大阪府

優勝 優勝

準優勝  PLESURE SC 佐賀県 
第3位  長崎ドリーム FC ジュニア W  長崎県
 肥前 FC  佐賀県

準優勝  ROOTS FUTSAL CLUB  滋賀県
第3位  SETSTAR WAKAYAMA U-12  和歌山県
 リベルテ  兵庫県

東海大会関西大会

四国大会九州大会

予選大会を勝ち抜いた

10 チームが全国大会へ！

フウガドールすみだエッグス
東京都

【初出場】 

浦安フットボールクラブ
岡山県

【3 年ぶり 2 回目】 

EDC
大阪府

【3 年連続 4 回目】 

PIVO
静岡県

【3 年ぶり 2 回目】

AGGRE U-12 
千歳市

【2 年連続 2 回目】

長崎ドリーム FC ジュニア V
長崎県

【初出場】

FC 佐古
徳島県

【初出場】

エスペリオ FC 
石川県

【初出場】
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佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS）
小学 4 年生から中学 3 年生までずっとサッカー少年だった自分が、この
大会に携われている事を毎回うれしく思います。そして大会に参加するた
びに、チームメイト全員が “ 優勝 ” という同じ目標に向かって必死にボー
ルを追いかける姿を見て、“EXILE” になるという目標に向かって毎日ガム
シャラだった自分とどこか重なり、初心を思い出します。また、参加者の
子どもたちは本当にピュアで素直で、好奇心旺盛で触れ合うと自然に笑顔
になっている自分がいました！EXILE メンバーとして大会を盛り上げよう
という心意気で参加していたはずなのに、気付けばいつも、逆に子どもた
ちに勇気や元気をもらっていました！これからも参加したいと思います !!

龍（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）
先日、EXILE CUP にサポートで参加させていただきました。
自分も小学生の時からずっとサッカーをしていて、実際に EXILE CUP に
も選手として参加させていただきました！今回はサポートという形で参加
する事ができ、凄くうれしく、選手の皆さんの全力でサッカーをしている
姿を見て自分自身も刺激を受けましたし、素直に心から楽しめました。
アーティストとしてさらに成長していき、EXILE CUP という素晴らし大
会を盛り上げていきたいと思います！

青柳 翔（劇団 EXILE）
2016 年も参加させていただきました EXILE CUP。
大会では、一生懸命に優勝を目指し試合に挑む子どもたちの姿を見て毎年
感動しています。
僕も小学生、中学生とサッカーにのめり込んでいたので参加できることを
とても楽しみにしています。
いつか、EXILE CUP に出場している子どもたちから日本を代表する選手
が出ることを楽しみに、2017 年もぜひ参加させていただきたいと思って
います。

小澤 雄太（劇団 EXILE）
昨夏 EXILECUP に参加された皆さん、本当にありがとうございました！
そして自分は参加させていただいた事に本当に感謝しています。
本気で取り組んでいる姿勢や熱意を本当に尊敬の眼差しで見させていただ
きましたし、自分というものに自信を持てる源になると本気で思いました！
また来年も参加させていただきたいと思いますので、これからもよろしく
お願い致します！

八木 将康（劇団 EXILE）
EXILE CUP に参加した選手の皆さん、本当にお疲れ様でした！2016 年
も EXILE CUP に参加させていただきました。選手たちの勝利への執念に
は、毎年感動しています。毎年思うことですが、自分は応援する立場にも
かかわらずこちらが元気をもらいっぱなしでした。
EXILE CUP には 2017 年もぜひ参加させていただきたいと思っています
ので、また選手の皆さんに会える日を楽しみにしています !!

SAYAKA（E-girls / Happiness）
今回、初めて EXILE CUP に参加させていただきましたが、夢を追いかけ
る姿、純粋に頑張っている姿勢が本当にキラキラしていてカッコ良く見え、
私自身とても刺激を受けました。
そして昔の自分を思い出しました。
参加できて本当に良かったです。
また機会があればぜひ参加したいと思います。

鷲尾伶菜（E-girls / Flower）
夏に、EXILE CUP 九州大会に初めて参加させていただきました。
夏の暑さにも負けないような皆さんのサッカーに対するエネルギーやパ
ワーをたくさん感じて、夢に向かって頑張っている姿がとてもカッコいい
なと刺激をいただきました。
また機会があったら参加させていただきたいと思います！

DOBERMAN INFINITY
DOBERMAN INFINITY の KUBO-C です !!
今年もメンバーで EXILE CUP に参加し、お手伝
いさせていただきました !!
選手の子どもたちから指導者の大人の方たちまで
みんなが一生懸命で、必死にボールを追いかける
姿、チーム一丸となってゴールを目指す姿、そし
て笑顔や涙を見ることができ、改めて夢を追いかける素晴らしさを実感させてもらいました。
勝負の世界なので、どうしても勝ち負けはありますが、勝つ喜び、負ける悔しさ、その経験が次へと繋が
ると思います !! 自分たちも同じ夢を追いかける者として、たくさんの感動と刺激をいただきました !!
これからも、このような活動には積極的に参加していきたいと思います !!

鈴木昂秀（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）
今回、EXILE CUP に参加させていただきき、自分が昔サッカーをやって
いた時を凄く思い出し、子どもたちの勝った時の喜びや、負けた時の悔し
さなどを生で見ていて、その瞬間瞬間で凄く夢に対して本気で向かってい
るのだなと感じました！その時間を一緒に共有させて頂けたことが本当に
嬉しく、また自分も夢を追う一人の人間として凄くいい時間を過ごさせて
いただきました！
こうして子どもたちと触れ合う機会もあまり無かったので、凄く楽しみな
がらサポートさせていただきました！

秋山 真太郎（劇団 EXILE）
皆さんこんにちは。
今年も EXILE CUP に参加させていただきました。
選手の皆さんのボールを追いかける真っ直ぐな姿勢から、たくさんのこと
を学ばせていただきました !!
真夏の炎天下の中ですがピッチの中はそれよりも熱く、夢を追いかける姿
勢や、皆さんの清々しさにたくさん刺激を感じました！
また参加して皆さんの勇姿を見たい、そう思える大会でした。
2017 年も皆さんに会えるのを今から楽しみにしています !!

小野塚 勇人（劇団 EXILE）
皆さんこんにちは！ 
2016 年の EXILE CUP、各エリアの予選大会に参加させていただき
2015 年同様本当に熱い試合を見させていただきました！
いつ見ても選手たちの一生懸命な姿は凄く感動的で、自分自身にとっても
一生懸命さは大事な事なのだと初心を思い出せる場所にもなりました。
来年も熱い試合を見に、ぜひ参加させていただききます！

佐藤 寛太（劇団 EXILE）
自分はサッカー経験者では無いのですが、子どもたちのボールに向かう真
摯な姿、汗と涙を流してなりふり構わずプレーに没頭する姿を見て、とて
も感動と刺激をもらいました。
炎天下の中、選手の皆さんをサポートしつつ、コミュニケーションをとっ
たり応戦するのが毎年本当に楽しみです !!
来年もぜひ参加させていただきたいと思います！

重留真波（E-girls / Flower）
2015 年と 2016 年、2 度 EXILE CUP に参加させていただきました！
子どもたちが真剣にサッカーと向き合い、コートの中のボールを全力で追
う姿。勝って喜び、負けて悔し涙を流す。
そんな姿にとてもパワーをいただきました！
夢に向かって頑張るサッカー少年、少女の姿は本当にカッコよかったです！
夢を追う子どもたちのエネルギーは半端なく輝いてました !!

RYO（DEEP）
今回 EXILE CUP 2016 に参加させていただき、僕自身凄く良い経験がで
きました！なによりも皆さんの熱いプレーに心を打たれました。一つの目
標に向かって汗を流している姿を見ていると、自分ももっと頑張らなくて
はいけないなと、改めて気合いが入ったそんな EXILE CUP でした。
またスタッフの皆さんとコミュニケーションなどを通して、より深い絆が
生まれた活動でもありました。
次の機会でもぜひ参加させていただきたいです！ありがとうございました！

Crystal Kay
EXILE CUP 2016 関西大会に参加させていただきました。選手一人ひと
りがエネルギーに満ちあふれていて、こちらも自然とエネルギーをもらっ
ているようでした。子どもたちの純粋で前向きな姿が本当に素敵だなと感
じました！今後も彼らがそのまま真っ直ぐ夢に向かって突き進んでいって
もらいたいなと思います！これからも頑張って下さい !!

