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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。

LDHホームページにて社会貢献の
活動内容をご覧いただけます。
https://www.ldh.co.jp/csr/

2010 年にスタートした EXILE CUP は今年で10年目を迎えます !!
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——2010 年から開催されている『EXILE CUP』は、今年で 10 回
目になります。最初はどういった経緯で始められたのでしょうか？
ÜSA：2010 年に開催されたサッカー W 杯・南アフリカ大会に出場する日
本代表の応援ソングとして『VICTORY』という曲をリリースさせていただ
きました。その頃、日本代表監督をされていた岡田（武史）さんにミュージ
ックビデオ（MV）に出演していただきました。その交流をきっかけに始ま
ったんですよね？
岡田：MV に出演させてもらったのは確かだけど、後ろ姿ばかりで正面から
撮影した部分はほとんど使ってもらえなくて（笑）。
ÜSA：僕たちは 2010 年に初めてスタジアムツアーを開催させてもらえる
ようになったんです。サッカーというキーワードが身近にあった年で「子ど
もたちのために “ 何か ” やれることはないだろうか」とアイデアを出し合っ
た中で、その時のツアー名を入れた「『EXILE FANTASY CUP』という名
前のフットサル大会を開催するのはどうだろう？」というところからスタート
したんです。
岡田：当時はサッカーをやっている子どもたちが集まる大会というよりも、
EXILE のファンが集まってくるようなイメージだった。
ÜSA：確かに僕たちも『EXILE CUP』がずっと続くような大会になってい
くとは想像もしていませんでしたね。そもそも僕たちがスタジアムツアーを
開催するからということがきっかけになって、加えて僕自身や EXILE メンバ
ーにサッカーファンが多いということ。そして何より岡田さんとの出会いが
開催を実現できた一番大きな要因かもしれないですね。

——『EXILE CUP』をはじめ、LDH の社会貢献活動には「Dreams 
For Children・子どもたちに、夢を。」というスローガンがつけられ
ていますが、どんな想いが込められているのでしょうか？
ÜSA：やはり未来を作っていく子どもたちのために「自分たち大人は何が
できるのだろう」と考えた時に、LDH が大切にしている「Love」「Dream」

「Happiness」というキーワードをカタチにしたかったんです。そこで「“ 子
どもたちが夢を叶える場所 ”を作っていくことは、オレたちができることの
一つだよね」とみんなで話して、いろいろなアイデアが出てきました。その
始まりが『EXILE CUP』だと思っています。

——大会はどのように成長しているように感じますか？

ÜSA：子どもたちがサッカーを大好きになって、そこで楽しんでもらうこ
とが一番なのですが、大会の規模が大きくなっていけば、それだけ注目度
も上がりますよね？　そうなれば参加してくれる子どもたちのモチベーショ
ンもアップするでしょうし、子どもたちのチャンスも広がっていくはずです。
これからもいろいろな人たちに注目してもらえるような大会にしていければ
いいなと思いますね。
岡田：年々、大会規模も大きくなっている実感もあるけれど、以前に比べ
るとサッカーの質を追求する大会になっている印象もある。ここ数年は、「こ
の選手は将来が楽しみだな！」と思わせてくれる選手が何人もいるし、あの
ラモス（瑠偉）がびっくりしているぐらいだから（笑）。『EXILE CUP』に
出場した選手が年代別の代表に選出されたという話も聞くし、レベルは年々
上がってきている。昔は開会式などの挨拶で「ゆくゆくは日本代表になって
ください」と話していたけど、それが現実になろうとしているから驚かされ
るよ。
ÜSA：確かにレベルは年々上がっていますよね。ここ何年かは観ている僕
たちも楽しいです。本気で泣いたり笑ったり、時にはぶつかり合っている姿
を観られるのは本当にうれしいこと。それが毎年の楽しみにもなっています。
岡田：本当にそう思うよ。最初の頃は、試合で負けて泣いている選手はあ
まりいなかったけれど、最近は悔し泣きする選手もたくさんいる。やっぱり
優勝賞品がヨーロッパサッカー夢者修行と豪華だし、それを逃したら相当
悔しいだろうから（笑）。
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6/9（日）九州大会 1 ＠熊本県　
益城町陸上競技場

6/16（日）東北大会＠福島県　
J ヴィレッジ全天候型練習場

7/6（土）関東大会 1 ＠栃木県 
栃木県グリーンスタジアムサブグランド / メインスタジアム

7/15（月・祝）関西大会 1＠京都府
八丁浜シーサイドパーク多目的芝生広場 

7/21（日）北信越大会＠長野県
長野オリンピックスタジアム野球場

7/26（金）中国大会＠鳥取県
東郷運動公園

7/28（日）四国大会＠徳島県
徳島スポーツビレッジ人工芝グランド

8/3（土）九州大会 2 ＠沖縄県
ANA FIELD 浦添

8/14（水）北海道大会＠札幌市
札幌サッカーアミューズメントパーク

8/18（日）東海大会＠岐阜県
長良川競技場

8/25（日）関東大会 2 ＠千葉県　
フクダ電子フィールド

9/1（日）関西大会 2 ＠奈良県　
奈良県フットボールセンター

EXILE CUP 2019

岡田武史　
EXILE ÜSA
スペシャル対談

　株式会社 LDH JAPAN が 2010年より社会貢献活動のひとつ
としてスタートした小学 4 年生〜 6年生を対象としたフットサル大
会「EXILE CUP」。これまで 3,800チーム以上、約33,000名の
夢を持った子どもたちが参加しました。大会のスペシャルサポーター
EXILE ÜSA とアドバイザーの岡田武史さんに、これまでの大会を振
り返っていただきました！

ÜSA：アハハハハ。ただ、サッカーの質が上がる一方で、子どもたち同
士の和気あいあいとした雰囲気もちゃんと残っているんです。負けてしまっ
たチームの子どもたちをミックスして、そこに大人たちも加わって一緒に試
合をしたり。決勝大会では同じ宿舎に泊まって一緒に食事をしたり、そこ
でチーム同士の出し物を披露したり……。そういう交流があるもの『EXILE 
CUP』の良さだと思っています。
岡田：その余興でオレもいろいろとやらされるんだよなぁ（苦笑）。昔、富
良野で決勝大会を開催したでしょ？　その時にダンス大会をやったんだけ
ど、1人めちゃくちゃうまい子どもがいたよね？
ÜSA：その子は全然ダンスを習ったことはないのに、音楽やその場の雰囲
気に反応して踊っていて、そこが本当にすごいなと思いましたね。
岡田：あの子のダンスは今でも印象に残っているよ。それはさておき『EXILE 
CUP』の素晴らしさは、サッカーだけの大会ではないところ。今治で行わ
れる決勝大会では、3日間という期間中に野外体験や環境教育といったい
ろいろなプログラムを通して学ばせるのはいい試みだと思います。そうする
ことで参加する子どもたちは単にサッカー大会に出たという以上のものを持
ち帰ることができるのは本当に素晴らしいことだから。
ÜSA：試合のあと、選手たちには自然体験プログラムをやってもらったり
するのですが、そこで楽しみながら地球環境などさまざまな事を学べるので、
それはすごく素敵なことだと思います。子どもたちもすごく楽しそうにやっ
てくれるので、今後はキャンプをやったりして、子どもたちの生命力をアッ
プさせるようなプログラムができたらいいなと思いますね。
　
——これまでの大会を振り返って、特に印象に残っている大会やチー
ムなどはありますか？
岡田：2016 年大会で優勝した関西大会代表の EDC。
ÜSA：確かに本当にみんながうまかったですよね。彼らと一緒にドイツに
行って、食事をしたり、練習もしたのですが、結構大変でしたよね（笑）。
岡田：当時、ドルトムントでプレーしていた香川真司選手が来てくれてね。
ÜSA：EDC のメンバーはやんちゃな子が多くて（笑）。
岡田：「しっかり試合を観ろよ」と言っても全然観なかったけど、ボールを
持たせるといつまでもサッカーをやっていたね。目の前でレベルの高いサッ
カーをやっているのに観ることにはまったく興味を示さなくて……。
ÜSA：でも、ドイツのチームに負けなかったですからね。本当に日本のレ
ベルはすごく高いんだなと改めて思いました。それから印象に残っている大
会といえば、2 回目の開催となった 2011年大会です。3 月に東日本大震
災が起きてしまって、岡田さんとも被災地へ行ったのですが、そこで子ども
たちを元気づけようとサッカーをやったり…。その年、宮城県でも『EXILE 
CUP』を開催したのですが、悲しい出来事のあとだったので、僕たちも『ど
うだろう、大丈夫かな』という想いを持って行ったのですが、参加してくれ
た子どもたちがとても喜んでくれて、その時にスポーツやエンターテインメ
ントというのは人の心を元気にできるんだなと改めて思い出させてもらいま
した。本当に開催して良かったなと感じています。

——ÜSA さんにとっては、『EXILE CUP』というグループ名が入っ
た大会になります。主催する側として大切にされていることは？
ÜSA：『EXILE』という冠をつけさせてもらっているからには、どこの会場
でもその場の雰囲気をとても楽しいものにしたい。“目で見える部分 ” だけ

