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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/
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EXILE ÜSA スペシャルダンスレッスン
教員を対象にした特別講義（福岡県福岡市）
質疑応答では「ダンスを恥ずかしがっ

対象としたダンスレッスンの特別講師を

てしまう子どもたちにどう指導すればいい

務めました。レッスンの参加者は当初の

か」
「幼稚園児でもできる振りつけがない

定員を超える 122 名に上りました。

か」など、子どもたちを対象にして行って

このダンスレッスンは、平成 24 年度か
目になったのを受けて行われたものです。
実際の教育現場ではダンスに親しみがな

×LDH で「日本を元気に」

いる授業とは違って、より具体的かつ実
践的な質問も飛び出しました。
熱心な教員たちの姿に、ÜSA は「自信
を持って子どもたちに指導してほしい」と

い教員も少なくありません。そんな中で、

エールを送り、
「これからも全国の先生方

学校教育におけるダンスの知識・指導方

に楽しいダンスの踊り方を広めていきたい

法について研修し、指導力の向上を図る

ですし、教材になるようなものも作れたら」

のが目的です。

と意気込んでいます。

レッスンの内容は、ÜSA が考案したダ

地方自治体

の熱血指導となりました。

れた福岡市教育委員会が主催する教員を

ら中学校の体育においてダンスが必修科

このスペシャルダンスレッスンが、福岡

ンスの要素を取り入れた「EX ダンス体操」

市と株式会社 dance earth の協定締結の

からスタートし、基本ステップのランニン

きっかけとなっています。また、この際に

グマンや、
「Choo Choo TRAIN」の振り

行われた内容をベースにしたレッスンが協

つけなど。ÜSA 自身も実際に踊りながら

定の中で提供されていく予定です。

LDH は、地方や地域を盛り上げる新しい社会貢献活動を本格的にスタートしまし

EXILE ÜSA、EXILE TETSUYA、そし

が『Rising Sun』を踊ったり、完成したば

て Dream Shizuka からなるユニット DAN

かりの『NEO ZIPANG 〜 UTAGE 〜』で

いく試みです。2018 年 2 月には、福岡市と EXILE ÜSA が代表取締役を務める

CE EARTH PARTY（DEP）が、愛知県

八（ハチ）クルダンスを元気に踊る子ど

株式会社 dance earth で、ダンス教育等に関する協定を締結しました。LDH グ

一宮市の「一宮七夕まつり」に出席しまし

もたちの印象が強く残っていたそう。そこ

ループが自治体と協定を締結するのは初となります。今後の取り組みや展望につい

た。このお祭りは、仙台、平塚と肩を並

で、前もって『NEO ZIPANG 〜 UTAGE

て、高島宗一郎福岡市長と EXILE ÜSA が意見を交換しました。

べる日本三大七夕まつりのひとつに数えら

〜』の振りつけを覚えてもらい、みんなで

れる大きなお祭りです。

一緒に踊りながら街を練り歩きました。

̶̶「ダンス教育等に関する協定」を締

ります。ゴールデンウィークに日本で一番

2017 年のお祭りで、DEP は「一宮七

ÜSA は、ダンスと祭りを融合させたい

結しました。高島市長は、協定締結で、

人が集まるイベントで、1日に 100 万人

夕まつり× DANCE EARTH」と題し、さ

という思いのもと、日本各地の祭りを巡っ

どんなことを期待していますか？

以上の人がいらっしゃいます。秋は秋で

まざまなプログラムを展開しました。ス

て踊っています。その一環として、和の

高島市長：子どもたちが踊りたいという

大きなお祭りがありますし、福岡市では踊

テージでライブを行ったり、名物である街

気持ちを持って踊るきっかけになってくれ

る機会が結構多いんです。どちらのお祭

を練り歩くパレードにも参加しました。

れば、と思っています。中学校でのダン

りでも老若男女が踊るんですけど、やは

スが必修になりましたが、教科書やフォー

り比較的年齢の高い方が日頃、磨いた芸

テイストを取り入れたダンスミュージック
『NEO ZIPANG 〜 UTAGE 〜』で祭りと

いくつかの企画のなかでも特に印象に

共演するという試みを行っています。一宮

ダンスを教える先生にも期待しています。

になっていくので、チャレンジしてほしい

残ったのは
『NEO ZIPANG 〜 UTAGE 〜』

では 2016 年にこの曲を持ち込み、2017

クダンスで学ぶのもいいと思うんですが、

を見せるというのが中心になっていますか

ダンス経験者で体育教員になった先生は

ですね。体もほぐれれば心もほぐれる、表

のパレードだそうです。ÜSA によると「日

年にパレードをしました。
「一宮七夕まつり」

みんなが好きなタイプのダンスを ÜSA さ

ら、みんなで共通で踊れるもの、その音

そんなに多くないんです。ダンスが必修

現が豊かになれば仲間とのコミュニケ̶

本三大七夕祭りのひとつ。どこにも負けな

はその試み第 1 弾でした。

んのようなあこがれの方に教えてもらえる

楽がかかったら、子どもも大人も年配の

になってダンスに触れることになった先生

ションもとりやすくなると思います。僕は

いでかいことをやりたいね、ということを

地方の盛り上げと ÜSA、そして DAN

環境を生かしてほしいと思っています。

方もみんなで一緒に踊っちゃう……そんな

たちも、ÜSA さんとタッグを組むことでダ

世界を周り、ダンスを通じて、いろいろな

市長さんとも話していて、特別なダンスの

CE EARTH がコラボして、お互いの夢や

ÜSA：福岡市の子どもたちが全員ランニ

ものができたらって思いますね。ジャスト

ンスの楽しさを分かってもらえたら。先生

国の方々と友達になることができました。

パレードを行うことになった」とのこと。1

希望を実現する試みです。

ングマンが完璧にできるぐらいになってほ

アイデアですけれども（笑）
。

本人が楽しいと思わないと教えられない

ダンスにはいろんな可能性が詰まってい

年前に初めて祭りに来た時に、子どもたち

しいと思っています（笑）