RIKU（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）
今回僕は、EXILE CUP 関東大会に参加させていただきました。
幼少期から高校 2 年までサッカーをしていたので、子どもたちの一生懸命
な姿に当時の記憶がフラッシュバックし、懐かしく温かい気持ちになりま
した。
空き時間には、子どもたちと一緒にプレーをしたり、トリックをレクチャー
したりしながらコミュニケーションをとらせていただきました。改めて、
何か１つの事に向かう純粋で真っ直ぐな姿勢が、カッコよく大切な事だと
感じ、子どもたちから教えられた事がたくさんあった日でした。
そんな子どもたちに夢を与える側になれるよう、日々精進していきたいと
思いました！

EDC
関西大会代表

優勝

準優勝 Futbol Club Cano
関東大会 2 代表

3 位 PIVO　東海大会代表

　全国 473 チームの頂点に立ったのは、関西代表 EDC。前年度の優勝
に続き、大会史上初となる2 連覇を達成しました。表彰式では、トロフィー
やメダルの他に EXILE 賞として「香川真司に会える！ヨーロッパサッカー
夢者修行」の目録をサプライズプレゼント！子どもたちは「信じられない！」

「本当に会えるの？」と言いながら目をキラキラさせていました。

予選リーグから決勝トーナメントへ
10 チームが優勝目指してボールを追う

スペシャルマッチは大盛り上がり
各チーム代表と TEAM OKADA が白熱！

LDH 所属も来場！
子どもたちと一緒に楽しみました

　予選リーグは、10 チームが 2ブロックに
分かれ、5 チームずつのリーグ戦が行われ、
A ブロックでは、Futbol Club Cano（関東
大会 2 代表）、Bブロックでは EDC（関西
大会代表）が首位に立ちました。
　連戦となる決勝大会でも体力を保ち、個

の力とチームワークを備えた総合力の高い
2 チームでの決勝戦は、攻守が激しく入れ
替わる試合になりました。
　前半は1ー1だったものの、後半になる
とEDC が勢いをつけ追加点を量産し 7 ー
1で優勝を勝ち取りました。

　決勝戦終了後、大会恒例となった岡田武
史氏率いる「TEAM OKADA」と各チーム
代表 12 名の選手で構成された「選抜チー
ム」によるフレンドリーマッチを開催しまし
た。大人チームは、スポーツマンとして子
ども相手にも容赦なくゴールを攻め、岡田

氏、ラモス瑠偉氏、佐藤大樹が得点をとり
4 ー 2 で勝利しました。ギャラリーも大盛
り上がりの試合となりました。

「子どもたちのレベルが
高くてビックリしました」

―――― EXILE ÜSA
「今年で 7 年目を迎えた今大会は、本当
に子どもたちのレベルが高くてビックリ
しました。回を増すごとに本当に大会が
大きくなっていっているのを感じています
し、たくさんの方々の支援のもと、大会が
すごく活性化されているのを僕も感じて
います。EXILE CUPは、子どもたちが夢
や目標を持って頑張っているのを応援し
たいという気持ちで、LDH、EXILE、EXI
LE TRIBE 全員での協力のもとスタートし
たプロジェクトなので、広がっていく姿を
見ているとすごくうれしく思います。これ
からも僕らは、子どもたちの夢を応援して

「第 1回から大会アドバイザーとして大会
を見て来ましたが、年々参加チーム増え
てきて、レベルも上がっています。2016
年の大会も、予選大会を見に行かせてい
ただきましたが、決勝大会に集まった10
チームのレベルの高さを実感しました。
おそらく、彼らが大きくなったときに、こ
の中から日本代表に選ばれる選手が出て
くるのもそう遠くないと思っています。決
勝大会に来ることが夢になって、優勝す
るためにチーム一丸となって頑張ってい
る姿を見ていると、LDH JAPAN の社名
の由来（“LOVE,DREAM,HAPPINESS”）

決勝大会 in 今治
2016 年 9 月 17 日（土）桜井海浜ふれあい広場サッカー場

いきますし、音楽とエンタテインメントの
力でサポートしていきたいです。そして、
今日もこうしてたくさんのギャラリーの方
が応援をしにきてくれています。毎回大
会を見ると僕も感動しますし、子どもたち
が夢や目標に向かって、元気に頑張って
いる姿を見ると力をもらえます。来年も多
くの方に大会を見にきてほしいと思ってい
ますし、今後もこの大会を盛り上げてい
けるように頑張っていきますのでよろしく
お願いします」

の通り、子どもたちに笑顔、夢、幸せを
伝えている大会となり、サッカー人とし
て感銘を受けています。そして、昨年度
から決勝大会を今治で開催していただ
き、今まで今治に来たことが無かった人
やサッカーに興味の無かった人が会場に
集まり、今治地域の活性化につながって
いることもうれしく思っています。最後に、
勝ったチームも負けたチームも素晴らし
い戦いをしていたので、今年度の EXILE 
CUPも楽しみにしています」

「代表に選ばれる選手が
出て来ることも遠くない」

―――― 岡田武史
EXILE CUP はたくさんの方に応援していただいています！

2016年決勝大会を終えて——— EXILE ÜSA と岡田氏に聞く！
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　EXILE ÜSA、EXILE TETSUYA、橘ケン
チ、佐藤大樹と東日本大震災被災地の中
学生が、2016年10月11日、岩手県で行わ
れていた「第71回国民体育大会2016希
望郷いわて国体」の総合閉会式エンディ
ングイベントに出演し、『Rising Sun』の
ダンスパフォーマンスをしました。『中学
生Rising Sun Project 夢の課外授業 SP
ECIAL』として行われた取り組みで、福
島県会津若松市立湊中学校と、岩手県大
船渡市立赤崎中学校の生徒、120名超が
参加しました。
　生徒たちは、EXILEのメンバーやEXPG
のインストラクターたちとともに、特訓を
重ねてきました。その特訓の成果を発表
する場として用意されたのが国内最大の
国民スポーツの祭典である国民体育大会、
通称“国体”のステージです。大会のフィ
ナーレを飾るエンディングイベントで、
EXILEのメンバーとともに踊ることになり
ました。
　当日、生徒たちは閉会式前に集合して
リハーサルをしました。リハーサルには、
ÜSA、TETSUYA、橘ケンチ、佐藤大樹も
激励に現れ、「観客の皆さんにみんなの気
持ちを届けることができるよう、体いっぱ

い使って踊りましょう」とエールを送りま
した。
　「ほとんどの生徒がダンス初心者でした
が、その熱心に取り組む姿に僕らもパワ
ーをいただいていました。その思いを日本
中に届けたい」（ÜSA）、「ダンスの力は必
ず日本を元気にできると信じて、このプロ
ジェクトを数年やってきました。その成果
を伝えたい」（TETSUYA）、「中学生の皆
さんの成長をこの目で確かめたい」（ケン
チ）、「東北の皆さんに負けないよう僕も全
力で踊ります！」（大樹）と、EXILEの面々
は意気込みました。赤崎中学校の千葉宗
幸くんは「皆さんの支援を得て僕らは仮
設校舎で授業を受けることができていま
す。その感謝の気持ちを込めて僕らが元
気でいることをダンスを通して伝えたいで
す」とあいさつしました。湊中学校3年の
関根のどかさんの「みんな、頑張ろう！」
でパフォーマンスはスタートしました。何
度も踊ってきた『Rising Sun』のリズム
に合わせて、ダンスを披露しました。
　大会に出場する選手だけでなく、今回
参加した被災地の中学生、観客、そして
アーティストが、スポーツを通して日本中
を元気にしたいという思いでつながったイ
ベントになりました。

中学生 Rising Sun Project 
夢の課外授業 SPECIAL

EXILE TAKAHIROが母校訪問 
TAKAHIRO、佐藤大樹が授業

CHALLENGED SPORTS 夢の課外授業
Aya と鈴木伸之が車いすバスケ

　2016年9月23日に、長崎県佐世保市
の広田中学校で行われた授業では、EXI 
LEのTAKAHIROと佐藤大樹が学校を訪
問し、特別講師を務めました。広田中学
校は、TAKAHIROの母校です。TAKAHI
ROはこの日、サプライズゲストとして登
場しました。授業の題材だった『Choo 
Choo TRAIN』に、TAKAHIROも歌で飛
び入り参加しました。