ではなく、これまで EXILE が大切にしてきた “EXILE 魂 ” であったり、ピン
チをチャンスに変えるという言葉や、絶対に負けないという精神を大切にし
ていきたい。僕らはダンスや歌ですけど、自分たちの活動をなかなか知っ
てもらえない時期もありましたが、それを乗り越えて今までやってきました。
これからもそういう気持ちをみんなと分かち合えるような大会にしていきた
いなと思います。
岡田：今では一生懸命にサッカーをやっている選手たちが目指す大会にな
っていて、それは子どもたちの大きなモチベーションになっていると思う。
私がこの活動に一番共感しているのは、「Love」「Dream」「Happiness」と
いうキーワードのもとで芯の通ったことをずっとやっているから。子どもた
ちにとってはすごく貴重な経験になると思っているので、ゆくゆくは『EXILE 
CUP』が海外チームの子どもたちが各地域の予選を勝ち抜いて参加するよ
うな大会になったらもっと魅力的な大会になると思う。それが実現する頃に
は決勝大会を今治市では開催してくれないかもしれないけど（苦笑）。

——今後大会に参加する子どもたち、そして応援をする親御さんにメ
ッセージをお願いします。
岡田：『EXILE CUP』は過去 9 回も開催されてきて、私自身もとても夢を
見させてもらってきていますし、参加する選手にとっても夢のある大会だと
思います。例えば、EXILE のメンバーやラモスに会えたり、優勝すればヨ
ーロッパにサッカー観戦に行けるとか。これほど魅力の多い大会はないと思
います。その夢にチャレンジすることは、とても意義のあることなので、ぜ
ひ今治市で開催される決勝大会を目指して頑張ってもらいたい。それから
選手たちのお父さんやお母さんもぜひ会場に来てもらって、みんなで『EXILE 
CUP』を楽しんでもらえたらうれしく思います。
ÜSA：レベルにかかわらず、サッカー・フットサルが大好きな子どもたち
にぜひ、各地区の予選大会に出場してもらいたいです。選手のみんなにと
っては真剣勝負の場ではありますが、会場の雰囲気がとても楽しいので、
家族みんなでピクニックに行くような気持ちで応援に来てもらえたらうれし
いですし、そこで僕も一緒に『EXILE CUP』を楽しみ、盛り上げたいと思
っています。

9/15（日）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
スペシャルサポーター
EXILE ÜSA

大会アドバイザー 岡田武史
FC今治オーナー／元サッカー日本
代表監督

大会アンバサダー 香川真司
プロサッカー選手

「ゆくゆくは日本代表になってください」と話していたけど、
現実になろうとしているから驚かされるよ　——岡田武史さん

本気で泣いたり笑ったり、時にはぶつかり合っている姿を
観られるのは本当にうれしいこと。それが毎年の楽しみ　

—— EXILE ÜSA

取材と文・奥田 明知／撮影・松原 裕之
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中国大会

四国大会

EXILE CUP 2018 予選大会 2018年6月16日〜9月8日 EXILE CUP 2018 決勝大会 in 今治 　2018年9月23 日（日・祝）
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　北海道・東北・北信越・東海・中国・四国､
関西・関東・九州はそれぞれ 2 会場に分けた、
9 地区 12 会場で予選大会を開催。参加チーム
数は過去最多を更新し、4453 名を超える選手
が頂点を目指し、熱気あふれる試合を繰り広げ
ました。

6 月 16 日（土）関東大会 1 ＠茨城県
茨城県立カシマサッカースタジアム / 卜伝の郷運動公園

7 月 7 日（土）関東大会 2 ＠栃木県
佐野市運動公園多目的球技場

7 月 14 日（土）東海大会＠三重県
四日市ドーム

7 月 16 日（月・祝）関西大会 1 ＠京都府
八丁浜シーサイドパーク多目的芝生広場

7 月 31 日（火）中国大会＠鳥取県
東郷運動公園

8 月 7 日（火）北海道大会＠旭川市
東川ゆめ公園サッカー場

8 月 11 日（土・祝）北信越大会＠長野県
長野オリンピックスタジアム野球場

8 月 19 日（日）四国大会＠香川県
瀬戸大橋記念公園球技場

8 月 26 日（日）東北大会＠青森県
新青森県総合運動公園球技場

9 月 2 日（日）九州大会 1 ＠沖縄県
浦添市陸上競技場

9 月 8 日（土）九州大会 2 ＠宮崎県
KIRISHIMA ヤマザクラ宮崎県総合運動公園補助球技場

9 月 8 日（土）関西大会 2 ＠和歌山
橋本市運動公園多目的グラウンド

EX ダンス体操

抽選会

試合風景

試飲

表彰式

開会式では恒例となったEXILE ÜSA 考案の
「EX ダンス体操」でウォーミングアップ。

決勝トーナメントに進出する16 チームで、
1号球を使用して組み合わせ抽選会を実施。

熱中症予防に試飲ブースを設置。
試合終わりの選手たちでにぎわいます。

優勝〜 3 位までの表彰。
優勝チームへは全国大会出場の目録を贈呈。

予選はリーグ総当たり、決勝はトーナメント制で試合を行い、地区優勝を目指して白熱した試合が繰り広げられます。

愛媛県今治市「ありがとうサービス . 夢スタジアム」

四国代表

丸亀城東サッカー少年団
（香川県）

九州代表 1

宇栄原フットボールクラブ
（那覇市）

九州代表 2

HIROWARA
（宮崎県）

開会式

表彰

試合風景

フレンドリーマッチ
全試合終了後、決勝大会の恒例となった

「TEAM OKADA」vs「子ども選抜」で真剣勝負！

見事優勝したディアブロッサ高田 FC には
優勝トロフィーと「ヨーロッパサッカー夢者修行」を贈呈！

EXILE ÜSA、岡田武史さん、ラモス瑠偉
をはじめ多くのゲストが駆け付けました。

予選大会を勝ち上がった12 チームで試合開
始。全国一を目指し、各コートでは歓喜と涙
が入り混じる熱戦が繰り広げられました。

優勝 ディアブロッサ高田 FC

準優勝 P.S.T.C.LONDRINA
3 位 宇栄原フットボールクラブ

予選大会の流れ

北海道代表

STS 千歳ペレーダ
（千歳市）

東北代表

BTO 1st
（秋田県）

関西 1 代表

大阪市ジュネッス FC
（大阪府）

関西 2 代表

ディアブロッサ高田 FCC
（奈良県）

北信越代表

アンテロープ塩尻ジュニア
（長野県）

関東 2 代表

フウガドールすみだエッグス
（東京都）

東海代表

聖隷 JFC
（静岡県）

関東 1 代表

P.S.T.C.LONDRINA UM
（神奈川県）

主催：株式会社 LDH JAPAN　後援：公益財団法人日本サッカー協会　参加費：無料　

決勝大会リポート

予選大会を勝ち抜いた12チームが集結！

九州大会 1

北海道大会

関東大会 1

中国代表

Les bleus
（広島県）

北信越大会

関西大会 1

東海大会

関西大会 2
九州大会 2

東北大会

関東大会 2
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LDH 所属のアーティスト・タレントも子どもたちを応援！

EXILE CUP 2018 ヨーロッパサッカー夢者修行　リポート

ディアブロッサ高田 FC、夢のドイツ遠征へ
ドイツへ !

　EXILE CUP 2018を制したディアブロッサ高田 FC（奈良）へ贈呈され
た「ヨーロッパサッカー夢者修行」。2019年3月、その夢を追いかける 4
日間の遠征が行われました。早朝に伊丹空港を出発し成田空港を経由して、
デュッセルドルフ空港へ。長時間の移動、メンバーのほとんどが初めての
海外という事でしたが、疲れや緊張は感じさせず、「建物がかっこいい！ と
にかくいろんなものがデカい！」「みんな挨拶してくれて優しい感じ」とドイ
ツの雰囲気を実感していました。

　ドイツ国内に 2 つしかなくトップ選手も使用する「フットボナウト」体験
の他、ユースのロッカールーム、ジム、普段入ることができないトップチー
ムの練習場も見学しました。

ドルトムントアカデミー施設を見学

　ドルトムント vs シュトゥットガルトを観戦。8 万人以上のサポーターで
埋めつくされたスタジアムに圧倒されながらも「選手たちがサポーターの声
とともに戦っているのがすごい」「香川選手が魅了される理由がわかりまし
た！」と感動していました。

ブンデスリーガ試合観戦

ディアブロッサ高田FCの選手に聞きました！

——ブンデスリーガを観戦してどう思った？

「プロになってこういうところに来ても緊張しない選手になりた
いです」

「あれだけブーイングもあるのにミスなくプレーできるのがすごい」

——ドルトムント U-12 と試合しての感想は？

「フィジカルが強かったけど、あまりファールを取られることが
ないので 1 対 1 なら勝てると思った」

「自分たちで考えて、団結してサッカーができたので楽しかった」
「強豪チームのユースと試合ができて、レベルを知る事ができた
ので夢がまた大きくなりました」

——将来の夢を教えて！ 

「ヴィツェルのような運動量があって攻守両方できてチームに貢
献できる選手になりたいと思いました」

「海外のトップクラスで 10 番をつけたい」
「J リーグに入って、日本代表に入ったら海外でプレーしたい」
「絶対にスタジアムのピッチに立ちたいと思った」

　チームの強みでもある「自由に自分たちで考える」は、ドイツでも発揮され、
6 − 2 で見事勝利！　フィジカルの差や言葉が通じないアウェイの環境で
も声を掛け合い、団結してディアブロッサ高田 FCらしい試合になりました。