。できるよって自

ÜSA：地域のお祭りと連動してみんなで

のではと思います。そういういい連鎖が生

ると思います。スポーツなんかもリズムも

信を持って全国に言えるぐらいに！ それ

パレードするなんて、最高だと思います。

まれたらと思います。

あると思うし、やれば役立つ時が来ます。

に加えて、中学校でのダンスが必修化に

高島市長：お互いに知らない者同士なん

ÜSA：子どもたちのなかでダンスは身近

「ダンス」に捕らわれるのではなく、ダン

なって教員の皆さんも困っているという話

だけれど、この音がかかったら一緒に踊れ

なものになりつつありますが、中には苦手

スをやることでもっといろんないいことが

も伺っていたので、何か助けになれたらと

る。そういうの、いいですよね。

な子もいると思います。リズムに合わせて

起きるよってことが伝えられたらと思いま

思っています。先生も子どもたちも、みん

̶̶ 4 月から協定の本格的な取り組みが

手を叩いたりジャンプをするだけでダンス

す。

なで楽しみながらダンスができたらって思

始まります。

いますね。

高島市長：ダンスの最先端を行く ÜSA さ

̶̶ 既に「こんなことをしたい」という

んとタッグを組んでいる環境を生かして、

ようなアイデアはお持ちですか？

子どもたちにはもっともっとダンスを好き

高島市長：福岡市には「どんたく」があ

になってほしいと思います。それに加えて、

「福岡市の子どもたちみんなでランニングマンを！」
福岡市で協定締結式
福岡市と株式会社 dance earth との

上を目指すプロジェクトを、2018 年度

協定締結式は、2018 年 2 月 26 日に、 からスタートします。

岡山県岡山市で行われている夏祭り「第

ステージの上や下は関係なしに会場一体

24 回 うらじゃ 2017 翼」に DEP が参加

となって盛り上がったのはもちろん、会場

しました。

を通りかかった人たちも足を止めて、踊り

ダンスと祭りとの融合について考えたり

に参加していました。一宮七夕まつりとは

行動をしている EXILE ÜSA は、自らが率

少し違ったスタイルではありますが、
『NEO

いる DEP を引き連れて
「うらじゃ」
に参加、

ZIPANG 〜 UTAGE 〜』で祭りとコラボ

ここでも和のテイストを盛り込んだダンス

レーションをするという試みの第２弾とな

ミュージック『NEO ZIPANG 〜 UTAGE

りました。

〜』をパフォーマンス。 おなじみの振り
つけ「八（ハチ）クルダンス」のパートでは、

当日は、大森雅夫岡山市長も温羅化粧
で会場に駆け付けてくれました。温羅化

子どもの頃は何になりたかった？

高島市長は「子どもたちのダンスレッ

には高島市長と ÜSA が出席し、協定

スンとともに、教材の開発、地元のお

粧は独特なフェイスペインティングのよう

高島市長
小学校の前半はプロレスラーになりたくて、後半は体力がないことに気づいて、実況へ。
ただ、中学校からは政治に興味を持ちました。

書にサインをしました。協定の締結は、 祭りとの連携、そして教職員が楽しん

な化粧で、
「うらじゃ」祭りのトレードマー

福岡市のダンス教育の充実を図るとと

でダンスに接することへの指導をお願

もに、同市の次世代を担う人材育成や

いしたい」と期待を寄せています。

クともいえます。
「ぜひ来年も一緒に !!」と、ÜSA は市長に
あいさつ。2018 年の出演の可能性もにお

ÜSA も「福岡市の子どもたちみんな

福岡市では、2017 年 7 月、ÜSA が

がランニングマンを踊れるようにでき

福岡市立小・中学校の教員を対象にス

たらいいですね」とやる気に満ちてい

ペシャルダンスレッスンを行いました

ました。

一宮七夕まつり
【開催日】2017 年 7 月 27 日（木）〜 30 日（日）
【開催地】愛知県一宮市 新清田神社および一宮市本町商店街を中心とした市内一円
【概要】尾州織物で有名な愛知県一宮市の夏の最大のイベントで、おりもの感謝祭の意味合いもある。仙台、
平塚とならぶ日本三大七夕まつりのひとつで、開催中は町中がカラフルな七夕飾りでいっぱいになり、た
くさんのパレードも行われる。
【公式サイト】http://www.138ss.com/tanabata̲bunner/index̲tanabata.html

第 24 回 うらじゃ 2017 翼（岡山県岡山市）

福岡市役所で行われました。締結式

地域の活性化を図るのが目的です。

EXILE ÜSA スペシャルダンスレッスン
【開催日】2017 年 7 月 26 日（水）
【場所】福岡県福岡市立鶴舞小学校・中学校
【概要】準備体操、基本ステップ、
「Choo Choo TRAIN」の振付指導など。ダンス指導における質疑応
答なども。

一宮七夕まつり（愛知県一宮市）

た。地方自治体とタッグを組んで活動し、地方を元気に、そして日本を元気にして

ÜSA
小学生の時、ジャッキー・チェンを見て、彼みたいになりたいと思っていました。それから
拳法を習い始めたんですけど、カンフーとダンスの動きって似ていて、中学校後半からダ
ンスに移行して行きました。子どものころは体が弱かったり、リズム感もなくて音楽の授業
も苦手で、コンプレックスでした。でも好きな事を夢中でやっていくうちに解消されました
ね。ダンスを通じて扉が開けた感じがあります。
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地方を元気に、そして「日本を元気に」2017 年の取り組み

EXILE ÜSA が、福岡県福岡市で行わ

高島市長と EXILE ÜSA に聞きました！

SPECIAL

わせました。
このお祭りには、LDH 所属のアーティ
スト、Leola も出演し、DEP とともに盛り
上げました。

が、それをもとにしたダンス教育の向
太陽の声を響かせる、Leola

第 24 回 うらじゃ 2017 翼
【開催日】2017 年 8 月 5 日（土）
・6 日（日）
【開催地】岡山県岡山市中心市街地
【概要】おかやま桃太郎まつりのメインイベント。市民が中心となってイベントのほどんどをボランティア
スタッフ運営している。うらじゃ（音頭・楽曲）に合わせて踊る。祭りのフィナーレ「総踊り」では、踊り
子も観客も裏方も一体となって踊る。遠方から足を運ぶ人も多い。
【公式サイト】http://2017.uraja.jp/