　『CHALLENGED SPORTS 夢の課外
授業』（主催：CHALLENGED SPORTS 
夢の課外授業プロジェクト実行委員会）
は、LDHがサポートする『夢の課外授業』
の一環としてスタートしたプロジェクトで
す。車いすバスケットボールなどパラ競
技のスペシャリストを小学校に招いて、特
別授業を行っています。2016年11月8
日に東京都千代田区立和泉小学校で行わ
れた授業では、車いすバスケットボールが
テーマ。Dream Ayaと劇団EXILEの鈴
木伸之がゲスト参加しました。

　「第71回国民体育大会2016希望郷
いわて国体」の総合閉会式エンディン
グイベントで、EXILEのメンバーが東日
本大震災被災地の中学生とともにダン
スを披露し、イベントを盛り上げたとし
て、このプロジェクトを率いたÜSA、
TETSUYA が、2017 年 3 月15 日 に、
希望郷いわて国体・希望郷いわて大会
実行委員会から感謝状を受け取りまし
た。いわて国体・障がい者スポーツ大
会局の岩間隆局長からは「EXILEの皆
さんとダンスを披露できたことは、子
どもたちにも良い経験となったと思い
ます」と感謝の言葉をいただきました。
　感謝状を受け取ったTETSUYAは

「このプロジェクトを通
じて、参加した生徒が
成長していく姿を見る
ことができて、本当に
うれしかった」とコメ
ントしました。ÜSAも

「ダンスをしたことのな
い生徒もいたのに、あ
の日、全員が踊れるよ
うになっていて感動し
ました。地元のおじい

ちゃんやおばあちゃんたちが、中学生
たちがダンスする姿を手拍子しながら
見守っている光景も感動的でした」と
振り返りました。
　TETSUYAは「これからもこのプロ
ジェクトを続けていきたい。やっぱり
続けていくことが大事。最初は復興支
援のプロジェクトとして始めたけれど、
今では全国的に広がっている。ダンス
を一緒に踊る仲間がどんどん増えてい
るんです。これをますます大きく広げ
て、ダンスの力で笑顔を増やしていき
たい」と、ますます意気込んでいます。

「子どもたちにも良い経験になった」
EXILE ÜSA ＆ EXILE TETSUYAらに感謝状

夢の課外授業 SPECIAL in 仙台
小林直己、Happiness がダンスで日本を元気に！
　『ダンスで日本を元気に！ 夢の課外授
業 SPECIAL in 仙台』は、東日本大震災
から6 年を迎えた、2017 年 3 月11日に
行われた特別授業です。EXILE ／三代目
J Soul Brothers の小林直己と、Happin
ess のメンバーが、岩手県大槌町、山田

　2016年4月に発生した熊本地震で被
害を受けた九州を応援することを目的に
行われた授業です。2016年6月17日に、
EXILE ÜSA、黒木啓司、EXILE NESMI
THが熊本県上益城郡の小坂小学校と嘉
島東小学校、10月27日に関口メンディー、
小森隼、中務裕太が熊本県南阿蘇村の
南阿蘇中学校と、2回に分けて実施しまし
た。
　どちらもダンスの授業を実施。ÜSA、

熊本地震で被災した地域で行う授業
EXILE、GENERATIONS が特別レッスン

黒木、NESMITHは全校児童を前にステ
ージで『Rising Sun』などを披露、そし
て『Choo Choo TRAIN』のダンスレッ
スンを行いました。関口、小森、中務は
子どもたちにも人気の楽曲『Hard Kno
ck Days』を題材に授業をしました。生
徒たちは「地震から半年が経ち、次を見
て進まないといけないと思っている時に
来てくださり、ありがとうございます。復
興に向けて生徒一丸となってがんばって
いきます！」と意気込んでいました。

　「夢の課外授業」（主催：二十一世紀倶楽部）は未来に向けて、子どもたちに夢を与え「生きる力」
を考えさせるきっかけや、勇気を持って物事に立ち向かう大切さを知ってもらうためのプロジェクト
です。EXILEを中心にLDH所属メンバーはこのプロジェクトとタッグを組んで活動してきました。
今後もその活動は広がっていきます。

町、そして宮古市の子どもたちにダンス
レッスンを行い、『Rising Sun』をみんな
で踊りました。Happiness のメンバーは
初めてダンスを教えることに挑戦しまし
た。授業では保護者を交えて子どもたち
とのトークセッションも行いました。

EXILE TAKAHIRO
EXILE

僕の母校である、佐世保市立広田中学校にて行
われた『夢の課外授業』に参加させていただき
ました。大樹が『Choo Choo TRAIN』の振
り付けを 478 名の生徒の皆さんにレクチャー
し、希望に満ちあふれた笑顔で一生懸命、かつ
楽しそうにダンスをしている姿に胸を打たれま
した。僕が『Choo Choo TRAIN』を歌唱し、
生徒の皆さんがパフォーマンスしてくれたとき
は、広田中学校に通っていた当時の自分の姿を
自然に投影し、感慨深いのと同時に言葉では言
い表せない不思議な気持ちになりました。

関口メンディー
EXILE / GENERATIONS from EXILE TRIBE

夢の課外授業には、以前からとても参加した
かったので、参加する事ができ、とてもうれ
しく思います。エンタテインメントで元気を届
けることが自分たちにできることだと信じ、改
めて日本を元気にするべく、気持ちを込めて
活動していこうと強く思いました。今回の夢の
課外授業で出会った子どもたちは、エネルギー
にあふれており、自分たちが逆に子どもたち
から元気をもらいました。これからも子どもた
ちには明るい未来に向かって突き進んでほし
いと心から思います。

橘ケンチ
EXILE/EXILE THE SECOND

夢の課外授業は定期的に参加させていただい
ていますが、毎回行く度にたくさんの笑顔に
出会って、元気をいただきます。
一緒に踊ると、初めて会った人でも、話すだ
けよりもずっと早く仲良くなれる気がします。
踊りが僕の人生を変えてくれたように、僕も
たくさんの方々に夢の課外授業を通して、踊
ることの楽しさを伝えていきたいです。
踊りのパワーは無限大だと思います !!!

小森隼
GENERATIONS from EXILE TRIBE

今回夢の課外授業に参加させていただき、先
輩方が長年取り組んできたプロジェクトに
GENERATIONS として参加できた事を、大
変うれしく思います。僕たちはまだまだ微力
ではあるのですが、自分の持てるもの全てで
皆さんにパワーを送れればと思います！
これからも、引き続き参加していきたいと思
います！

黒木啓司
EXILE/EXILE THE SECOND

夢の課外授業 Rising Sun Project は、これ
までに、宮城、東京、熊本、福岡と行かせて
いただきました。
普段触れ合う事のできない子どもたちと一緒
に踊り、皆さんの笑顔と元気に踊っている姿
を見て、この Project の素晴らしさを心から
感じています。
これからも夢の課外授業に参加していきたい
と思います。

中務裕太
GENERATIONS from EXILE TRIBE

今回夢の課外授業に参加させていただき、熊
本の中学生とダンスを通して触れ合い、改め
て音楽やダンスの力を体感しました。
生徒の方々から、「元気が出ました！」という
声を聞き、もっともっと歌とダンスでたくさん
の人に元気を届けていきたいと思いました。
これからもエンタテインメントの力を信じて一
生懸命頑張ります。

EXILE NESMITH
EXILE/EXILE THE SECOND

これまで度々、夢の課外授業で小学校を訪問
させていただき、生徒の皆さんとコミュニケー
ションを取ってきました。
ダンスが得意な子や苦手な子などそれぞれで
したが、何より1つのものをみんなで共有して、
音に合わせて楽しそうに体を動かしている生
徒の皆さんの笑顔が印象的でした。
僕たちと関わる事で何らかの刺激を受け、少
しでも皆さんの夢への活力になれていたらう
れしく思います。

EXILE TETSUYA
EXILE/EXILE THE SECOND

中学生 Rising Sun Project 夢の課外授業は
今年で 6 年目を迎え、さらに広がるダンスの
力を感じています！ 昨年行われた「第 71 回 
国民体育大会 2016 希望郷いわて国体」の総
合閉会式のエンディングイベントでダンスを披
露する事ができて、たくさんの子どもたちと一
緒に踊り、笑顔の交換をしてみんなで元気にな
りました！そこで得た経験や想いを未来に向け
て、今年も一生懸命頑張りたいと思いますので、
引き続き『中学生 Rising Sun Project 夢の
課外授業』をよろしくお願い致します。

　2017年2月9日、DreamのAya、Shizu
ka、E-girlsの山口乃々華が大阪府松原市
立天美南小学校を訪問、授業を行いまし
た。同校はAyaの母校です。E-girlsメン
バーとしてはこの授業で初めて「夢の課
外授業」の先生を務めました。
　授業には全校生徒434名が参加しま
した。授業の題材は、E-girlsの代表曲で