  4 日間のサッカー遠征を経て、選手たちに「夢に対する変化はあっ
た？」と聞くと、「夢がめっちゃ大きくなった！」「サッカー選手になり
たいとさらに思った」「そのために、努力と練習が大事」と全員が口を
揃え、強い意志をみせていました。

ドルトムント U-12 と親善試合

　ドイツまで来てくれた選手たちへ、香川選手がサイン色紙とシューズを
用意してくれました。サプライズプレゼントに「ヤバイ！ヤバイ！」と大興
奮でした。

香川真司選手からのサプライズプレゼント！
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DANCE CUP 2017 優勝チーム留学 Report!!
2014 年より毎年開催されている LDH JAPAN 主催『DANCE CUP』。

2017 年度の DANCE CUP で見事優勝に輝いた小・中・高校生の子どもたちに
『EXILE 賞』としてアメリカ・ニューヨークへのダンス留学が贈呈されました。

初めて海外を訪れた子や、外国人講師のレッスン受講など、子どもたちの留学中の様子をお届けいたします。

　2018 年の DANCE CUP は 4月29日、愛知予選を皮切りに開幕しました。
  今大会は小学生・中学生の 2 部門を対象に、全国 12 カ所のイオンモールで
予選が開催され、全体約 470 チーム、1600 人以上のダンサーが参加してく
れました。毎年この DANCE CUP に参加してくれているチームから、今年
初めてチャレンジをしてくれたチームまで、それぞれが目標を掲げ、それまで
の練習の成果を最大限に出そうとする姿と、子どもたちなりに緊張を和らげよ
うと互いに笑顔で勇気付けあう様子がとても印象的でした。
  また、LDH からのサプライズゲストとして、EXILE ÜSA が沖縄予選と岡
山予選に、Flower の重留真波、中島美央が愛知予選と富山予選に登場し、子
どもたちのパフォーマンスをしっかりと見守ってくれました。大会の最後の表
彰にも参加し、勝ち上がった子どもたちはもちろん、会場も大盛り上がりとな
りました。 
　次のページは各地の予選を通過したチームです。各予選とも上段 2 チーム
が小学生の部、下段 2 チームが中学生のチームです。

【小学生】BabyBoo

【中学生】ONE PIECE

【高校生】DRAMATICA

　NY 市内観光ではタイムズスクエアや、ワールドトレードセンターなどの観光地のほ
か、自然史博物館にも行きました。ダイナミックな展示物の数々に興味津々でした。市
内のさまざまな撮影スポットでダンス動画を撮影。アメリカならではの街の雰囲気と
ダンスがマッチし、3 人らしい動画がたくさん撮れました。EXPG STUDIO NY では、
HOUSE、DANCE HALL、NEW STYLE HUSTLE、CAPOEIRA のレッスンを受講。
観光中の子どもらしい表情とは一変、真剣な表情でレッスンを受けていました。

　滞在中にアポロシアターのオーディションに参加。パフォーマンス終了後その場で合
格を告げられ、見事アマチュアナイトへの出場権を獲得しました !! オフブロードウェイ
ショー「STOMP」を鑑賞。言葉なしで魅せるという意味ではダンスと似たパフォーマ
ンスに、釘付けになっていました。ユニオンスクエア駅で偶然 EXPG STUDIO NY の
講師であるNatquan Savoyと遭遇。自然とその場でセッションが始まり、日本ではあ
まりできない経験ができたようです。

　自由の女神、ブロンクスなどの観光地を回り、ショッピングも堪能。また、街のさま
ざまなグラフィティの前で記念撮影をしたり、ダンス動画を撮影しました。EXPG NY
ではLOCKING、POPPINGのレッスンを受講。レッスン前後の講師とのコミュニケーショ
ンも英語とジェスチャーで自ら行うなど、高校生らしい姿が見られました。
　また、滞在中に現地に住む友人と過ごし、街を案内してもらったり食事を共にするな
ど、有意義な時間を過ごせたようです。

DANCE CUP 2018−予選−

愛知予選
イオンモール名古屋茶屋

4/29
sun

Angelica

アールグレイ…

Central Eruptions

ONE PIECE

福岡予選
イオンモール福岡

5/12
sat

F ☆ G ☆５

Angelite

GIRL meets BOY 
fantastics!

Dawg

千葉予選
イオンモール幕張新都心

6/3
sun

Canal street NYC

7th Avenue Midtown

Sista

CATI$H

大阪予選
イオンモール堺北花田

6/24
sun

M's princess

Diva

moja

NEIGHBORHOOD

沖縄予選
イオンモール沖縄ライカム

5/6
sun

フォルム

O'ZACK

M.M.R.M

SANPIN!!

岩手予選
イオンモール盛岡

5/27
sun

B.D.S.T

dendrobium

DELTA  FORCE

tamtam

埼玉予選
イオンレイクタウン kaze

6/17
sun

HI-TECH

ハジケルアシ

toremolo

DesikA

岡山予選
イオンモール岡山

7/24
tue

BurnIlla

Baby'st

FillyAster

Fifth Gal man

山梨予選
イオンモール甲府昭和

4/30
mon

CRACK CHICK

Dazzling

JEWEL

Stella Maris

北海道予選
イオンモール札幌平岡

5/20
sun

パピリカ

gemini ★

kickin'KIDZ

Lead

愛媛予選
イオンモール今治新都市

6/10
sun

イッチャンリンチャン

すぱいしぃ☆ H

CHATTY!!

effort A’dvance

富山予選
イオンモール高岡

7/8
sun

Re BACK DA 1990's

4oak

Vie art

Young Kingz Hood
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DANCE CUP 2018 FINAL!!
　北は北海道、南は沖縄まで、約 470 チームのエントリーの中から、全国
12 カ所での予選大会を勝ち抜いた小・中学生の各 24 チームが集結。
　ジャッジには Chihiro Ueno、RYUZY、Twiggz、カリスマカンタローといっ
た日本のみならず世界で活躍する豪華なメンバーが揃い、子どもたちのパ
フォーマンスを確かな目でジャッジしていただきました。
　決勝大会は小学生部門、中学生部門に分かれて行われ、ヒップホップ、
コンテンポラリー、アクロバットなど、多彩なジャンルでハイレベルな戦い
が繰り広げられました。
  厳選な審査の結果、小学生「Canal street NYC」、中学生「Diva」が優勝。
今年の優勝チームには『EXILE 賞』として “NY or LA ダンス留学の旅 ” が
贈られました。
  予選から参加してくれた子どもたちには、今大会でチーム一丸となって一
生懸命に取り組んだ経験を忘れず、次なる夢に向けて挑戦し続けてほしい
と思います。

　ゲストショーケース1組目には、’90 年代初期から現代まで日本のダンス
シーンを牽引するヒップホップダンスチーム「J.S.B.underground」が登場。
シークレットゲストに小森隼（GENERATIONS）も参加し、観客を魅了し
た。2 組目にはクランプダンスを日本のみならず世界に広め、若者を中心
に支持を集めている「Twiggz Fam」が登場。こちらもシークレットゲスト
として佐野玲於（GENERATIONS）が登場し、圧巻のクランプで会場を沸
かせました。

J.S.B.underground Twiggz Fam

【DANCE CUP 2018 協賛・協力企業】

DANCE CUP 2019 開催決定！

〜小学生部門優勝〜

Canal street NYC
〜中学生部門優勝〜

Diva
　DANCE CUP FINAL では、上手なチームばかりで正直勝てない
かと思いましたが、チームの名前が呼ばれたときは本当にうれしかっ
たです。チーム名にもあるニューヨークでたくさんのことを学んでき
ます。本当にありがとうございました。

　この 5 人で優勝することができてうれしかったです。この大会の
ために何カ月も練習をやってきて、こうやって結果に残すことがで
きたので良かったです。これからもいろいろな刺激を受けてパワー
アップしていきたいと思います。

　2019 年は全国10 カ所のイオンモールで予選を開催します。小・
中の 2 部門を設け、各予選で 1 部門につき 2 チームが決勝大会に
進みます。優勝チームには、《EXILE 賞》として、海外ダンス留学
が贈られます。今年もたくさんのキッズダンサーの参加をお待ちし
ています。

【予選開催日程】

1.  7 月 7 日（日） 宮城県 @ イオンモール名取 
2.  7 月 13 日（土） 福岡県 @ イオンモール筑紫野 
3.  7 月 14 日（日） 愛知県 @ イオンモール名古屋茶屋 
4.  7 月 15 日（月・祝） 千葉県 @ イオンモール幕張新都心 
5.  7 月 21日（日） 岡山県 @ イオンモール倉敷 
6.  8 月 3 日（土） 埼玉県 @ イオンレイクタウン kaze 
7.  8 月 12 日（月・祝） 北海道 @ イオンモール札幌平岡 
8.  8 月 24 日（土） 大阪府 @ イオンモール堺北花田 
9.  8 月 25 日（日） 兵庫県 @ イオンモール神戸南 
10. 9 月 7 日（土） 沖縄県 @ イオンモール沖縄ライカム 
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14年目を迎えた障がい児のためのサーフィンスクール 主催・認定 NPO 法人 Ocean's Love 　
オーシャンズ・ラブ