4

Dreams For Children

EXILE CUP

APRIL. 2018

Dreams For Children

APRIL. 2018

決勝大会

EXILE CUP
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地区大会を優勝した 11 チームと決勝大会開催地域枠を合わせた計 12 チームが決勝の地、
愛媛県今治市に集結！

EXILE CUP とは…
株式会社 LDH JAPAN が 2010 年より社会貢献活動の一つとしてスタートした
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 年からの 8 年間
で延べ 3200 チーム以上が参加し、約 2 万 9000 名の夢を持った子どもたちが熱い
戦いを繰り広げてきました。現在では日本サッカー協会後援事業となり、開催地のサッ
カー協会をはじめ、J クラブチームのご協力のもと運営しています。大会のスペシャ
ルサポーターに EXILE ÜSA、アドバイザーに岡田武史氏、アンバサダーに香川真司

大阪セントラル FC（大阪府）

箕谷 Red Dragon（兵庫県）

PIVO（静岡県）

Felire Fc U-12（勇払郡）

北海道大会

選手を迎え、全国大会で頂点に立ったチームへは、EXILE 賞として「香川真司選手
に会いに行く！ヨーロッパサッカー夢者修行」を贈呈しています。子どもたちに「チャ
レンジ」してもらえることを願い、
「EXILE CUP」はこれからも「Dreams For
Children・子どもたちに、夢を」というテーマのもと、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ます。

予選大会

ち抜いた
予選大会を勝
大会へ！
チームが全国

東北大会

飯島南 FC（秋田県）

ReiZ 長岡 FC（新潟県）

2017 年は全国 9 地区 11 会場で予選大会を実施。
466 チーム、4000 名を超える子どもたちが参加しました。

予選大会の 1 日に密着！

田宮ビクトリーサッカー少年団
（徳島県）

鹿島アントラーズジュニア A（茨城県）

関東大会 1
関東大会 2

関西大会 2
中国大会

⇒

北信越大会

オオタフットボールクラブ
（岡山県）

九州大会

関西大会 1

東海大会

はるひ野 BSC（神奈川県）

四国大会

FC サウサーレ（鹿児島県）

開会式・EX ダンス体操

⇒

設営・準備

地元の方にもお手伝いしてもらい準備をしています。
LDH 社員も運営スタッフとして参加！

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。

試合

⇒
リーグ総当たりで試合開始！

抽選会

決勝トーナメントに進出する 16 チームで 1 号球を使用した組み合わせ抽選会。

閉会式

優勝〜 3 位までの表彰と記念撮影。優勝チームには決勝大会出場の目録を贈呈。

⇒

予選リーグ

開会式

スペシャルサポーターの EXILE ÜSA、大会アドバイザーの岡田武史さん、さらに EXILE
世界、佐藤大樹、2 人がリーダーを務める FANTASTICS メンバー、そしてラモス瑠偉さ
んが選手の応援に駆けつけました。

12 チームによる予選リーグが開始。地区大会を勝
ち抜いた強豪チームが全国大会での優勝をつかむ
ため、歓喜と涙が入り混じる熱戦を見せます。

⇒
決勝トーナメント・決勝戦

地区優勝を目指して白熱した試合
が繰り広げられます。

オフィシャルスポンサー

【主催】
株式会社 LDH JAPAN
【後援】
公益財団法人日本サッカー協会

サポーティングカンパニー・エリアスポンサー

エリアパートナー

フレンドリー
マッチ

決勝戦

PIVO（東海大会代表）vs 大阪セントラル FC（関西大会 1 代表）による決勝戦。
チームの特徴である高さを生かしたプレーで大阪セントラル FC が優勝を勝ち取った。

【主管】
公益財団法人茨城県サッカー協会、一般社団法
人鹿児島県サッカー協会、一般社団法人和歌山
県サッカー協会、一般社団法人山梨県サッカー
協会、公益社団法人富山県サッカー協会、一般
財団法人岡山県サッカー協会、一般社団法人兵
庫県サッカー協会、公益財団法人北海道サッ
カー協会、一般社団法人三重県サッカー協会、
一般社団法人秋田県サッカー協会、一般社団法
人愛媛県サッカー協会、今治サッカー協会（開
催順）

準優勝

PIVO

（静岡県）

3位

オオタフット
ボールクラブ

（岡山県）

【大会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 / サッカー日本代
表元監督）
【大会アンバサダー】
香川真司（プロサッカー選手）

全試合終了後、大会恒例となった「TEAM OKADA」vs「子ども選抜」の
フレンドリーマッチを実施。

表彰式

優勝

大阪セントラル FC

（大阪府）

EXILE 賞として「香川真司選手
に会いに行く！ヨーロッパサッ
カー夢者修行」を贈呈！
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MEET THE STAR ̶香川選手と交流会̶
ドイツで最後の夜、選手たちが一番楽
しみにしていた香川選手との対面が実現
しました。事前に知らされていなかった選
手たちは、憧れの香川選手を前に驚きで
固まってしまいましたが、
香川選手から「試
合どうだった？ 大阪からですか？」と優し
く質問されると、緊張しながらも聞いてみ
たかった質問をしていました。
香川選手は、予定の時間をオーバーし
ても、選手たちの質問に、一つひとつ丁
寧に答えてくれました。
――日本 の サッカーとド イツ の サッ
カーの違いはなんですか？
香川：ドイツではサッカーの文化が成り
立っています。小さい子どもからおじい