　中務裕太＆小森隼が東京・私立淑徳
小学校で2017年3月7日に行われた『夢
の課外授業』で先生を務めました。サプ
ライズで登場した2人は、GENERATIO
NSの楽曲の「AGEHA」を課題曲にダ
ンスの授業を行い、参加した5、6年生た
ち213名と一緒に汗を流しました。ダン

Dream Aya が母校訪問
Aya、Shizuka、山口乃々華がダンスレッスン

学校訪問型の授業
GENERATIONS が
ダンスレッスン

★参加メンバーからのコメント★

子どもたちにも大人気の『おどるポンポ
コリン』。熱心に振り付けレッスンを行
い、最後には全員で一緒に踊りました。

スレッスン後には生徒たちとの質疑応答
の時間もあり、ダンスが上手になるコツ
などをアドバイスしました。

【2016 年度 LDH ×「夢の課外授業」の活動】　
6 月～ 11 月 【中学生 Rising Sun Project】実施
 岩手県大船渡市立赤崎中学校、福島県会津若松市立湊中学校
 EXILE ÜSA、EXILE TETSUYA　
6 月 17 日　 熊本県上益城郡御船町立小坂小学校、嘉島町立嘉島東小学校　EXILE ÜSA、黒木啓司、EXILE NESMITH
9 月 23 日　 長崎県佐世保市広田中学校　EXILE TAKAHIRO、佐藤大樹

10 月 27 日　 熊本県南阿蘇中学校　関口メンディー、小森隼、中務裕太
11 月 8 日 東京都千代田区立和泉小学校　Aya、鈴木伸之
12 月 4 日 福島県猪苗代町 総合体育館　佐藤大樹
2 月 9 日 大阪府松原市立天美南小学校　Aya、Shizuka、山口乃々華　
3 月 7 日 東京都私立淑徳小学校　中務裕太、小森隼　
3 月 11日 EXPG 仙台校　小林直己、SAYAKA、楓、YURINO、須田アンナ、川本璃
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　2016 年は 6 月の神奈川県茅ケ崎海岸で開催されたスクールを皮切りに、9 月まで各エリア
の海岸で Ocean's Love ボランティアスクールが開催されました。神奈川県、愛知県、宮崎
県、島根県、北海道、和歌山県の 6 カ所で 10 回以上の開催を実施。また茅ヶ崎のほか、宮崎
支部でもこれまでに参加経験のある子どもたちを対象としたフォローアップスクールが開催さ
れ、全国で多くのボランティアの方が参加されました。
　毎年、参加する子どもたち、ボランティアさん、サポート企業が増え、Ocean's Love の
活動はどんどん拡大しています。

ボランティアサーフィンスクール  2016
第１回目　6/4（土）　  神奈川県　茅ヶ崎海岸
第２回目　6/18（土）　神奈川県　茅ヶ崎海岸
第３回目　7/3（日）　  宮崎県　　青島海岸
第４回目　7/10（日）　島根県　　古浦海岸
第５回目　7/16（土）　神奈川県　茅ヶ崎海岸

第６回目　 8/7（日）　  北海道　　浜厚真海岸
第７回目　 8/28（日）　愛知県　　伊良湖
第８回目　 9/10（土）　神奈川県　茅ヶ崎海岸
第９回目　 9/18（日）　和歌山県　磯ノ浦
第10回目　9/24（土）　神奈川県　茅ヶ崎海岸
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　Ocean’s Love は夏のサーフィンスクー
ルをメインに活動していますが、実は冬の
間も活動をしているのです！ 冬の間は寒く
て家にこもりがち、子どもたちも運動をす
る機会がぐっと減ってしまいます。そんな
運動不足を解消するべく、Ocean’s Love
は1〜 3 月の各月1回、運動の会を実施
しています。サーフィン上達に向けて基礎
体力を上げ、そして団体行動の大切さや
チームで目標を達成することの楽しさを経

1
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第３回目　7/3（日）　  宮崎県　青島海岸
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第４回目　7/10（日）　島根県　古浦海岸
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第５回目　7/16（土）　神奈川県　茅ヶ崎海岸

7

第７回目　 8/28（日）　愛知県　伊良湖
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第８回目　 9/10（土）　神奈川県　茅ヶ崎海岸
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第９回目　 9/18（日）　和歌山県　磯ノ浦
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第 10 回目　9/24（土）　神奈川県　茅ヶ崎海岸
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第６回目　 8/7（日）　  北海道　浜厚真海岸

験してもらうことも目的としています。実
施場所は、Ocean’s Loveらしくもちろん
海岸です（決して海には入りません）。ま
ずは怪我をしないようしっかり準備運動！

（特に大人のみなさん大切ですよ〜） それ
ぞれ各チームに分かれ、二人三脚やボディ
ボードの上にボールを乗せて運ぶボール
運びなど、チームで協力しあいながらでき
るアクティビティをするほか、なんと体幹
トレーニングも！しっかり身体も鍛えます。

冬もやってるんです！“運動の会”

Ocean's Love 2016 TOPICS　実は 2016 年はこんな事がありました

　そして最後は砂で作った山からサンド
サーフィン！約１時間半の運動の後はビー
チクリーン、記念撮影をして終了です！ぜ

ひ冬の運動の会にも参加してみてくださ
い〜。

12 年目を迎えた、障がい児のためのサーフィンスクール “Ocean’s Love”。
2016 年も全国各地でたくさんの愛と笑顔に囲まれました。

オーシャンズラブとは…

  Ocean's Love は、アンジェラ・磨紀・バーノ
ンを中心に 2005 年に設立したボランティアサー
フィンスクールです。障がいのある子どもたちに
海の素晴らしさ、海の愛、エネルギーを感じても
らい温かな心になってほしいという想いから活動
がスタート。今年で 12 年目を迎え、茅ヶ崎海岸
をホームとする中で全国にて活動をしています。

LDH JAPAN もこの想いに賛同し
2010 年より活動に協力しています。

アンジェラ・磨紀・バーノン

　2005 年に Ocean's Love をスタートしてから、早くも 12 年目を迎えました。
　Ocean's Loveを始めた時は危険なスポーツだから、などさまざまな理由で多くの人に反対されました。
でも頑固な私は絶対にやってやる！と強い思いを胸に、その思いを理解してくれる仲間たちと出会い、そ
して障がい者の方々が住みやすい優しい社会作りということを目指して 11 年間活動を続けてきました。
　“ 社会はそんなに簡単に変えられない ” とある人に言われた事がありますが、私は Ocean's Love を 11 年間
続けてきて実際に社会を変える事ができたと信じています。小さなチェンジかもしれませんが、少なくとも 12 年
前よりは確実に障がい者に対して理解力が深まった方々が増えています。
　Ocean's Love に参加して下さった親御さんたちは勇気や希望を、子どもたちは自信と笑顔、ボランティアさんたちは笑顔＆
愛情を得ると同時に障がい者に対しての理解を深める事ができています。私一人では社会を変える事は難しいけれど、Ocean's Love をサ
ポートしてくれるパートナーにサポーターの皆さんのお陰で少しずつ社会を変える事ができています。その中でも大きくサポートをしてくれて
いるのが LDH。私の所属している事務所です。私の熱い想いに賛同をしてくれ、LDH のモットーである “LOVE, DREAM, HAPPINESS” を
Ocean's Love を通じて子どもたち、親御さん、ボランティアさんにシェアしてくださっているのです。
　12 年目を迎える今、再度今までサポートをしてくださっているボランティアさん、親御さん、Ocean's Love の OB、そして企業の方々、
心から感謝をしています。誰もが住みやすい、理解とサポートがあふれる社会作りを目指し海から陸へノーマライゼーションをこれからも発信
していきます！
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サーフィンスクール 1 日の
スケジュールはこんな感じ

Ocean's Love 
2016 TOPICS
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受付をしたらスクールで使用するテントやイス、
ボードなどの荷物を皆で運びます。各担当に分かれ
て手際よく会場の設営開始！慣れているボランティ
アさんも多いので、あっという間に設営終了！

参加する子どもたちの受付開始！それぞれチーム
ごとに子どもたちを迎え準備をしていきます。

海から上がり、ランチの前にみんなでビーチクリーン。

ランチが終わったら思い出作りの時間。貝殻を使っ
て思うままにフォトフレームを作ります。

最後はお土産を渡して、子どもたちをお見送り。お
見送りをしたボランティアさんから会場の片付けを
していきます。最後にアンジェラ会長からご挨拶。
お疲れさまでした！ この日のスクールは終了です！