2018年に全国各地であふれた
Love ＆ Smile！

　2018年も6月から10
月まで各エリアの海岸
で、Ocean’s Love サー
フィンスクールが開催さ
れました。神奈川県、
宮崎県、島根県、北海
道、愛知県の 5 カ所 7
エリア、10 回以上実
施。宮崎県は天候の影
響を大きく受けました
が、初開催となる日向
市で室内スクールを実
施。北海道も例年スクールを行っている浜厚真に加え、北斗市七重浜海水
浴場で初開催。宮崎県、北海道共に、同県同道内で 2 エリアで開催するこ
とができました。
　スクールに加えて、サーフィン体験会、シーカヤック・SUP 体験会、冬
の運動の会も行い、毎年、参加する子どもたち、ボランティア、サポート
企業が増えており、Ocean’s Love の活動はどんどん拡大しています！

　幅広い年齢層の方にサーフィンを楽しんでもらおうと、2017 年よりスター
トしたサーフィン体験会。知的障がい・発達障がいのある方で小学生以上
であれば年齢制限なく参加できます。
　サーフィン体験会は、通常のスクールと形態が変わり参加者 2 人が 1組
になり、ボランティアが 7 名1チームで、準備体操〜サーフィン体験を1
ラウンド約 1時間で行います。短時間で安全に波に乗れるようチーム一丸
となって参加者をサポートします。
　1時間の体験会が終わると、ボランティアは次の参加者が到着するまで
小休憩。チームミーティングなどを行い、2 ラウンド目の体験会がスタート
します。全部で3ラウンド行い、体験会は終了となります。

「サーフィンを楽しむ！」ことを目的としているため、何本も波に乗る参加者
もいます。今まで 7 〜 48歳の方が参加し、笑顔でサーフィンを楽しんで
います。

運動の会 2018―2019
1．12月 1日 （土） 神奈川県横浜市「社会福祉法人 光風会 すみれ園」
2． 1 月 26 日 （土） 神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
3． 2 月 23 日 （土） 神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
4． 3 月 30 日 （土） 神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）

サーフィン体験会 2018
１． 7 月 14 日（土） 神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
２． 8 月 12 日（日） 愛知県田原市（伊良湖ロコポイント）
３． 9 月 1日（土） 神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）

サーフィンスクール 2018
1． ❶ 6 月 2 日 （土） 神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
2． ❷ 6 月 10 日 （日） 宮崎県日向市（小倉ヶ浜）　★初開催
3． ❶ 6 月 23 日 （土） 神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
4． ❸ 7 月 1日 （日） 島根県浜田市（国府海水浴場）
5． ❹ 7 月 8 日 （日） 宮崎県宮崎市（青島海岸）　※悪天候により中止
6． ❶ 7 月 21日（土） 神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
7． ❺ 8 月 5 日（日） 北海道北斗市（七重浜海水浴場）　★初開催
8． ❻ 8 月 19 日（日） 北海道勇払郡（浜厚真海岸）
9． ❼ 8 月 26 日（日） 愛知県田原市（伊良湖ロコポイント）

１０． ❶ 9 月 8 日 （土） 神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
１１． ❹ 9 月 9 日 （日） 宮崎県宮崎市（青島海岸）
１２． ❶ 9 月 22 日 （土） 神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）

6 月2日（土）神奈川県茅ヶ崎市

7 月1日（日）島根県浜田市 8 月5日（日）北海道北斗市

9 月8日（土）神奈川県茅ヶ崎市

6 月10日（日）宮崎県日向市

8 月19日（日）北海道勇払郡

9 月9日（日）宮崎県宮崎市

6 月23日（土）神奈川県茅ヶ崎市

7 月21日（土）神奈川県茅ヶ崎市

8 月26日（日）愛知県田原市

9 月22日（土）神奈川県茅ヶ崎市 10 月7日（日）神奈川県横須賀市

12 月1日（土）神奈川県横浜市

3 月30日（土）神奈川県茅ヶ崎市

1月26日（土） 神奈川県茅ヶ崎市 2 月23日（土） 神奈川県茅ヶ崎市

　認定 NPO 法人 Ocean’s Love はアンジェラ・磨紀・バーノンを中心
に 2005 年に設立した知的障がい児・発達障がい児のためのサーフィ
ンスクールです。障がいを持つ子どもたちにサーフィンを通じて、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。茅ヶ崎をホームとし全国にて活動を
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。

とは…

大人でも参加できる
「サーフィン体験会」

初心者も
大丈夫!!

PHOTO BY EXILE NESMITHこちらの写真は NESMITH が撮影しました !!

❹

❷

❸

❺
❻

❼
❶
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── TETSUYAさん、NESMITHさんは、今回どのような経緯で “Ocean’s 
Love” に参加されたのですか？
TETSUYA：ずっと参加したいと思っていたのですが、アンジェラさんと
お話をさせていただく中で、“Ocean’s Love” の活動のメインである、知的
障がい児・発達障がい児の方を対象にしたサーフィンスクールが行われる
ということで、せっかくの機会なので、“Ocean’s Love” のよさをいろんな人
に知ってもらえたらいいなと思い、このような形を設けさせていただきました。
NESMITH：以前からずっと気になりつつも、なかなか参加するところま
で至っていなかった自分がいたんですが、今回機会をいただき、“Ocean’s 
Love” の活動をみなさんに写真を通して見ていただけたらと思い、僕はカメ
ラマンとして参加させていただきました。
──アンジェラさんは、ふたりが参加している姿を見てどのように感じまし
たか？
アンジェラ ･ 磨紀 ･ バーノン（以下、アンジェラ）：私が LDH に所属す
るようになった理由のひとつに、LDH に所属している方たちに社会貢献を
してほしいというHIROさんの想いがありました。私にその代表になってほ
しいということで、今回の “Ocean’s Love”も LDH の社会貢献のひとつと
してサポートしてくださっています。このように所属されている方たちが来
てくださるのは素直にうれしいですし、おふたりが子どもたちと遊んでいる
姿を見ていて、心が熱くなりました。
NESMITH：子どもたちの笑顔にたくさんパワーをいただきましたし、何よ
りチームとしての結束力、ファミリー感も感じられて、素敵だな、僕もあっ
ちに行きたいって思いました（笑）。
アンジェラ：子どもたちからしても、有名な方が自分たちと一緒に過ごし
てくれている、時間を共有してくれているというのが自信にもつながります。

社会の中で常に周りを気にしてサイドにい
るご家族の方が、その日はメインになって
たくさんの方たちの愛情を受け、楽しんで
もらうことができたので、本当にありがた
かったです。
NESMITH：今回参加させていただいた
ことで、知らないと自分も伝えていけない
ことがあるなと、実際にその場にいて感じ
たので、所属のみんなにもどんどん参加し
てほしいと思います。参加したことで見え
たものがあったので、おこがましくも自分
でよければ、1回でも多く参加して、もっ

といろんなことを伝えていけた
らいいなという思いが芽生えま
した。
TETSUYA：今 回せっかく
NESMITH が写真を撮らせてい
ただいたので、この 3 人でコラ
ボしていつか AMAZING COF 
FEE で “Ocean’s Love” 写真展
とかできたらいいなと。
NESMITH：最高ですね！
──最後にこれから“Ocean’s Love” に参加を考えている方たちにメッセー
ジをお願いします。
NESMITH：“Ocean’s Love”を体感した翌日から、マインド的にもプラス
になったり、前向きな時間を過ごすことができると思うので、ぜひ自然に溶
け込んで、心が解放される、自由な空気を味わってほしいです。
アンジェラ：人それぞれきっと与えられた命に意味があって、宿命があって、
目的があると思うんですけど、これを読んでくださる皆さんが、もし明日障
がい者になったら、自分はどういうふうに周りに接してもらいたいか、どん
なケアをしてもらいたいか、どう声をかけてもらいたいかというのをちょっ
と考えて一日でも過ごしてみると、また自分のマインドが違う感じになって、
じゃあ、健康なこの身体を誰かのためにフルに使おう、ボランティアをして
みようっていうふうに思えるのかな、と。ぜひ一度、相手の立場になって、
考えていただけるとうれしく思います。
TETSUYA：社会貢献部は “Dreams For Children 子どもたちに、夢を。”
というテーマがあるのですが、夢の持つ力とか可能性、目標をかなえていけ
る手助け、エンタテインメントの力で何かお手伝いできることがあれば、こ
れからもどんどんチャレンジしていきたいです。今回の “Ocean’s Love” は
もちろん、“ 夢の課外授業 ” など、社会貢献部が関わる活動は僕にとってラ
イフスタイルでもあり、大学に教えに行くのも自分の気持ちでやっているも
のなので、それを社会貢献と呼ぶのか、社会貢献という言葉の定義はよく
わからないんですけど、それが “Love Dream Happiness” につながっていく
ことだと僕は信じています。これからも社会貢献という言葉の意味を模索、
追求しながら、本当の意味でその言葉を使えるときにどんなことを感じられ
るのか、社会において役に立つこと、力になること、笑顔になることをこれ
からも続けていきたいと思います。

　【月刊 EXILE 2018年10月号（VOL.127）より引用】

ANGELA MAKI VERNON×TETSUYA×NESMITH

SPECIAL
THANKS!