ら、ヨーロッパに出ることは簡単に叶うも

ちゃん、おばあちゃんまで、どの年代のお

のではないので、オファーがあったら積極

客さんもスタジアムに来てドルトムントの

的にトライしたかった。すごくタイミング

試合を見るのが週末のイベントとして成り

が良くて、運命を感じました。ドルトムン

立っています。そういうところはサッカー

トに来て本当に良かったと感じました。

選手としてやりがいを感じます。ヨーロッ
パは（サッカーの）最高峰なので、そこで

――ピエール＝エメリク・オーバメヤ

戦えるのは選手として一番幸せな環境だ

ン（2018 年 1 月 31 日に英プレミア・

と思います。みなさんも世界で活躍できる

リーグ、アーセナル FC へ移籍）とミ

選手になってほしいと思います」

シー・バチュアイ選手（シーズン終了
までドルトムントにレンタル移籍）は

EXILE CUP
2017 ヨーロッパ
サッカー夢者修行
リポート

大阪セントラル FC、
ドルトムントへ

――ドルトムントでプレーすることを

どちらがすごいですか？

選んだ理由はなんですか？

香川：
（2 人は）タイプが全然違います。

Q：どんなサッカー選手になりたいと思い

香川：ドルトムントは、僕がセレッソ大阪

オバ（オーバメヤン）はとても速いけど、

ますか？

にいるときに初めて声をかけてくれたチー

バチュアイは体が強いからポストプレーと

A：誰にでも挨拶をして優しい選手になる。

ムなんです。他にも 2、3 チームあった

かで、オバよりコンビネーションが出てく

プロになりたい。海外に出たい。

けど、ドルトムントのスタジアムを見に来

るかなと思います。今までオバのスピード

て、この雰囲気を味わい、当時のユルゲ

を生かすのがドルトムントのサッカーにな

ン・クロップ監督（現リヴァプール指揮官）

りつつあったけど、真逆の選手が来たか

を務める香川真司選手がいるドイツ・ドルトムントに遠征する「ヨーロッパサッカー

と話をして良い監督と感じたので決めまし

ら、これからまた違うサッカーになると思

夢者修行」が贈呈されました。大阪セントラル FC はドイツでどんな時間を過ごし

た。日本はまだサッカー先進国ではないか

う。これからに期待しておいてください。

2017 年の「EXILE CUP」を制した大阪セントラル FC には、
大会アンバサダー

「夢者修行、どうだった？」選手たちに聞きました！

Q：香川選手の印象は？
A：いきなりだったからみんな固まって「や
ばっ」みたいになっていたけど、やっぱり優
しくて、世界の人だなぁって感じがした。
Q：ドイツの選手と試合して、どう思った？

たのでしょうか。

MATCH ̶ブンデスリーガ試合観戦̶

2 月中旬、夢を追いかける 4 日間が始
まりました。早朝に伊丹空港を出発した一

香川真司選手が所属するドルトムントの

行は、成田空港を経由して、
ドイツのデュッ

A：競り合いとかも負けたし、しっかりボー

香川選手とお話して……

FLY TO GERMANY ̶ドイツヘ̶

セルドルフ空港に到着。ドルトムントへ向

ブンデスリーガ第 22 節ハンブルガー SV

かうバスの中では長時間の移動の疲れも

（HSV）戦をスタジアムで観戦しました。

なく、
壮大な景色を見ると
「ドイツっぽい !!」

スタジアムまでの道中、現地ファンから香

ルも収まっていた。でも今はあんまり日本と

あこがれの香川選手との交流会を終えても、選手たちの興奮は収まりませ
んでした。
「頑張って努力して、世界で活躍できる選手になりたいと思います。
（香川選手みたいに）誰にでも挨拶をして優しい選手になりたいし、海外のほ
うがレベルが高いから挑戦してみたい」
「期待を裏切らないように、ちゃんと
練習して、ドイツで活躍して香川選手に追い付きたい」と日本のトップを走
る選手から大いに刺激を受け、新たな目標を立てていました。

STADIUM ̶スタジアムツアー̶

日本人だと知った 1 人の現地ファンは迷
わず、“ カ〜ガワ〜シンジ〜 ” と歌い出し、
選手たちもそれを真似して熱唱。初めて

ACADEMY̶アカデミー施設を見学̶

キャプテンを務める日本代表 DF 酒井高

ろでやりたいです。
Q：スタジアムツアーのトンネルの音楽、

来た場所でも臆することなくサッカーとい

徳選手もスタメンで、日本人対決も見る

人以上のファンが熱狂した 2 日前の試合

A：あんなん聞いたら気持ちが高ぶる。そういう面で見たら、音楽も選手のプレー

ことができました。
「迫力が全然違った！」

日とは打って変わって、スタジアムはひっ

に効果があるんかなと思った。

前にはチームを代表して 4 名がピッチ上

「選手のスピードが速くてびっくりした！」

そりとしていました。2 万 5000 人のサ

でフラッグキッズとして選手を出迎えまし

「香川選手の体が強かった！」などと日本

ポーターが埋め尽くすというゴール裏の立

イツ国内に 2 つしかない貴重なトレーニン

た。8 万人以上が埋め尽くしたスタジアム

では感じられない本場のサッカーを味わ

見席や、ドルトムントの選手が実際に使

グマシン「フットボナウト」
（パス精度を

での貴重な体験でした。この日は HSV の

い、選手たちは興奮を隠せないようでした。

うロッカールーム、ミックスゾーンを間近

高めるトレーニングマシン）を体験するこ

※チャント…チームや選手を応援する掛け声

とができました。見慣れない施設に緊張

FRIENDLY̶地元クラブと親善試合̶

Q：いまの夢は？
A：プロになって J リーグで何年かしてから、有名になって海外に行って香川選手
みたいにトップチームでスタメンをとって、日本代表にも入りたいです。
A：プロになって海外で活躍したい。ヨーロッパのどこかで活躍したいっていう気

に見ることができました。ピッチへつなが
るトンネルを通る際には本番と同じ大音量

ときに音楽が流れて、とても興奮しました」

の曲が流され、選手たちは「ピッチに入る

と心を躍らせていました。

プや正確なキックも披露しました。アカ

9 人対 9 人、30 分× 3 試合の日独親善

デミーコーチでフットボナウト担当のマー

試合を行いました。相手はドルトムントと

持ちがもっと強くなった。
（食事の量が多いのは）耐えるわ！
Q：ドイツで学べたことは？
A：香川選手の話とか、試合見たりとか、やっぱり今はドイツとの差が開いていな