アンジェラ会長から挨拶、注意点などの説明を開始。
各チームに分かれ、担当の子どもの説明、ミーティ
ングボランティアさんによるシミュレーションを行
いどのように教えるかしっかりと説明が行われます。

みんなの着替え、トイレを済ませ、ついにスクー
ルが始まります。まずは子どもたちの自己紹介。
そのあと、しっかりと準備運動、そして陸の上で
練習！練習が終わったら海へ！

待ちに待ったランチタイム！チームごとに集まっ
て、いただきまーす！

みんなで集合写真を撮り、海に向かい「1 日あり
がとうございました！」とご挨拶、そして隣にい
るお兄さんお姉さん、ボランティアさん同士もしっ
かりとご挨拶！

EXILE AKIRA EXILE/EXILE THE SECOND

以前から”Ocean’s Love” の素敵な活動に、いつか参加し
たいと思っていました。そして、LDHにとってもゆかりのあ
る地、島根県にて初めて参加することができました。
Ocean's Love は、地域のボランティアさんと一緒にアンジェ
ラさんが少しずつ輪を広げてきた活動です。
“LOVE、DREAM、HAPPINESS” の想いを子どもたちと触れ合
いながら伝えることで、子どもたちの記憶にずっと残っていくので
はないかと思います。アンジェラさんをきっかけに多くのことを経験し、
子どもたちや地域の方々、そして大自然からたくさん大切なことを学びました。
また、ぜひ参加して Ocean’s Love の輪を広げていけたらと思います！

天野浩成
僕は今回が初めての参加でした。子どもたちや保護者の方、ボ
ランティアの皆さんと過ごした時間は、とても素敵で楽しく良
い想い出です。2017 年もまた参加して、今までお会いした皆
さんや、まだお会いした事がない皆さんとも、また一緒に良い想
い出になる時間を過ごしたいと思います。

小川幸男
今回、初めて Ocean’s Love に参加しました。
右も左も分からない僕に、親切に丁寧に教えてくださったボラ
ンティアさんの大らかな対応に心が温まりました。自分が人生
を通して学んできたサーフィンで、子どもたちに楽しんでもらい幸
せな気持ちになってほしい！と思いながら一緒にサーフィンをしまし
た。終始子どもたちの笑顔を見ることができて、僕のほうが最高の思い
出をもらいました！ また Ocean’s Love に参加したいです！

テイラー鈴木
3 年前から毎年参加しています！最初は緊張していた子どもた
ちですが、積極的にコミュニケーションをとっていくと笑顔が
だんだん増えて、とても印象的でした。サーフィンも楽しんでく
れて本当にうれしかったです。アンジェラさんをはじめ、ボランティ
アの皆さんの愛を感じた1日となり、最高の思い出ができました !!

Leola
初めて参加してから、3 年目になります！
私にとって大切な活動になっています。
2016 年は、2 回参加することができ子どもたちの笑顔やボラン
ティアさんの愛に、たくさんの幸せをもらいました！
子どもたちの前で歌もうたえ、また1つ大切な思い出が増えました！
Ocean's Love、大好きです！

佐原モニカ
初めて参加した時は台風の影響で室内スクールだったのですが、
今回は天気に恵まれて海でサーフィンをすることができて良かっ
たです！
何度も海に向かいサーフィンを楽しむ子どもたちの姿に、私もすご
くパワーをもらいました。みんなの笑顔があふれていて、とってもハッ
ピーな1日となりました！またぜひ参加したいです！

Aya E-girls ／ Dream

私は今回の Ocean’s Love が初めての参加でした。初と
いうこともあり、不安や緊張でドキドキしていたのですが、
スクールがスタートするとそんな事も一瞬で吹っ飛んでい
き、ボランティアの皆さんや子どもたちと触れ合い、あっと
いう間に時間が過ぎていきました。
Ocean’s Loveという素晴らしい活動に出会えたことに感謝し
ています。Ocean’s Love から生まれた、子どもたちやみんなの
笑顔を広げていけるように私も力になっていきたいです！

山口乃々華 E-girls 
Ocean's Love に参加するのは、今回で 3 回目でした。
毎年、その時期になると「今年も参加できるかな？」と、
とても楽しみになります。
それはきっと、Ocean's Love で感じることができる、大き
く優しい愛や、輝く笑顔が本当に素敵だからだと思います！
今回も、幸せいっぱいになりました !! 頂いたエネルギーを、私
はファンの皆さんに伝えていきたいと思います！

小林直己 EXILE/ 三代目 J Soul Brothers

運営を行っている多くの方、ボランティアの皆さんが子ど
もたちと一緒に笑顔でひとつの目的に向かって協力し合っ
ている姿が印象的でした。普段、ボランティアをしたいと
思っているけれど、なかなか参加できずにいる方も多いか
もしれません。　
しかし、Ocean’s Love に参加することで、その気持ちがカタ
チになるんだと思いました。僕も今までに 2 回参加しましたが、
自分が学ぶことがこんなにも多かったと気づき、とてもいい経験にな
りました。

小川直久
1つのチームになり、みんなが同じ想いになれる活動は普段の生
活の中で、なかなか体験できないことだと思います。
そして Ocean’s Love に参加すると、いつも自分のほうが子ども
たちからたくさんのことを教えてもらっていると気づかされます。
本当に素晴らしい活動ですので、2017 年も参加したいと思います！

SPECIAL
THANKS!

Hawaii
全国の

ハワイイベント

　Ocean’s Love は各ハワイイベントにも出店
しアパレルや小物などを販売しています！ 当日
はアンジェラも店頭に立っています！ 
　2017 年もイベントに出店する予定になっ
ていますのでみなさんぜひ遊びに来てくださ
いね！なお、こち
らで販売した売
上の収益は全て
Ocean’s Love の
活動費として寄付
されます。

【2017 年出店予定イベント】
4 月 22 日（土）、23 日（日）
Love Hawaii Collection in 横浜大さん橋

5 月 13 日（土）、14 日（日）
茅ヶ崎アロハマーケット

6 月 17 日（土）、18 日（日）
Love Hawaii Collection in 関西国際空港

7 月 29 日（土）、30 日（日）
ウクレレピクニック 2017 in 横浜赤レンガ倉庫

※詳細は各イベント HP をご確認下さい。

ボランティア受付開始

子どもたちの受付開始！

ビーチクリーン

思い出作り

お見送り・終了

挨拶・注意点説明等

準備運動
練習スクール開始！

ランチタイム

集合写真撮影など

　募集中 !!
Ocean's Love では、スクールに参加してくれる児童やご家族、
お手伝いをしてくれるボランティアスタッフ、
ご支援・応援をしてくださる企業やサポーターの皆さまを募集しています。
温かな Love ＆ Smile お待ちしています！
詳細は Ocean's Love オフィシャルサイトなどをご確認ください。

【HP】
www.oceanslove.org

【Facebook】
Ocean's Love

【Twitter】
ocean's love（@Oceans_Love）
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DANCE CUP 2016 
予選レポート

　2016 年 5 月 1 日、福岡予選を皮切りに開幕した DANCE CUP 2016。そこ
から全国 15カ所のイオンモールで予選を開催し、全国から約 700 チーム・2300
名以上のダンサーが予選大会に参加してくれました。2 分間のパフォーマンスに込め
られた子どもたちのダンスに対する熱い気持ちが伝わり、各会場盛り上がりました。