株式会社ビーバイ・イー（ママバター）、株式会社ゼットン（ALOHA TABLE）、ギャップジャパン株式会社、株式会社ツルハグループドラック＆ファーマシー西日本、秋田テレビ株式会社、
株式会社ローカルモーションジャパン、株式会社エス・ティ・ワールド、株式会社メディケアー、GLAMS 合同会社、Matsumoto Shave Ice（マツモトストア）、EQUIP PLAS、カイマカニヨガ、
バークレイグローバルコンサルティング＆インターネット株式会社、富士ゼロックス東京 かけはし倶楽部、Enjoy Bros、株式会社 EQjapan、有限会社コアアウトフィッターズ、
autoshop BOON、有限会社ベースホーム、特定非営利活動法人おはよう共同作業所

　  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.com
【Facebook】Ocean's Love
【Twitter】ocean's love
               （@Oceans_Love）

【LINE】 ID（＠ oceanslove）

【2019年サーフィンスクール・体験会スケジュール】
5 月 26 日（日） 宮崎県日向市 （伊勢ケ浜海水浴場）
6 月 8 日（土） 神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
6 月 22 日（土） 神奈川県茅ヶ崎市 （パークポイント）
6 月 30 日（日） 島根県松江市（古浦海水浴場） 
7 月 7 日（日） 宮崎県宮崎市（青島海岸） 
7 月 20 日（土） 神奈川県茅ヶ崎市 （パークポイント）
7 月 28 日（日） 秋田県秋田市（浜田浜海水浴場）　★初開催

8 月 4 日（日） 北海道勇払郡（浜厚真海岸）
8 月 18 日（日） 北海道北斗市（七重浜海水浴場）
8 月 25 日（日） 愛知県田原市（伊良湖ロコポイン）
8 月 31日（土） 宮崎県宮崎市（青島海岸） 
9 月 7 日（土） 神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
9 月 21日（土） 神奈川県茅ヶ崎市 （パークポイント）
9 月 29 日（日） 大阪府泉南郡岬町（淡輪海水浴場）　 ★初開催

「Ocean's Love ×PHOTO BY EXILE NESMITH 写真展」を 2018 年 9
月に AMAZING COFFEE 中目黒店にて期間限定で開催しました。
　 写 真 展は、2018 年 6 月に EXILE TETSUYA、EXILE NESMITH が
サーフィンスクールに参加したことがきっかけとなり実現しました。店内は、
NESMITH が撮影したサーフィンを楽しむ子どもたちのたくさんの写真や、
アンジェラが実際に使用しているロングボードなども飾られて、都内にいな
がら海を感じられる雰囲気でした。
　開催期間中は AMAZING COFFEE × アンジェラ・磨紀・バーノンのス
ペシャルコラボドリンク「アンジェラマキアート」も販売。カフェラテにマ
カダミアナッツの香ばしいフレーバーで、パイナップルとエディブルフラ
ワーをトッピングしたオリジナルドリンクで、大人気でした。
　AMAZING COFFEE、そして PHOTO BY EXILE NESMITHを通じて多
くの方に Ocean’s Love の活動を知っていただける機会になりました。ご来
店いただいた多くの皆様、ありがとうございました。

　子どもたちに新しいチャレンジをしてもらいたいという思いのもと、国
内ツアーを初開催しました。2018 年 7 月に宮崎県青島海岸で開催された
Ocean’s Love スクールに、茅ヶ崎スクールに参加したことがある関東在住
の親子 1組と一緒に行ってきました！

【1 日目】
　子どもにとって初めての飛行機。ドキドキしながらも無事
に宮崎に到着。雨が降っていたので、「宮崎科学技術館」へ。
遊びを通じて科学を学べ子どもも大人も楽しめる場所です。
初日の夕飯は LDH kitchen が運営する「鳥雅」へ。オリジ
ナルの定食を用意してくれました。苦手なマンゴーを食べ「美
味しい」と一言。苦手の食べ物を克服できました。

【2 日目】
　予定していたサーフィンスクールは悪天候の影響により中止。その代わ

りに、地元の子どもたちと一緒に「宮崎市
フェニックス自然動物園＆園内プール」に
行くことに。ほぼ貸切のプールでたくさん
泳いだあとは、動物園へ。特にヘビが大
好きで、お腹が膨らんでいるヘビを見つけ
ると、飼育員さんに「お腹ふくらんでいる
けど大丈夫ですか」と心配そうに知らせ

写真立ては Ocean’s Lo 
ve スクールにも参加し
ている知的障がい児童
養護施設「すみれ園」
の子どもたちが作成して
くれました。

体験リポート　サーフトリップ in 宮崎

てあげていました。夕飯は宮崎ボランティアの方々
協力のもとBBQ。初めて会う地元の人たちとカニ
を捕まえたり、花火をしたり楽しい時間を過ごせました。

【3 日目】
　少しでも宮崎の海に入ろうと、海水浴と貝殻拾い。大きな貝殻をたくさ
ん拾いました。行きは怖がっていた飛行機も、帰りは怖がることなく乗るこ
とができました。
　初めての体験、チャレンジ、地元との交流をテーマにした2 泊3日のトリッ
プ。短い時間の中でも少しずつ成長が見られた 3日間でした。

2018年6月の Ocean's Love サーフィンスクールに EXILE TETSUYA、EXILE NESMITH が初参加しました。
スクール参加後のアンジェラとのスペシャルインタビューをお届けします！

TOPICS1.

TOPICS2.

「Ocean's Love × PHOTO BY EXILE NESMITH」写真展開催
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「中学生 Rising Sun Project」は、東日本大震災で甚大な被害を受けた東北の子どもたちに元気や夢を届
けたいという思いから行われている取り組みです。EXILE が東日本大震災の被災地の復興支援を目的として
発表したチャリティーソング「Rising Sun」で EXILE メンバーと中学生が一緒に踊ります。

この場所でみんなと一緒に踊ることには意味がある
ダンスで日本を元気に！  夢の課外授業 中学生 Rising Sun Project 2018

　2018 年度の「中学生 Rising Sun Project」のハイライトは、岩手県釜
石市に完成した「釜石鵜住居復興スタジアム」でのパフォーマンスでした。
2019 年に行われるラグビーワールドカップ（W 杯）の会場となるこのスタジ
アムが完成し、2018 年 8 月19日にオープニングイベント「リポビタン D 
釜石鵜住居復興スタジアム オープニング DAY」が開催されました。岩手
県釜石市立釜石東中学校、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、そして岩手県釜石市、宮古市、山田町、大槌町の中学生に
よる混合チームTEAM夢の課外授業の総勢 236 名が、ÜSA、TETSUYA、
橘ケンチ、小林直己、岩田剛典の EXILE メンバーとともに、『Rising Sun』
のダンスパフォーマンスを披露しました。

「僕たちが先頭に立って頑張っていく！」
　当日、スタジアムのこけら落としとして釜石シーウェイブス RFC 対ヤマ
ハ発動機ジュビロによるメモリアルマッチが行われました。そのハーフタイ
ムが、中学生たちの晴れの舞台でした。笛が鳴りハーフタイムになると中
学生たちが一斉にフィールドに飛び出しました。
　釜石東中学校 3 年の遠野凜成さんが中学生全員を代表して、「鵜住居は
復興の途中ですが、2019 年のラグビーワールドカップでは、もっと成長し
た姿を見せたいと思います。なので僕たちが先頭に立って頑張っていくつ
もりです。今日は、ここにいる仲間たちとパフォーマンスをすることで良い
スタートを切りたいと思います」とあいさつしました。そして、EXILE のメ
ンバーと中学生たちは、指差した手をゆっくりと上げ、練習を積んでマスター
したステップを力強く踏み、両手を大きく広げてダンスしました。再び空を
指差して最後のポーズをとるとスタンドからは惜しみない拍手が送られまし
た。

身の回りの友達や家族も「ダンスで元気にできる」
　出番を終え、小林は「中学生の代表の言葉に “これからの釜石を引っ張っ
ていく”という言葉があったので、その言葉にすごく刺激を受けて、その想
いをパフォーマンスにこめて踊らせていただきました」とコメントしました。
　初めてプロジェクトに参加した岩田は「スタジアムは東北にとってシン
ボルとなっていくと思う。この建物と、新たな始まりにふさわしい力強いパ
フォーマンスが生徒のみなさんと一緒にできたかなと思います」。
　橘は『Rising Sun』を、「かなりの数のパフォーマンスを重ねて築き上げ
てきた曲」とし、「釜石の子どもたちと一緒に踊ることができて、改めて身