地元クラブのホンブルフ SV Uー13 と

いましたが、徐々に慣れて柔らかいトラッ

A：日本と比べてスタジアムの大きさやサポー
ターの応援が違って、選手たちもスピードが

う共通の話題で盛り上がりました。試合

選手たちがまず向かったのは、ドルトム

戦したこともあって、
「難しい」とこぼして

た？

どう思った？

スタジアムの内部を見学しました。8 万

ントのアカデミー施設です。ここでは、ド

した様子の選手たちは、スニーカーで挑

Q：ブンデスリーガを観戦して、何を感じ

とても速くてびっくりしました。ああいうとこ

川のチャントを教えてもらったり、一行が

と大はしゃぎでした。

差はついていないと思うので、これからだと
思う。

いっていうのがあったから、ここからどんどん頑張ったらもしかしたらドイツに勝て

END OF JOURNEY ̶夢者修行を終えて̶

ヴィン・マイヌー・ボアキエ氏からも「グッ

提携しているヴェストファーレン地域の 1

サッカー漬けの 4 日間を終えて、選手

ド！」
「いいタッチだ！」と褒められました。

部リーグに属し、昨季は 3 冠も達成した

たちはそれぞれ、夢への挑戦を掲げたり、

隣の部屋のパソコンでは、すぐに映像が

強豪チームでしたが、2 − 1で大阪セント

新たな課題を発見したり、そしてなにより

見られるようになっていて、自分たちの

ラル FC が接戦を制しました。海外選手

もサッカーが好き、楽しいということを改

フォームも確認できます。
「ああいう練習

と初めて対戦した選手たちは、球際の激

めて学ぶことができました。実りある夢者

だと、周りを見るクセができて、試合中も

今後の練習に生かす経験ができたようで

しさや体の強さの違いを体感したようでし

修行と感じてもらえたのではないかと思い

周りを見られるようになると思います」と

した。

た。

ます。

るんじゃないかなと思いました。
Q：サッカーは楽しい？
A：はい、いっぱい楽しめました！ ドイツに行って思ったのが、ドイツと日本では
サッカーの楽しみ方が違うのかなということです。日本はとにかく勝ちを目指して、
正々堂々とやっていく感じで、ドイツは今の瞬間をしっかりプレーする感じかなと
思いました。ドイツの選手は一人ひとりが考えているなって思いました。僕たちも
しっかり考えてやりなさいって言われているけど、ドイツはそれができていた気が
したので、そこら辺はしっかり見直したい。

8

EXILE CUP

Dreams For Children

APRIL. 2018

Dreams For Children

APRIL. 2018

LDH 所属アーティストも子どもたちと一緒に
大会を楽しみました！

DANCE CUP

9

2018年から

DANCE CUPが新しくなります！
全国の小中学生ダンサーが集結するストリートダンスコンテストへ
LDH の社会貢献活動「Dreams For Children・子どもたちに、夢を。
」というテーマの下、2014 年より毎年 DAN
CE CUP を開催しています。2016 年の大会から高校生部門を設けて以来、全国からたくさんの高校生がエントリーしてく
れました。小・中学生部門に加え、高校生部門の皆さんがより力強いパフォーマンスで各予選大会や決勝大会を盛り上げて
くれましたが、DANCE CUP は 2018 年より、再び小・中学生対象のイベントとなります。
『DANCE CUP 2018』へ
の出場を検討していた高校生チームには申し訳ございませんが、何卒ご理解いただけますと幸いです。
なお、高校生がダンスシーンにおいて、さらに活躍できるような企画を新たに検討中ですので、今度とも LDH のダンス
コンテンツにご期待ください !!!

Winning Team in NY
DANCE CUP 2016

6

DANCE CUP 2016 優勝チーム NY ダンス留学リポート

2016 年の
『DANCE CUP 2016』
で優勝したチームに
《EXILE 賞》
として NY
（ニューヨーク）
ダンス留学 7 日間の旅が贈呈されました。HIPHOP、
そしてストリー
トダンス生誕の地である NY を訪れた子どもたちの様子をリポートします。

ONE&
ONE
小学生部門優勝チーム

ONE&ONE
HIPHOP

小学生部門を制したのは 6 人組 HIPHOP チーム “ONE&ONE”。クリスマスシー

ズンの NY の町並みを楽しみながら、ユニオンスクエアのクリスマスマーケットな

どを訪れ、本場のクリスマスを体感！ また、トランプタワーなどのマンハッタン
の名所や、旧ワールド・トレードセンター跡地を訪れるなど、NY の歴史も学ぶこ

とができたようです。

EXPG NY 校では、世界的に活躍する LITE FEET ダンサー KEENEN のワー

クショップや、定期開催されている練習会に参加するなど、現地のダンサーとの
コミュニケーションの時間も取れ、充実したダンス留学となりました。

ONE
PICK
中学生部門優勝チーム

ONE PICK
FREESTYLE

中学生部門を制したのは 2 人組 FREESTYLE チーム “ONE PICK”。タイムズ
スクエアや旧ワールド・トレードセンターなどを観光し、LIBERTY CRUISE という
自由の女神を間近で見ることができるツアーに参加するなど、観光スポットを巡り、
NY をしっかり堪能！ 希望していたチームのオリジナルムービーの撮影を EXPG
NY 校もあるロウアーイーストサイド、タイムズスクエア、コリアンタウン近くの
34th ST で行いました。ストリートの新鮮な空間で踊ることで開放感が生まれ、
思い通りのムービーが完成しました。1 番印象的な思い出となったようです。

EXILE CUP 2018
〜 ROAD TO EUROPE 〜

6 月 16 日（土）
関東大会 1 ＠茨城県

カシマサッカースタジアム /
卜伝の郷運動公園多目的球技場

7 月 7 日（土）
関東大会 2 ＠栃木県

9 年目を迎える今年も全国で予選大会を行います。
夢を追いかける小学生のみなさん、ぜひご参加ください。
詳しくは、大会ホームページ、インスタグラムをチェックしてね！

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

開催決定 !!