6月26日（日） 関東地区・神奈川予選　イオンモール大和

小学生部門　
BRAVE
大阪 / HIPHOP

中学生部門　
Primadonna
埼玉 / FREESTYLE

高校生部門　
GROW
青森 / HIPHOP

6月25日（土） 甲信越地区・山梨予選　イオンモール甲府昭和

小学生部門　
Knock da City Side
富山 / HIPHOP

中学生部門　
Excentric ☆ Dreamer
栃木 / FREESTYLE JAZZ

高校生部門　
FORCE ELEMENTS
福島 / POP

5月5日（木・祝） 沖縄地区予選　イオンモール沖縄ライカム

小学生部門　
KPAS
沖縄 / BREAK

中学生部門　
NeIRO
沖縄 / LOCK

高校生部門　
GENIUS JOKER
鹿児島 / FREESTYLE

5月7日（土） 四国地区・愛媛予選　イオンモール新居浜

小学生部門　
sparkly
香川 / FREESTYLE JAZZ

中学生部門　
NEIGHBORHOOD
大阪 / HIPHOP

高校生部門　
琳×真帆
広島 / HIPHOP

5月1日（日） 九州地区・福岡予選　イオンモール福岡

中学生部門　
GAME
熊本 / HIPHOP

小学生部門　
Booyah!!!
福岡 / OLD SCHOOL

高校生部門　
lil snow cocoon
山口 / HIPHOP

【協賛】

【協力】

5月3日（火・祝） 九州地区・宮崎予選　イオンモール宮崎

小学生部門　
T&J company
宮崎 / HIPHOP

中学生部門　
Another Lockers
鹿児島 / LOCK

高校生部門　
Crash
佐賀 / FREESTYLE

6 月5 日（日） 東北地区・宮城予選　イオンモール名取

小学生部門　
プリンセス
福島 / FREESTYLE

中学生部門　
ARDOR
東京 / HIPHOP

高校生部門　
Red Dod 3 Bad
山形 / HIPHOP

5月15日（日） 中国地区・岡山予選　イオンモール岡山

小学生部門　
Baby Boo
三重 / HIPHOP

中学生部門　
Schnappin
兵庫 / WAACK&LOCK

高校生部門　
shiny ☆ LADY
香川 / FREESTYLE JAZZ

5月28日（土） 関西地区・奈良予選　イオンモール大和郡山

小学生部門　
TSUMAMI
愛知 / BREAKIN

中学生部門　
PHAT Mo’ CREW
大阪 / HIPHOP

高校生部門　
H&L Students
兵庫 / SOUL&PUNKING

6月4日（土） 北陸地区・富山予選　イオンモール高岡

小学生部門　
ILLupus
富山 / HIPHOP

中学生部門　
ONE PICK
新潟 / FREESTYLE

高校生部門　
Toxic
富山 / HIPHOP

6月19日（日） 関東地区・埼玉予選　イオンレイクタウン kaze

小学生部門　
Rapid Progress from PARADISE

埼玉 / HIPHOP

中学生部門　
i Luna i Mua
東京 / JAZZ

高校生部門　
Deep luster
埼玉 / HIPHOP

6月12日（日） 中部地区・愛知予選　イオンモール名古屋茶屋

小学生部門　
FACULTY
愛知 / HIPHOP

中学生部門　
®NE PIECE
愛知 / BREAKIN

高校生部門　
FAME
愛知 / HIPHOP

6月18日（土） 関西地区・大阪予選　イオンモール堺北花田

小学生部門　
MONSTER BRASH
石川 / HIPHOP

中学生部門　
扇樹
大阪 / OLD SCHOOL

高校生部門　
ARMS
香川 / HIPHOP

5月22日（日） 北海道地区予選　イオンモール札幌平岡

小学生部門　
SOUL KICKZ
北海道 / BREAKIN

中学生部門　
彩
北海道 / FREESTYLE

高校生部門　
Dub Luv
北海道 / FREESTYLE

DANCE CUP とは…2014 年より開催している小中高生対象のストリートダンスコンテスト『DANCE CUP』。子どもたちが笑顔で楽しく、そして、一生懸命ダンスに取り組んでもらえるよう、活動の場を提供したい
という想いで始まりました。3 回目となる今年は、より多くの子どもたちに知ってもらえる大会を目指し、南は沖縄、北は北海道まで全国のイオンモールにて予選大会を開催。8 月に行われた品川ステラボールでの決勝
大会を目指し多くの子どもたちが参加してくれました。DANCE CUP の活動を通じて LDH だからこそできる全国各地の「地域活性の場」、「ダンサーたちの交流の場」を創っていきたいと考えています。

6

7月3日（日） 関東地区・千葉予選　イオンモール千葉ニュータウン

小学生部門　
ONE&ONE
埼玉 / 90’s&NJS

中学生部門　
Queen Me
東京 / HIPHOP

高校生部門　
Plush
東京 / HIPHOP
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東京 / HIPHOP
ARDOR

DANCE CUP 1716 DANCE CUP

全国700チームより選ばれた 45 チームが集結 !!

優勝
小学生部門

優勝
中学生部門

優勝
高校生部門

ONE&ONE 

ONE PICK

FORCE ELEMENTS 

埼玉 /90'ｓ＆ NJS

新潟 / FREESTYLE

福島 / POP

今回の DANCE CUPはダンスが好きな自分たちにとって最高のステージであり、最高の経験になりました。優勝に
向けて頑張っていたので、優勝できてうれしかったです。そして、NY でたくさんのことを学べることがこれから楽し
みです。この気持ちを忘れず、これからもダンスとそれを見守ってくださる先生、そして応援してくれる仲間や、家
族を大切に思って頑張っていきます！ ありがとうございます！

DANCE CUP で優勝することが私たち 2 人の夢だったので、今回優勝することができて本当にうれしいです。チー
ムを組んでまだ1年も経っていないので、このような大きな会場で踊れることにとても不安や緊張がありました。で
も、今回優勝を手にすることができ、とても自信になりました！本当にありがとうございます！
このチャンスを無駄にせず、NY の留学期間、2 人でたくさんのことを吸収してきます。

DANCE CUPを2連覇することができ、本当にうれしいです。2連覇の壁はとても厚く、プレッシャーとの闘いでした。
リーダーを中心に、曲を選び、振りを考え、ギリギリまで何度も話し合いをし、悩んで作った振りで DANCE CUP
を 2 連覇できたことは、本当に自信につながりました。本当にありがとうございました。

石川 / HIPHOP

大阪 / 
OLD SCHOOL

2 年連続で出させていただき、去年は優
勝してNY でとても貴重な体験をさせてい
ただきました。2 連覇は簡単なことではな
いと思いながらも、今年も優勝を目指して
練習してきましたが、いただいた賞は準優
勝。しかし、あの素晴らしいステージで全
力で闘えたことに皆さんに感謝の気持ち
でいっぱいです。

自分たちで、曲決め・振り作りなど、DA
NCE CUPを目標にし、頑張ってきました。
惜しくも結果は準優勝でしたが、楽しく踊
れ、なおかつそこに結果がついてきたこと
がすごくうれしいです。ここまで来られた
過程を大事にし、これからも目標に向かっ
て頑張ります。来年も挑戦したいです。

決勝大会という多くのチームがいるなか
で、準優勝することができてとてもうれし
いです。私たちは、いつも踊っているひと
つひとつの瞬間を 3 人で楽しむことを心
掛け、本番もそれができたのでよかったで
す。応援してくれた家族や友達、そして
何よりもいちばん支えてくれた先生に本当
に感謝しています。

私たちは、決勝大会に行くからには絶対
優勝してNY に行こうと、一人ひとりが心
に決め、優勝するぞという気持ちで挑み
ました。優勝を狙っていたので、最初は「悔
しい」という気持ちが多かったけれど、と
てもうれしかったです。今回は、こんな素
晴らしい大会を開いていただき、ありがと
うございました。

去年の DANCE CUP 決勝では「adidas 賞」をいただ
きましたが、悔しい結果でした。なので、今年はいつ
も以上に練習したり、振りを練り直したりして頑張りま
した。「絶対優勝しよう‼」と気合を入れて踊り切りま
したが、結果は 3 位。本当に悔しいです。来年こそ優
勝狙って、NY に行きます‼

DANCE CUPという大きな大会で 3 位をいただけた
ことが率直にうれしかったです。今年から3 人が離れ
てしまい、一緒に練習する時間が限られてしまった分、
前よりも 3 人でいる時間を大切にすることができまし
た。今大会に出場したことでチームとして成長するこ
とがたくさんありました。ありがとうございました。

Netflix『ゲットダウン』賞

KPAS　沖縄 / BREAK

adidas 賞

Rapid Progress from PARADISE 埼玉 / HIPHOP

New Era® 賞

FACULTY　愛知 / HIPHOP

パナソニック賞

ILLupus　富山 / HIPHOP

Netflix『ゲットダウン』賞

Another Lockers　鹿児島 / LOCK

Netflix『ゲットダウン』賞

H&L Students　
兵庫 / SOUL&PUNKING

adidas 賞

i Luna i Mua　東京 / JAZZ

adidas 賞

Toxic　富山 / HIPHOP

New Era® 賞

NEIGHBORHOOD　大阪 / HIPHOP

New Era® 賞

FAME　愛知 / HIPHOP

パナソニック賞

彩　北海道 / FREESTYLE

パナソニック賞

GROW　青森 / HIPHOP

佐野玲於
GENERATIONS from EXILE TRIBE

DANCE CUP に出演し、改めてダンスの
持つ力の大きさを感じました。老若男女問
わず、 多くの人たちが集まり、夢や目標を
叶える場所がある事はとても素晴らしいと
思います。自分は 11 年ダンスをしていますが、最近はキッズダンスシー
ンが急激に拡大し、家族も一緒になってイベントに参加されている姿を
見かけます。ダンスをする次世代の子どもたちが、ダンスを心から楽し
みながら、真剣に取り組んでいる姿は新鮮で、刺激を受けました。

中務裕太
GENERATIONS from EXILE TRIBE

今回の DANCE CUP で、子どもたちが
夢に向かって大好きなダンスで突き進ん
でいく姿を見て、改めて夢を持つ大切さ
を感じました。
僕も、もっともっと子どもたちに夢を届
けられるように、目標に向かって突き進
んでいきます !