が引き締まる思いです」と、話しました。
　ÜSA は「復興のシンボルとなる場所にもともと通っていた中学生のみん
なと一緒に踊ることができたことには深い意味があると思います。地元の
お祭りだったり、周りにいる友達だったり家族をダンスで元気にすることも
できると思うので、一緒に踊った同じ仲間としてダンスの輪を広げていって
ほしい」。
　TETSUYA も「この土地の子たちがここで踊った思い出を将来ずっとい
ろんな人たちに語り継げるような出来事にするためにも僕らはまた頑張らな
いといけないと、みんなで話していました。僕たちも気合をいれて輝き続け
られるように頑張りたいと思います」と、話しました。

ÜSA と TETSUYA が熱血指導！
　2018 年度の「ダンスで日本を元気に！ 夢の課外授業 中学生 Rising Sun 
Project」は 2018 年 4 月24日、岩手県釜石市立釜石東中学校でスタートし
ました。この日、同校で行われた開校式には、例年通り、プロジェクトリーダー
を務めるÜSAと TETSUYA がサプライズで出席し、ダンスレッスンなどを行
いました。

『Rising Sun』のダンスレッスンは「初めてダンスに触れる子がほとんど」と
いった状況のなかで、ÜSAとTETSUYA が自ら踊って見せながら進みました。
EXILE のメンバーでも難しいというステップに、生徒たちは大苦戦でした。そ
の後、生徒たちはインストラクターとのレッスンなどを含め、「釜石鵜住居復興
スタジアム」のオープニングイベントを目標に、自分たちで練習を積みました。
イベント前日のリハーサルでは、4 カ月前のぎこちなくステップを踏んでいた姿
はどこにもありませんでした。

EXILE と中学生のもうひとつの『Rising Sun』
　EXILEが約3年ぶりに行った全国ツアー『EXILE LIVE TOUR 2018-2019 “STAR OF WISH”』で、
会場を熱狂させたのはメンバーだけではありませんでした。東京、福岡、そして大阪の公演では中学生た
ちがステージに上がり、『Rising Sun』をパフォーマンスしました。

　EXILEが3年ぶりにツアーをするなかで、注目を集めたEXILEと中学生のスペシャルコラボ。その始まりとなっ
たのは、2018年10月21日の東京ドーム公演でした。この日、岩手県釜石市立釜石東中学校の生徒 114名が出
演し、ドームいっぱいの5万3000 人の歓声や拍手を浴びながら『Rising Sun』をパフォーマンス。練習の成果
を発揮して見事に踊り切りました。ÜSA は「素晴らしい踊りでした。みんな揃っていたし、気持ちが一つになっ
ているのがパフォーマンスから伝わってきて、本当に感動しました！」。一緒に踊った TETSUYA は、「踊り終わっ
て幕が閉まっていったとき、EXILE のメンバーがすごく感動していて、本当にこの企画をやって良かったね！っ
て心から言っていました。僕も踊りながらすごく感動していて、鳥肌が立つダンスでした」と、話していました。

釜石の中学生たちのサプライズ登場に沸いた、東京ドーム

熊本と岩手の子どもたちが心を合わせた
福岡ヤフオク！ドーム

京セラドーム大阪で広島の中学生たちが踊る
「感極まった」

　2018年11月18日の福岡ヤフオク!ドーム公演でパフォーマンスしたのは、
熊本の子どもたちと岩手の子どもたちからなるダンスチーム「チーム Rising 
Sun Project」でした。チームは、黒木啓司とNESMITH が中心になって行っ
た『夢の課外授業 くまモンダンス部 プロジェクト』に参加した熊本の子ど
もたちと、『夢の課外授業 中学生 Rising Sun Project』に参加した岩手の
子どもたち合計91人。出演当日が初顔合わせとなりましたが、入念なリハー
サルをしてステージに立ちました。
　黒木は「すごく笑顔でステージに
立つことを心から楽しんでいるのが伝
わってきました」。NESMITHも「笑顔
で頑張っている姿から勇気をもらった
り、自分たちにも何かできることがある
んじゃないかと感じた方も多かったと
思います」と話していました。

　2019年2月10日、京セラドーム大阪公演には、広島市立矢野中学校の
生徒59名が出演しました。TAKAHIRO に紹介されてステージに上がると、
約2カ月の練習の成果を発揮してパフォーマンスしました。終演後、楽屋
を訪れた ÜSA は、「みんなダイナミックにかっこよく踊っていて、キラキラ
していて、本当に感動しました！　これからもみんないろいろあると思うけ
れど、元気に頑張ってください」と生徒たちをハイタッチで送り出しました。
ステージでの共演を終えた TETSUYA は、「東日本大震災後、さらに被災
地と呼ばれる地域が増えてしまったの
は悲しいことだけれど、前に進むことし
かできないので、僕らは僕らにできる
ことをしっかりと考えながら、エンタテ
インメントで世の中に恩返しをしていき
たい」と満足そうな表情を浮かべてい
ました。 
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　EXILE ÜSA が、2018 年12 月15 日に、第一生命相娯園グラウンド（東
京都世田谷区）にて、第一生命社員とその家族向けに「DANCE EARTH 
WALK」トライアルイベントを実施しました。「DANCE EARTH WALK」
とはスポーツ庁が推奨する「FUN+WALK PROJECT」でアンバサダーを
務めるÜSA が考案した、楽しくダンスをしながらウォーキングするプログ
ラムです。イベントには、総勢 119 名が集まり、EXILE 楽曲等に合わせて、
大人も子どもたちも楽しく体を動かしました。参加者全員でつくった『Choo 
Choo TRAIN』の長いロールダンスではみんな笑顔になり楽しい時間を過
ごしました。
　2019年3月17日には第一生命主催、宮古島にあるシギラリゾート協賛の

「パニパニみんなでウォーク」イベントにて「DANCE EARTH WALK」を
行いました。最初に簡単な動きをレクチャーしたあとは ÜSAと一緒に 329
名のみなさんと会場内を練り歩きました。40メートル近い長い列にも関わ
らず動きは後ろへ後ろへと伝わっていきます。ダンス経験はなくても楽し
めるのがこのイベントの良いところ。参加した方からも「楽しかった！」と
いう声をたくさんいただきました。これからも楽しみながら健康になれる

「DANCE EARTH WALK」イベントを全国で展開していく予定です。

　2018年３月10日に仙台で行われた「親子
ダンス教室」を皮切りに全国18カ所で開催
しました。EXPG STUDIO インストラクター
によるリズム運動やダンスレッスンなどを通
して親子でコミュニケーションを取り、楽し
んでもらうことを目的としています。「EXダン
ス体操」で体をほぐし「Choo Choo TRAIN」等のダンスレッスンを体験。
親御さんも子どもたちと一緒に汗を流し、普段の運動不足も解消。2019
年も全国各地で開催予定です。

3 月10 日 （土） 宮城県仙台市
3 月13 日 （火）  愛知県名古屋市
3 月13 日 （火） 大阪府大阪市
3 月13 日 （火） 福岡県福岡市
3 月21 日 （水）  神奈川県横浜市
3 月24 日 （土） 神奈川県藤沢市

7 月28 日 （土） 静岡県静岡市
9 月 1 日 （土） 神奈川県厚木市
9 月 1 日 （土） 広島県広島市
9 月15 日 （土） 石川県金沢市
9 月22 日 （土） 愛媛県松山市

10 月13 日 （土） 新潟県新潟市

10 月13 日 （土） 静岡県浜松市
10 月13 日 （土） 沖縄県那覇市
10 月27 日 （土） 宮崎県宮崎市
10 月28 日 （日） 三重県津市
11 月24 日 （土） 青森県青森市
12 月 9 日 （日） 北海道札幌市

1月12日（土）京都府京都市
1月14日（月）東京都品川区
1月14日（月）長崎県長崎市
1月20日（日）兵庫県神戸市

  LDH JAPANは、第一生命と社会貢献活動の包括連携協定を締結をして
以降、親子向けダンス教室の開催や絵本『ダンスアース』寄贈イベント、
またそれぞれが行うプロジェクトを互いに応援するなどして、さまざまな活
動を行ってまいりました。
　その活動の1周年を記念し、2019 年 1月21日〜 2 月15日まで第一生
命本社ギャラリーにて「第一生命 × LDH JAPAN 社会貢献活動共同写真
展」を開催し、この 1年で行われたイベントで撮影された写真を展示しま
した。会場は子どもたちの笑顔を収めた写真で彩られ、来場者の心を和ま
せてくれました。

2017 年 9 月 13 日、第一生命と LDH JAPAN は、
次世代を担う子どもの育成やスポーツ振興などを目的
とした社会貢献活動の包括連携協定を締結しました。
2018 年度は「親子ダンス教室」を全国 18 カ所で開
催したほか、締結 1 周年を記念して写真展も開催いた
しました。今後も両社協力し、子どもたちの夢の応援
や地域貢献も視野に活動を行っていきます。