7 月 29 日（日）
関西大会 2 ＠和歌山県

8 月 19 日（日）
四国大会＠香川県

7 月 31 日（火）
中国大会＠鳥取県

8 月 26 日（日）
東北大会＠青森県

8 月 7 日（火）
北海道大会＠旭川市

9 月 2 日（日）
九州大会 1 ＠沖縄県

紀三井寺公園陸上競技場

東郷運動公園多目的広場

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

瀬戸大橋記念公園球技場

新青森県総合運動公園球技場

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

決勝大会 9 月 22 日（土）〜 24 日（月・祝）愛媛県今治市 ありがとうサービス . 夢スタジアム

【HP】http://www.exilecup.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/exilecup/

※日程・会場は変更になる場合があります。

高校生部門優勝チーム

FORCE ELEMENTS
POPPING

FORCE
ELEMENTS
高校生部門を制したのは、3 人組 POPPING チーム “FORCE ELEMENTS”。

前回大会の中学生部門でも優勝しているため、今回で 2 回目の NY 留学です。

留学期間中に開催されたダンスバトル「MOVE A LIL」に参加し、なんと優弥

が BEST4 に入賞！ 日本のキッズダンサーのレベルの高さを証明することができ
ました。

実質最終日となる 5 日目には、オフ・ブロードウェイミュージカル『STOMP』

を鑑賞。デッキブラシやゴミ箱、そして手足を打楽器のように使いこなし演奏され
るステージは圧巻で、子どもたちも大満足の様子でした。
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DANCE CUP とは… 2014 年より LDH が主体となり開催している小・中・高校生対象のストリートダンスコンテスト。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めるような活動の場を提供したいと
いう想いから始まりました。4 回目となる今大会も、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 月の Zepp Diver City Tokyo 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。LDH だからこそできる DANCE CUP の活動を通じて「地域活性の場」
「ダンサーたちの交流の場」を全国各地に創っていきたいと考えています。

富山予選

6/3 sat イオンモール高岡

予選大会リポート

2017 年 4 月 30 日（日）
、大阪予選を皮切りに開幕した DANCE CUP 2017。全国 15 カ所のイオンモールにて予選大会を

開催し、約 560 チーム・2000 名以上のダンサーが参加してくれました！ 初参加のチームから毎年参加しているチームまで、
各チームがさまざまな目標や目的を持ってコンテストに挑んでいる姿が印象的でした。

関西地区

大阪予選 1

予選 1 地区目となる大阪予選 1 には、全 30 チーム

幕開けにふさわしい緊張感のある大会となりました。

小学生部門〈HIPHOP〉

中学生部門〈HIPHOP〉

BabyBoo

MONSTER BRASH

高校生部門〈FREESTYLE〉

詩桜花

山梨予選

5/3 wed イオンモール甲府昭和

小学生部門〈HIPHOP〉

東北地区

中学生部門〈HIPHOP〉

ARDOR

高校生部門〈FREESTYLE〉

IRiS

予選 2 地区目となる山梨予選には、全 19 チームがエント
リー。ゴールデンウィーク初日ということもあり、会場のイオ
ンモール甲府昭和には多くの買い物客が来場しており、道行
く人々が出場者のダンスに釘付けになっていました。

岩手予選

小学生部門〈FREESTYLE〉

中学生部門〈HIPHOP〉

Dooscy

岡山予選

小学生部門〈HIPHOP〉

九州地区

中学生部門〈HIPHOP〉

CoyOtec'K

高校生部門〈SOULPUNKING〉

Funky Twin

予選 4 地区目となる岡山予選には、全 41チームがエント
リー。中国地区では唯一の予選となる岡山県は、中国・近畿・
四国地方の中間あたりに位置しているということもあり、4 地
区目にして最も多くのエントリーがありました。

宮崎予選

小学生部門〈POPPING〉

中学生部門〈FREESTYLE〉

Lil ride rumor.

高校生部門〈HIPHOP〉

愛知予選

小学生部門〈HIPHOP〉

Thug Steelo
関西地区

中学生部門〈BREAKING〉

ONE PIECE

高校生部門〈HIPHOP〉

INNOCENT

大阪予選 2

小学生部門〈FREESTYLE〉

中学生部門〈HIPHOP〉

NEIGHBORHOOD

高校生部門〈LOCKING〉

The Doable

中学生部門〈HIPHOP〉

Tink

高校生部門〈FREESTYLE〉

DRAMATICA

愛媛予選

小学生部門〈HIPHOP〉

UP DRAFT from
Kingzmob

中学生部門〈HIPHOP〉

高校生部門〈HIPHOP〉

BRAVE

foxy

福岡予選

小学生部門〈OLD SCHOOL〉

Booyah!!!

中学生部門〈HOUSE〉

Deed

高校生部門〈JAZZ〉

J-world

九州地区

予選 12 地区目となる福岡予選には、全 56 チームがエン
トリー。関東以外での予選大会はこの福岡予選が最後の地区
で、遠方のチームにとっては最後のチャンスとなるため、九
州以外からエントリーしているチームの姿も多く見られ、前日
や早朝から移動するなど、DANCE CUP に懸ける思いの強
さが感じられました。

千葉予選

6/24 sat イオンモール幕張新都心

小学生部門〈HIPHOP〉

High end STa.ILL
Blow

中学生部門〈HIPHOP〉

Young Kingz Hood

高校生部門〈FREESTYLE〉

STHENNO
神奈川予選

6/25 sun イオンモール大和

小学生部門〈HIPHOP〉

B → st

中学生部門〈JAZZ〉

Stella Maris

高校生部門〈JAZZ HIPHOP〉

FOREVER M AND

埼玉予選

小学生部門〈JAZZ HIPHOP〉

Little ♡ H

中学生部門〈FREESTYLE〉

VIOR

関東地区

14 地区目となる神奈川予選には、全 44 チームがエント
リー。東京近郊でありながらも、東京とはまた少し違った独
自の歴史を持つ神奈川県。キッズダンスシーンもその影響を
受け継いでいるのか、個々のダンススタイルや格好良さを追
求しているチームが多いように感じられました。