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
DANCE CUP に参加でき、う
れしい気持ちでいっぱいです。
上手いチームがたくさんいて、
とても刺激になりましたし、何
より自分たち自身、ダンスの楽
しさを改めて感じることができ
たイベントだと思います。出演
された皆様、お疲れ様でした。
また機会がありましたら、ぜひ参加させていただきたいです。

EXILE ÜSA
EXILE

今年は小学生、中学生、高校
生の部と前年にも増して拡大
し、熱いコンテストになった
と感じました。本当に個性豊
かな素晴らしいチームがたく
さん出場していたので、見て
いてとても感動しました。
夢や目標を持つことで人は成
長していくと思うので、これ
からも子どもたちがワクワク
するような場を作って盛り上
げていきたいと思います。

岩田剛典
EXILE/三代目J Soul Brothers 

DANCE CUP に参 加し、若
い世代の皆さんの目標に向か
う情熱と、力強いダンスにと
ても刺激を受けました。
ダンスの道を目指す若者に
とっての目標として、DANCE 
CUP がさらに盛り上がってい
くことを願っています ! 来年も
楽しみにしています。

世界
EXILE /FANTASTICS

第 2 回大会からジャッジとして参加
しているのですが、本当に毎年レベル
が上がってきているので、見ていて
とても刺激的でした ! 子どもたちが全
力で踊る姿を見ていると、全チーム
を優勝にしたいぐらいです（笑）。各
予選大会から優勝 1 チームのみ決勝
進出と狭き門ですが、これからも多く
のキッズダンサーにチャレンジし続け
てほしいです。僕ももっと頑張って一
緒に盛り上げていきたいと思いますの
で、応援よろしくお願い致します !

準優勝
小学生部門

準優勝
中学生部門

準優勝
高校生部門

第３位
小学生部門

第３位
中学生部門

第３位
高校生部門

MONSTER BRASH

扇樹

Red Dod 
3 Bad

DANCE CUP 2016 FINAL

　全国15カ所で開催された予選を勝ち上がったチーム、各部門15チーム･計45チームが2016年8月13日、品川ステラ
ボールに集結。各チームとも、優勝チームに贈られるNY留学を目指し、この日のために猛練習してきた成果を存分に発揮し会
場は白熱しました。そして、この日だけの豪華なゲストショーケースも繰り広げられました。 6

プリンセス

北海道 /
 FREESTYLE

Dub Luv

山形 / HIPHOP

福島 / FREESTYLE
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DANCE CUP 
2017 開催決定 !!

　2017年も全国15カ所のイオンモールで予選を開催します。昨年と同じく、小・中・
高の 3 部門を設け、各予選で部門につき 1 チームが決勝大会に進出できます。優勝
賞品は EXILE HIRO 賞 NY 留学 5 泊 7 日 !!2017 年もたくさんのキッズダンサー
の参加待っています !!

DANCE CUP 2017 SCHEDULE

日程　 地区　 会場
4 月 30 日（日） 関西地区大阪予選 イオンモール堺北花田
5 月 3 日（水・祝） 甲信越地区山梨予選 イオンモール甲府昭和
5 月 13 日（土） 東北地区岩手予選 イオンモール盛岡
5 月 20 日（土） 中国地区岡山予選 イオンモール岡山
5 月 21日（日） 九州地区宮崎予選 イオンモール宮崎
5 月 27 日（土） 中部地区愛知予選 イオンモール名古屋茶屋
5 月 28 日（日） 関西地区大阪予選 イオンモールりんくう泉南

日程　 地区　 会場
6 月 3 日（土） 北陸地区富山予選 イオンモール高岡
6 月 4 日（日） 北海道地区予選 イオンモール札幌平岡
6 月 11日（日） 沖縄地区予選 イオンモール沖縄ライカム
6 月 17 日（土） 四国地区愛媛予選 イオンモール今治新都市
6 月 18 日（日） 九州地区福岡予選 イオンモール福岡
6 月 24 日（土） 関東地区千葉予選 イオンモール幕張新都心
6 月 25 日（日） 関東地区神奈川予選 イオンモール大和
7 月 2 日（日） 関東地区埼玉予選 イオンレイクタウン kaze

DANCE CUP 留学リポート
　2015 年 8 月に開催された DANCE CUP 2015 FINAL、そこで見事優勝し EXILE HIRO 賞として
NY 留学 5 泊 7 日を獲得した優勝チーム FORCE ELEMENTS（中学生部門）とプリンセス（小学生部門）。
この 2 チームの 3 月 15 日～ 21日までの NY（ニューヨーク）留学に密着取材しました。

【Report 1】ニューヨークでの観光はタイムズスクエア・エンパイアステートビルディング
を訪れたり、マンハッタン島クルージング、ソーホー周辺でショッピングをし、ニューヨー
クを満喫しました。

【Report 2】2 チーム共に EXPG ニューヨーク校を訪問。FORCE ELEMENTS は POP
ダンスのオリジネーター JAZZY J のプライベートレッスンを受講、JAZZY J のダンスの
ニュアンスやフレーバーをしっかりと受け取ってきました。プリンセスはEXPG ニューヨー
ク校の講師、NUBIAN NENE とPRINCSS LOCKROO の WAACK のレッスンを受講。
初めて海外で受けるレッスンに緊張しつつも、集中してレッスンを受けていました。ニュー
ヨークでもダンス尽くしで過ごしていました。

【Report 3】そして、アマチュアの歌手やダンサーが出演する登竜門的イベント、アポロ
シアター・アマチュアナイトのオーディションに挑戦しました。早朝からオーディション受
付の列に並び、いよいよ 9 時に受付開始。会場周辺はオーディションを受けるために来
た人であふれていました。プリンセス・FORCE ELEMENTS 共にオーディション会場で
ジャッジやスタッフに一目置かれ、会場を沸かせました。オーディションには見事合格し、
2016 年夏のアマチュアナイトに挑戦するきっかけを作りました。ニューヨーク留学の中で
一番の思い出となった出来事でした。

NY

8月14日（月）決勝大会 Zepp Diver City

Dreams For Children

Q1. プロジェクトに参加した理由を教えてください。
自分自身もダンサーとして活動しているため、LDH から提案して頂いた子どもたちのダンサーの夢
への支援・活動の場を提供するというコンセプトに強く共感しました。そこから、ジャッジおよびオー
ガナイズをするという立場で DANCE CUP に関わっています。

Q2. 活動に参加して良かったこと、大変だったことを教えてください。
たくさんの笑顔が見られたこと、この場を作ったことにたくさんの方から感謝の言葉をいただいたこ
とです。大変だったのは、コンテストなので結果につながらず悔しい思いや涙を流すチームが多くあっ
て、同じダンサーとして辛い部分ですね。

Q3.2016 年度の活動で最も印象に残っているものを教えてください。
DANCE CUP の決勝大会です。ハイレベルな戦いの中で、さらに優勝をつかむためのたくさんの
ドラマがあり、こちらも感動をいただききました。

Q4. 社会貢献活動に興味がある人、活動中の人にメッセージをお願いします。
子どもたちに夢と希望を持てるような活動をすることで、将来へのモチベーションを新たに作り出し、
その分野が活性化することにつながると思います。そして、その活力からこちらも明日への元気をも
らえると思います。関わる全ての人が幸せ（ハピネス）を感じられるように！
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STAFF's Voice LDH の社会貢献活動は、LDH の多くのスタッフが積極的に活動しています。
今回は各プロジェクトの中心となって活動するスタッフの声をお届けします！