19Dreams For Children第一生命×LDH JAPAN 201918

「第一生命 × LDH JAPAN 社会貢献活動共同写真展」を開催しました
EXILE ÜSA、アンジェラ・磨紀・バーノンも来場しました

　2019 年 3 月22日、第一生命が待機児童解消に向け誘致した保育所「う
ちゅう保育園かまくら」にて絵本「ダンスアース」寄贈イベントが行われま
した。
　2018 年 3 月に初めて行って以降、今回で 2 度目の開催となります。
　絵本「ダンスアース」は EXILE ÜSA が手掛けており、子どもたちの自
由な発想で体を動かし楽しめる絵本になっています。
　ÜSA が登場すると「EX ダンス体操」をテレビで見ている子どもたちは
早くも大興奮。絵本がスクリーンに映し出されると近くに集まってくる子ど
もたち。登場する「ラブちゃん」「ピースくん」がいろいろなところに隠れ
ていることを知ると必死に探し、「いたー」「見つけたー」とあちこちでワク
ワクした声が響いていました。絵本の中には体を使った動きがたくさん出て
きます。子どもたちはÜSAのマネをしながらニョロニョロと両手を広げたり、
ガシャンガシャンとロボットダンスをするなど自由に動き回っていました。
　最後に、絵本をプレゼントしみんなで記念撮影を行いました。子どもた
ちには自由な発想でダンスを楽しんでほしいというÜSA の想いを絵本に乗
せて、今後もこの活動を継続していきます。

EXILE ÜSA が楽しくダンスしながら歩く
「DANCE EARTH WALK」イベントを行いました

体を動かしてコミュニケーション
「親子ダンス教室」を行いました

神奈川・うちゅう保育園かまくらに
絵本『ダンスアース』寄贈しました

2018 年 3 月〜 2019 年 1月の活動実績

宮古島のイベントの様子

沖縄
OKINAWA

東京
TOKYO
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　LDH JAPAN 所属プロサーファー小川直久、小川幸男による「SURFIN’ 
CONTEST CAMP beyond2020」が 2018 年 11月11日、千葉県鴨川市
で開催されました。サーフィンが 2020 年東京オリンピックの正式種目とな
ったことをきっかけに、サーフィンをたくさんの人に知ってもらうこと、プロ
や世界を目指しがんばっている子どもたちをサポートすることを目的として
小川兄弟が企画した大会で、今年で 2 回目の開催となりました。
　コンテスト当日は、波のコンディションも良く、天気にも恵まれ、全国各
地から小学 3 年生から6 年生の16 名が集まりました。
　実技は試合形式で、1ヒート 4 人で、3 ラウンド（試合）で行います。5
人のジャッジが 10 点満点で採点し、最高点と最低点を除いた 3 人の得点
の平均を出し、ヒート内のベストスコア 2 本の合計点「Best 2 Waves」×
3ヒート分の総合得点で争われました。

「SURFIN’ CONTEST CAMP beyond2020」では、サーフィンの点数で競
い合うだけではなく、サーフィンをする上での心構えやアスリートとして大
切なこと、周りの人たちへの感謝の気持ちなど、子どもたち、保護者ととも
に学ぶ座学の時間の２部構成で行っています。
　午後の座学の時間では、試合の感想を一人ひとり発表。また、「サーフィ
ンメソッド」「ヒューマンメソッド」に分け、“自分に自信をもつのは自分次
第であること”“ 明確な目標を持ち今の自分にできる最高のパフォーマンス
を発揮すること” などアスリートとして大切なこと、人として大切なことが、
2 人から子どもたちに伝えられました。
　結果発表では、座学での姿勢も得点化し１日を通しての総合得点で、小
学 5 年生の徳田 凱くんが優勝。準優勝は金沢太規くん、3 位は強谷凜太
郎くんでした。
　直久は「今日の点数や順位が悪かった子たちは気にすることはなく、今
後につなげてほしいです」と、表彰台には上がれなかった子どもたちにもエ
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　2019年1月19日、埼玉県が夢や目標に向かってチャレンジしてほしいと
いう想いで取り組んでいる「夢のかけはし教室」に劇団 EXILE の小澤雄太
と小野塚勇人が講師として参加しました。この教室は埼玉県在住の小学 4
〜 6 年生を対象とし、さまざまな職業の方が講師となって子どもたちに授
業を行うプロジェクトです。今回 2 人は「役者」に興味を持つ 20 名の子
どもたちに学びと体験の授業を開催しました。
　授業は彩の国さいたま芸術劇場の中稽古場で行われました。ストレッチ
や発声も兼ねた簡単なゲームでまずはリラックス。早口言葉の伝言ゲーム
では、単純に読んで伝えていくのではなく、手や体を使って「怒り」「喜び」

「悲しみ」などを伝えていきます。
　演技レッスンでは、事前に登場人物 4 人のセリフが書かれた台本を渡し
ていたため、メモを書き込んでいる子や自己流のノートを作ってきている子
もいました。4 人 1組になって役を決めてまずは読み合わせからスタート。
動きを付けながら徐々に表現力をあげていく子どもたち。舞台のステージを
想定しグループごとに発表会を行いました。
　参加した子どもたちの中には演技の勉強を始めている子や、初めて演技
をしたという子もいましたが、演技を通じて相手に「伝える」ことを意識す
ること、「伝わる」ように目を見て話し、体や手を使って表現することが大
切という授業を行いました。小野塚は「他の仕事にはない、いろいろな人
生を演じることができる楽しさがお芝居の魅力だと思っています。今日が楽
しかったなと思った子がいたらいろいろなレッスンを受けてみてほしいです。
何年後かに共演できるのが楽しみです」とメッセージ。小澤は「気持ちを
伝えることは役者としてだけではなく友達や先生に対しても、新しい環境な
どでも人生で大切なことです。今日のことを通じて何かに生かしてもらえた
らうれしいです」と夢を持ってがんばる子どもたちにエールを送りました。

劇団EXILEの小澤雄太と小野塚勇人
「夢のかけはし教室」で役者の授業

EXILE ÜSA が国連 WFP サポーターに
中米ホンジュラスを視察しました

プロサーファーの小川直久・幸男兄弟によるサーフィンコンテスト
「SURFIN’CONTEST CAMP beyond2020」

ールを送りました。幸男からは「みんなの頑張る姿に刺激をもらいました。
教える立場は僕たちにとっても挑戦で、今できないことでも必ずできるよう
になると信じて、みんなにも挑戦し続けてほしいです」と伝えました。

　2018年9月6日に北海道胆振東部地震が発生しました。
　9月29日、EXILE SHOKICHI、劇団 EXILE の青柳翔、DEEPのKEISEI の
3人が UHB 北海道文化放送の番組『EXILE TRIBE 男旅』で予定していた
ロケを中止して、被害の大きかった厚真町に向かいました。被害の大きさを
目の当たりにしながらも、避難所を訪問し炊き出しを行ったり子どもたちと
遊んだりと元気を届けに行きました。
　11月11日、その前日に札幌ドーム公演を行った EXILE メンバー11名も
少しでも元気になってもらえたらと安平町を訪れました。集まってくださった
町の方々に励ましの言葉を送ったほか、「出張居酒屋えぐざいる」と題して
料理や飲み物などを振る舞いました。

　LDHでは 2011年に起きた東日本大震
災以降、「日本を元気に」をテーマに掲げ、
被災地域の皆さんに元気になってもらい
たいという想いで活動しています。これ
からもエンタテインメントを通じ、笑顔に
なっていただけるよう所属アーティスト・
スタッフ一同、活動してまいります。

　EXILE ÜSA が、2018年5月からWFP 国連世界食糧計画（国連WFP）
のサポーターとして活動をスタートしました。国連WFPは世界約80カ国
9000万人に対し、紛争や自然災害など緊急時の食料支援のほか、将来に
渡って、持続的に発展していくための強い社会づくりに取り組んでいます。
　その活動の一環で、今年8月末から9月上旬にかけて、中米のホンジュ
ラスを視察しました。
　ホンジュラスは人口の約 60％が貧困状態にあって、特に ÜSA が訪れた
南西部は深刻な干ばつの影響を受け、5歳未満の子どもたちの 4 割が慢性
的な栄養不良に苦しんでいる状況にあります。また、視察した小学校の児
童たちも朝晩空き瓶などのゴミを拾い、それを売って家計を助けています。
そんな過酷な状況のなかで、国連 WFP が支援している給食が子どもたちを
学校に向かわせるきっかけになっているといいます。
　現地で ÜSA は、小学校を始め、山間の集落や家庭を訪問し、現地の人
たちと交流しました。
　2018年10月25日には、国連大学本部で行われた国連 WFP 視察報告会

「EXILE ÜSA、ゼロハンガーへ向け出航！〜ホンジュラスの支援現場より〜」
を行いました。報告会では、現地のリサーチに基づいて作られた「おいしい
ダンス」も披露しました。

社会貢献活動 TOPICS  　LDH JAPAN では、多岐にわたる、さまざまな活動を展開しています！

北海道胆振東部地震で EXILE が安平町訪問
SHOKICHI・青柳翔・KEISEI が炊き出し

EXILE は安平町で「出張居酒屋えぐざいる」

撮影・beluga

この取り組みは株式会社 LDH JAPANと第一生命保険株式会社の社会貢献包括連携協定に
より開催いたしました。
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ヤタレイさん