7/2 sun イオンレイクタウン kaze

最終日となる埼玉予選には、
全 46 チームがエントリー。キッ
ズイベントに限らず、関東のダンスイベントでは、オーディエ
ンスがクールに観戦する傾向がありますが、この埼玉予選で
は終始会場がホットに盛り上がり続け、子どもたちも最高の環
境の中、清々しい表情でパフォーマンスを披露していました。

【協力】

沖縄

6/17 sat イオンモール今治新都市

6/18 sun イオンモール福岡

関東地区

アールグレイ…

彩

予選 10 地区目となる沖縄予選には、全 33 チームがエント
リー。33 チーム中 31チームが沖縄からの参戦で、地域性の強
さが出る大会となりました。ジャンルは HIPHOP、FREESTYLE
のほかに、POPPING、LOCKING など、NEW SCHOOL から
OLD SCHOOL まで幅広いエントリーがありました。

中部地区

予選 6 地区目となる愛知予選には、全 32 チームがエント
リー。天候にも恵まれ 7 月初旬のような暖かさ、15 地区の
予選会場の中で、数少ない野外ステージでの開催。チーム
人数が多く、複雑な振付とルーティーンで見せる作品力勝負
のチームが多い印象でした。

5/28 sun イオンモールりんくう泉南

予選 7 地区目となる大阪予選 2 には、全 46 チームがエ
ントリー。大阪府は唯一予選が 2 回開催される地区で、1 回
目で出場していても再エントリーが可能であったため、決勝
進出を目指してより一層気合の入ったチームが多数エント
リーしていました。

【協賛】

小学生部門〈HIPHOP〉

フォルム

予選 13 地区目となる千葉予選には、全 36 チームがエン
トリー。愛知予選以来の野外ステージでしたが、この日も天
候に恵まれました。イオンモール常設の大きなステージであっ
たため、少人数チームはのびのびと、大人数のチームは人数
の多さを生かしたパフォーマンスで、それぞれがステージを
華やかに彩っていました。

チャラ II チン
5/27 sat イオンモール名古屋茶屋

高校生部門〈FREESTYLE〉

沖縄予選

関東地区

ultimate/HT

中学生部門〈FREESTYLE〉

Suﬀulti

中国地区

5/21 sun イオンモール宮崎

予選 5 地区目となる宮崎予選には、全 24 チームがエント
リー。こちらの予選会場では、観覧スペースのオープン時間
と同時にスペースが埋まってしまうほど応援者の熱量が高く、
エントリー数は少ないながらもそれを感じさせない盛り上がり
となりました。

小学生部門〈FREESTYLE〉

Dahlia

6/11 sun イオンモール沖縄ライカム

予選 11 地区目となる愛媛予選には、全 43 チームがエン
トリー。この日は朝からしまなみ街道の渋滞の影響で四国外
からのエントリーチームが遅れて会場入りするというハプニ
ングもありましたが、開演時間までには全チームが揃って無
事に大会を終えることができました。

高校生部門〈FREESTYLE〉

Vivace

5/20 sat イオンモール岡山

Fifth Gal man

北海道予選

6/4 sun イオンモール札幌平岡

四国地区

PINK PRINCESS

高校生部門〈HIPHOP〉

Kingz Hood

北陸地区

予選 8 地区目となる富山予選には、全 41チームがエント
リー。富山や石川をはじめとする地元チームの参戦が多く、
またいくつかの地元チームは愛知、大阪などの大会にも出場
していたことから、北陸勢のフットワークの軽さと、決勝進
出に懸ける思いの強さを感じることができました。

甲信越地区

5/13 sat イオンモール盛岡

予選 3 地区目となる岩手予選には、全 26 チームがエント
リー。出場しているチームの約 8 割が東北エリアからの出場
ということで、地域色が非常に強い大会となりました。また
ニュースクール、ジャズをベースとしたフリースタイルチーム
の多さが印象的でした。

中学生部門〈HIPHOP〉

FLY girlZ

予選 9 地区目となる北海道予選には、全 36 チームがエン
トリー。道外からのエントリーはなく、すべてのチームが道民
だけで構成された生粋の北海道予選となりました。フリース
タイルチームの出場が圧倒的に多く、決勝進出チームもすべ
てがフリースタイルチームという結果になりました。

がエントリー。決勝進出の 1チーム目が決まるこの日は、

FACULTY

小学生部門〈HIPHOP〉

DADA
北海道

4/30sun イオンモール堺北花田

どのチームからも気合と真剣な眼差しが強く感じられ、

DANCE CUP 11

高校生部門〈HIPHOP〉

2HOT
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優勝
中学生部門

ONE PIECE

準優勝
中学生部門

BREAKING/ 愛知予選

3位

中学生部門

DANCE CUP 13

BRAVE
HIPHOP/ 愛媛予選

CoyOtec'K
HIPHOP/ 岡山予選

DANCE CUP 2017 決勝

DANCE CUP 挑戦 4 年目、最高の舞台で夢にまで見た優勝をすることができて、諦めずに
挑戦し続けてきて良かったです！ 当日は、とても大きな舞台でしたが、緊張しながらも思い切
り ONE PIECE らしく出し切ることができました。最高に楽しかったです。Breaking 発祥の地、
憧れの NY で、楽しんでたくさんのことを学んできたいと思います。NY でさらにパワーアップ
して帰ってきます！ 本当にありがとうございました。

全国の予選から勝ち上がった 45 チームが集結 !!