EXILE CUP　　　　　　　　　　STAFF：のだ　

Ocean's Love　　　　　　　 STAFF：いっちー

DANCE CUP　　　　　　　STAFF：ALMA HIRO

夢の課外授業　　　　　　　　　STAFF：オオカワ

Q1. プロジェクトに参加した理由を教えてください。
サッカーが好きだから。初めはこんな単純な動機でした。自分が小学生の時に参加したサッカー大会は
今でも夏の思い出です。回を重ねる度に、LDH ならではの、これまでにないサッカー大会を創意工夫
で創造したくなりました。今では EXILE CUP に照準を合わせ、1 年を過ごしています。

Q2. 活動に参加して良かったこと、大変だったことを教えてください。
良かったことは、日本全国の子どもとサッカーを愛する「サッカーファミリー」と知り合えたことで
す。大変だったことは、夏休みの開催ですので、猛暑、ゲリラ豪雨、雷といった人知の及ばぬ天候を
相手にせねばならないこと。携わる皆で最大限配慮し、安全な大会運営を常に心がけています。

Q3.2016 年度の活動で最も印象に残っているものを教えてください。
地域の方、参加してくれた子どもたちと会話を交わし、応援し、共に 1 日を過ごす。この大会が行
われること自体が、ひとりひとりの思い出になってきているのかなと感じられたことです。子どもた
ちの喜怒哀楽は、時に忘れてしまう人間の原点を思い起こさせてくれます。

Q4. 社会貢献活動に興味がある人、活動中の人にメッセージをお願いします。
背伸びせず、欲張らず、自分の持てる時間を少しずつ分け合って、等身大の活動をすることが、継続
した取り組みができる秘訣。気負わずはじめの一歩を踏み出してはいかがでしょうか。

Q1. プロジェクトに参加した理由を教えてください。
大好きな海で子どもたちのサポートができるならと参加しました。開催地も住んでいる茅ヶ崎だった
からというのが大きく、障がい児対象である意識はありませんでした。

Q2. 活動に参加して良かったこと、大変だったことを教えてください。
家族のように海で 1日を過ごします。子どものチャレンジする姿、笑顔を見たときはいつも感動しま
す。ただ、海は楽しくもあり、危険と隣り合わせです。一瞬の気の緩みが子どもに怖い思いをさせて
しまうこともありますので、スクール中は常に気を張っています。それが大変ですね。

Q3.2016 年度の活動で最も印象に残っているものを教えてください。
支えなしでは歩くことも容易でなく身体にも少し不自由がある子どもを担当したときのこと。大丈夫
かなーと心配ですが、タンデムで 1 本スーッと波に乗りました。子どもの表情は満面の笑み。ボード
から落ちたときも、笑顔でもう 1 回！と何度も波乗りをしました。大人の心配は無用だったんですね。

Q4. 社会貢献活動に興味がある人、活動中の人にメッセージをお願いします。
障がい児と聞くとコミュニケーションとれるかな、など心配に思うかもしれません。でも大人が心を
オープンにし心で会話すれば、言葉で会話できなくても伝わります。海が苦手な方でも、できるサポー
トもあります。皆さんの大きな愛情を分けていただけたらうれしいです！お待ちしてます！

Q1. プロジェクトに参加した理由を教えてください。
ダンスを習ったり夢を語ったり、所属アーティスト・タレントの想いを子どもたちに伝える時間があ
り素敵なプロジェクトだなと思い参加しています。

Q2. 活動に参加して良かったこと、大変だったことを教えてください。
良かったことは所属アーティスト、タレントのみなさんと子どもたちの交流を間近で見られたことで
す。レッスン中、子どもの目の前で丁寧にダンスを教え、話したことや笑顔になったことはきっと子
どもたちの大切な思い出になっていると思います。

Q3.2016 年度の活動で最も印象に残っているものを教えてください。
東日本大震災から 6 年を迎えた 2017 年 3 月 11日に岩手県の子どもたちを EXPG 仙台校に招待
して行った夢の課外授業 SPECIAL です。大切な日に仙台でできたこと、子どもたちの笑顔が輝い
ていて忘れられない 1日になりました。子どもたちも同じ気持ちだと良いなと思っています。

Q4. 社会貢献活動に興味がある人、活動中の人にメッセージをお願いします。
社会貢献をしよう！と思ってもなかなかできることではありません。無理して行うのではなく、ちょっ
としたことが誰かの役に立つかもと信じて、活動をいろいろ探してみてください。

EXILE TETSUYA、ELLY、Aya、小森隼が
「未来への道 1000km 縦断リレー 2016」で好走

黒木啓司が九州を盛り上げる !
 「THE NINE WORLDS」が始動

EXILE ÜSA と EXILE TETSUYA が
「チャレスポ TOKYO」でパラ競技を体験

LDH が応援する、FC 今治のホーム開幕戦に
GENERATIONS from EXILE TRIBE が応援に駆けつけました

　『 未来（あした）への
道 1000km 縦断リレー
2016』は、青森から東
京までをランニングと自
転車のリレーでつなぎ、
東日本大震災で被災した
各地の復興やそのための
取り組みを広く知らせ、さらに東日本大震
災の記憶の風化を防ぐ目的も持つイベン
トです。参加者たちはそれぞれの担当区を
走って襷をつなげます。2016 年 7 月24
日に青森県庁をスタート、1273 キロ全

　黒木啓司（EXILE / EXILE TH 
E SECOND）がプロデュースする、
オリジナルエンタテインメントプロ
ジェクト「THE NINE WORLDS」
が本格始動しました。
　このプロジェクトは、啓司の地
元・九州を盛り上げ、日本からア
ジアへ九州の熱を発信していくこ
とも視野に入れています。これま
では「月刊 EXILE」での九州対談や Abe
maTV での音楽番組「BPM 〜 BEST PE
OPLE's MUSIC 〜」をプロデュースして
いましたが、2017 年 4 月には福岡・博

　パラリンピック競技をはじめ、さまざま
なスポーツを多くの方々に知っていただく
参加体験型スポーツイベント「チャレス
ポ TOKYO」が 2017 年 1月9日、東京・
有楽町の東京国際フォーラムで開催され
ました。たくさんのアスリートが参加する
このイベントに、EXILE ÜSA と EXILE 
TETSUYA も参加し、パラリンピックの
競技のひとつである「ボッチャ」を体験し
ました。また、参加者とダンス体操を行い、
会場を盛り上げました。

　LDH が応援するFC 今治が 2017
年 3 月12 日、愛媛・西条市ひうち
陸上競技場で、日本フットボールリー
グのホーム開幕戦を迎え、GENERA
TIONS の白濱亜嵐、片寄涼太、関口
メンディーが応援に駆け付けました。
　LDH は、2010 年のサッカーワー
ルドカップで EXILE が日本代表応援
ソングを手掛けた縁もあり、サッカー日本代表元監督の岡田武史
氏がオーナーを務めるFC 今治のチームスポンサーになっていま
す。チームの現ユニフォームは白濱がデザインしています。LDHは、
岡田オーナーが目指すサッカーを通じての地方創生などをはじめ、
FC 今治をバックアップしています。

163 区を経て、8 月7日に東京都立上野
恩賜公園に到着しました。この取り組み
には、EXILE TETSUYA、ELLY（三代目 
J Soul Brothers）、Aya（Dream）、小 森
隼（GENERATIONS）が参加しました。

多座で旗揚げ公演『九楽舞博多座』も行
いました。今後のプロジェクトの動きにも
ぜひ注目して下さい。

社会貢献活動 TOPICS 　LDH では社会貢献の一つとして、全国各地の地域活性化につながる活動もしています。



Dreams For Children

　夢を叶えるために、たくさんの人が集まって生み出されたＬＤＨは、ダンス、スポー
ツを通じて、子どもたちに夢を持つことの大切さを伝える活動をより推進していきます。
　2000 年に、子どもたちに夢を与える「夢の課外授業」のプロデューサーとしてスター
トし、2006 年からＬＤＨと連携して「夢の課外授業」を行ってきた縁もあり、このた
び社会貢献事業の責任者に任命されました。
　日本の将来は今の子どもたちが支えるのです。そして、その子どもたちを育てるこ
とが社会とわれわれ大人たちの責務でもあります。それが日本の発展にもつながるこ
とを願い、ＬＤＨは少しでも社会に貢献できるように活動していきたいと思います。

株式会社ＬＤＨ ＪＡＰＡＮ　社会貢献部部長　一木広治
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LDH は
Dreams For Children・子どもたちに、夢を。

というテーマを掲げ、
これからも子どもたちを応援していきます。

LDH 社会貢献部からの Message

2017 年、新しいＬＤＨが始まりました。