　私は EXILE CUP の運営を担当しています。サッカー協
会の方や会場、賛同していただく企業様との打ち合わせや、
物品制作などの事前準備をし、大会当日は熱中症や事故
が起きないように安全第一、かつ子どもたちにとって大切
な一日になってもらえるように心がけています。この大会では
LDH 社員をはじめアーティスト、タレントもボランティアとして参加しています。
部署や性別、年齢はさまざまですが、同じゴールを目指す仲間として子どもたち
のサポートをしています。全国のサッカー、フットサルを頑張る子どもたちに会
い、とびきりの笑顔や真剣勝負の末の悔し涙に、毎会場心をうたれ、挑戦への力
添えができることをうれしく思います。「大会を開催してくれてありがとう」とお
礼をいただくと、大変だったという気持ちは一切吹き飛びます。大人になり忘れ
てしまいがちなこの気持ちを持ち帰って、普段の仕事の活力にしています（笑）。
社会貢献活動に興味があるけど何から始めればいいのか…という方もいると思い
ますが、「何かをやってあげないと」と構えず、「応援したい」という気持ちで十
分だと思います。スポーツ、音楽、子ども、自然…など、自分が興味を持てるキー
ワードでそのような活動があれば、ぜひ参加してみてください！

　渋谷区の将来像として策定された「渋谷区基本構想」の PR ソング『夢
みる渋谷 YOU MAKE SHIBUYA』のダンスアレンジ・振付を DANCE 
EARTH PARTY が担当しました。平成30年度から渋谷区内の小学校の運
動会などでこの曲で児童たちが踊るという取り組みが決まったためです。
　この取り組みを成功させるために、ÜSAを始め、EXPG STUDIO のイン
ストラクターが、子どもたちにダンスを教える区内小学校の教諭向けの特
別レッスンをしたり、小学校を回って児童たちへレッスンを行いました。
　2018 年 3 月に渋谷区教育委員会が主催した教員向けの特別講習会に
は、ÜSA が直接レッスンし、教員たちとダンス教育や指導をする上での意
見交換も行いました。質疑応答の時間では「子どもたちのためにステップ
を簡略化できる部分はあるか」「子どもたちが喜びそうなカウントはあるか」

「子どもたちが喜びそうなステップを教えてほしい」など、質問が途切れま
せんでした。
　ÜSA は 5 月17日に西原小学校で行われた児童向けのレッスンにも出席
し、6 年生を直接指導しました。それまでにインストラクターとのレッスン
を２度行い、教諭と児童たちで練習を重ねてきたという。授業当日も朝から
練習して ÜSAとの授業に臨んでくれたそうです。ダンスをほぼマスターし
ていた子どもたちを見て、ÜSA は新しい練習を追加したほどでした。「ÜSA
さんが来てくださることが分かって、子どもたちのモチベーションが一気に
上がった」と指導してきた教諭たちも大喜びでした。

　EXILE ÜSA が代表を務める株式会社 dancearthと静岡市は 2019 年 2
月8日、「ダンス教育及び SDGs の推進等に関する協定書」を締結しました。
教育現場におけるダンス教育技術の向上と「持続可能な開発目標（SDGs）」
の推進などが目的です。
　同日、キックオフイベントとして末広中学校の全校生徒を対象にした、
SDGs の講話とダンスレッスン「SDGsとDANCE で世界を変えよう！」が
行われ、国際連合世界食糧計画（国連 WFP）のサポーターであるÜSA は、
生徒たちに向けて「飢餓ゼロ」をテーマに講義を行いました。2018 年の
夏にホンジュラスを視察訪問した際に、現地で学んだ国連 WFP の取り組
みやホンジュラスの現状について話しました。
　またダンスレッスンも行われ、「Choo Choo TRAIN」の振付指導も行い
ました。踊るうちに笑顔になった生徒たちを見た ÜSA は「ダンスをするこ
とで心が元気になったり、仲間との絆やコミュニケーション能力、表現が豊
かになってくれたらとてもうれしいです」と喜んでいました。
　今後は、ダンス必修化で教えることに悩む教職員に向けた特別ダンス研
修会を開催するとともに、静岡市と協議のもとダンスカリキュラムの開発や、
表現を深め全身で踊る楽しみを味わうことができるような取り組みを検討し
ていきます。

「ダンス教育とSDGs」「ダンス教育と地方創生」「ダンス教育と人材育成」
など、ダンスを軸に各地域が抱えているさまざまな問題を協力して良い方
向へと進めていきたいと考えています。
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社会貢献活動 TOPICS  　LDH JAPAN では、多岐にわたる、さまざまな活動を展開しています！

『夢みる渋谷 YOU MAKE SHIBUYA』の
ダンスアレンジや振付を担当しました

自治体との連携 LDH JAPANは、日本を元気にしたいという想いで、地域を盛り上げる社会貢
献活動を行っています。地方自治体とタッグを組んで活動し、ダンス教育や子ど
もの育成にも取り組んでいきます。

静岡市 × dancearth が協定締結
ダンス教育及びSDGsの推進が目的

締結式には、静岡市の田辺信宏市長とÜSA が出席　

　2018年度は全国各地の自治体との協定の締結が加速しました。
　福岡市とは 2018 年 2 月26日に、愛知県一宮市とは2018年7月3日に
ダンス教育、静岡県浜松市とは12 月21日にダンス教育とエンタテイメン
トによる地方創生、大阪府松原市とは 2019年3月27日にダンス教育とエ
ンタテインメントで人材育成・地域活性化で、それぞれ協定を結びました。
いずれの協定においても、各自治体の資源や人材と、株式会社 dancearth
のダンスをはじめとするエンタテインメント力を結集させて、その目標の実
現を目指します。

　2019年3月20日には、長野県
とLDH JAPAN で包括提携協定
を締結しました。協定は、阿部守
一県知事の依頼により実現したも
ので、県が促進する「誰もがしあ
わせに暮らすことができる長野県」
の実現に向けて、子どもの育成や
地域社会の発展に取り組んでい

きます。
　LDH JAPANは協定を通じ、施設や教育、イベントをはじめとしたさまざ
まな分野からLDH が掲げている『Love, Dream, Happiness』の理念によ
るエンタテインメントで貢献していきます。

「未来（あした）への道 1000km 縦断リレー
2018」が 7 月 24 日〜 8 月7日に行われまし
た。震災の記憶の風化を防ぐとともに、参加
者と被災地の方々の絆を深めることを目指す、
スポーツの力で復興を支援するプロジェクトで
す。LDH JAPAN からは、EXILE TETSUYA、
ELLY、そしてDream Aya が参加しました。

　小森隼（GENERATIONS from EXILE TRI
BE）が 2019 年 3 月9日、パラリンピックの正
式種目であるボッチャの観戦会に参加しまし
た。日本代表チーム “ 火ノ玉 JAPAN”と一般
参加チームが対戦できる唯一の大会「ボッチ
ャ東京カップ」を観戦したり、体験することで、
ボッチャの魅力を伝えました。

　DEEPが、2018 年 10 月14 日に熊本県の
熊本城二の丸広場で行われた「熊本城・くま
もと復興祈念 TKUの日2018」に出演しました。

「TKU の日」はテレビくまもとが毎年行ってい
る人気イベントですが、熊本城・くまもと復興
を祈念しての開催。当日は、「SING」など 5 曲
を披露し、熊本のみなさんに元気を届けました。

青森〜東京 1000km 縦断リレー
所属アーティストが参加しました 小森隼がパラスポーツを体験 DEEP が熊本で復興祈念ライブ

STAFF's Voice LDH JAPAN の社会貢献活動は、LDH JAPAN の多くのスタッフが積極的に
活動しています。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！

U-GEさん

　 僕 は EXPG の ス タ ッ フ と し て、DANCE CUP や
Rising Sun Project、親子ダンス教室などさまざまな
プロジェクトに参加しています。その中で Rising Sun 
Project では被災地域の中学校を訪問し EXILE の楽曲

「Rising Sun」の振付指導を行っています。最終目標は大きな
舞台で披露することです。2018年度は、2018 〜 2019 年にかけて開催された
EXILE の LIVE ツアーで、東京、福岡、大阪公演に東北や熊本、広島の中学生
たちが出演することになりました。ライブ会場で披露するのは初めてのことで、
約半年間かけて各地の中学校を回りました。普段ダンスをしていない子どもた
ちも叱咤激励される中でだんだんと気合を見せるようになり、ドームという大き
な会場で笑顔で踊る姿はとても輝いていて、素晴らしい光景でした。特に、1 会
場目の東北の子どもたちが出演した東京ドーム公演は、感動で涙腺が緩んでし
まい危うくぐしゃぐしゃになるところでした（笑）。
　会場の大きさではなく、こういう感動がやりがいを実感できる瞬間です。ダン
スと社会貢献活動が結びつく事はとても素晴らしいことですし、これからもこの
ような活動がより良い形で広がっていってほしいと思います！

福岡市、一宮市、浜松市、松原市と dancearth
長野県は LDH JAPAN と協定を締結
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2020年東京オリンピック・パラリンピックまで、いよいよあと1年になりました。
2020年はLDH PERFECT YEARとしても「日本を元気に！」するべく、
ダンス、スポーツ、エンタテインメントを通じて、子どもたちが夢を持つことをアシストしていきます。
日本の将来は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の責務でもあります。
それが日本の発展につながることを願い、
LDH JAPANは、少しでも社会に貢献できるよう、継続して活動していきます。

株式会社 LDH JAPAN 社会貢献部部長
早稲田大学研究院客員教授　一木 広治

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。

―― Message ――
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