優勝

2017 年 8 月 14 日、DANCE CUP 2017 FINAL 当日。全国 15カ所の予選大会から
勝ち上がった全 45チームがこの日、Zepp Diver City Tokyo に集結しました。ジャッ

高校生部門

ジ に は EXILE ÜSA、EXILE TETSUYA、 世 界、RYUZY、PSYCHE、MIZUE、ALMA

DRAMATICA

準優勝
高校生部門

FREESTYLE/ 沖縄予選

Dooscy
FREESTYLE/ 岩手予選

HIRO、TWIGGZ 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ました。
MC には昨年に引き続き MC USK が出演、会場を大いに盛り上げました。
ゲストショーケースでは、昨年の中学生部門優勝チーム ONE PICK と、高校生部門
優勝 FORCE ELEMENTS がパフォーマンスを披露。さらに PROJECT TARO、FANT
ASTICS、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE PERFORMERS が続けて登場し、ここ
でしか見ることができないパフォーマンスで観客の目を釘付けにしました。
コンテストには結果がつきもので、今回優勝したチームから惜しくも入賞を逃してし
まったチームまで、さまざまな思いをした子どもたち。しかし今大会で同じ目標に向けて
チーム一丸となり、一生懸命に取り組んだ経験を忘れずに、次なる夢や目標を追い続け
てほしいと思います。

優勝
小学生部門

BabyBoo
HIPHOP/ 大阪予選１

準優勝
小学生部門

3位

高校生部門

Booyah!!!

FOREVER M AND
JAZZ HIPHOP/ 神奈川予選

OLD SCHOOL/ 福岡予選

優勝できてとてもうれしいです。3 人でやってきたからこそ取れた優勝だと思っていま
す。お父さん、お母さん、支えてくれた皆様、応援ありがとうございました。本当に感謝
しています。NY、楽しんでたくさん吸収してきます！

3位

小学生部門

アールグレイ…
FREESTYLE/ 大阪予選 2

DANCE CUP
2018 開催決定 !!

いちばんの喜びです。先生をはじめ、先生のパパ、衣装を作ってくれた先生のママ、メン
バーの親、BabyBoo に関わってくれているすべての人に感謝です。
そして夢に見た NY 留学！ メンバー全員初海外！ たくさん刺激をもらい、たくさん
勉強して踊りまくって最高の 7 日間にしたいです。素晴らしい機会をいただきありがとう
ございます。

各予選で部門につき 2 チームが決勝大会に出場できます。優勝賞品は《EXILE 賞》
として NY or LA 留学5泊7日 !! 2018 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 !!

DANCE CUP 2018 SCHEDULE
会場

日程

4 月 29 日（日） 中部地区愛知予選

イオンモール名古屋茶屋

6 月 10 日（日） 四国地区愛媛予選

イオンモール今治新都市

4 月 30 日（月） 甲信越地区山梨予選

イオンモール甲府昭和

6 月 17 日（日） 関東地区埼玉予選

イオンレイクタウン kaze

5 月 6 日（日）

イオンモール沖縄ライカム

6 月 24 日（日） 関西地区大阪予選

イオンモール堺北花田

5 月 12 日（土） 九州地区福岡予選

イオンモール福岡

7 月 7 日（土）

中国地区岡山予選

イオンモール岡山

5 月 20 日（日） 北海道地区予選

イオンモール札幌平岡

7 月 8 日（日）

北陸地区富山予選

イオンモール高岡

5 月 27 日（日） 東北地区岩手予選

イオンモール盛岡

6 月 3 日（日）

イオンモール幕張新都心

日程

前日にアクシデントもありましたが、仲間で助け合い、力を合わせて優勝できたことが

2018 年は全国 12 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、

地区

沖縄地区予選

関東地区千葉予選

地区

会場

DANCE CUP 2018 FINAL 8 月 8 日（水）@ 第一生命ホール
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photography（P14-P17） Hiroyuki Matsubara、Paul Teyuya

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

2017 年、全国各地にあふれた

Love ＆ Smile な瞬間！
2017 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、10 回以上の
開催を実施。島根県は例年スクールをしている古浦海岸からエリアを変え、浜田市国府

6 月 4 日（日）宮崎県宮崎市

6 月 10 日（土）神奈川県茅ケ崎市

6 月 24 日（土）神奈川県茅ケ崎市

海岸で初開催。茅ヶ崎と宮崎支部では、スクール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も開催。
そして、
10月は神奈川県横須賀市久留和海岸にて、
シー
カヤック・SUP 体験会も行いました。

ボランティア
初心者も
大丈夫!!

冬場も、運動不足を解消
し子どもたちの健全な “ カラ
ダ ” と “ ココロ ” を育てる目

7 月 2 日（日）島根県浜田市

的で、月に 1 回「運動の会」

7 月 9 日（日）宮崎県宮崎市

7 月 22 日（土）神奈川県茅ケ崎市

LDH スタッフ体験リポート！

とても役立つ 海講習会

毎年、6 月のサーフィンスクールが始まる前に、ボランティア向けの “ 海講習会 ” を実

を開催しました。

施しています。2017 年は 5 月 6 日に、神奈川県茅ケ崎海岸で開催しました。

毎年、参加する子どもた

海講習会では、サーフィンスクールのシミュレーション、参加スクール生の特性の説明、

ち、ボランティア、サポート

対応方法などを学びます。通常のスクールでは、チームリーダー、海アシスタント、陸ア

企業が増え、Ocean's Love

シスタント、キッズヘルパー、そして参加スクール生が 1 つのチームとなり 1日を過ごしま

の活動はどんどん拡大して

8 月 6 日（日）北海道勇払郡

います！

8 月 27 日（日）愛知県田原市

9 月 3 日（日）宮崎県宮崎市

す。講習では、
順番にそれぞれの役割を体験していきます。スクール生役を体験したとき、
ライフジャケットを着てパドルの体勢になると、アゴにジャケットがあたることなど初め
て気がついたことがたくさんありました。
チームリーダー、海アシスタントが担当するサーフボードの補助は、ボードの押し方で、

運動の会 2017ー 2018

スムーズにテイクオフできるできないが左右されるとても大事なポジションです。普段
❹

サーフィンをするサーファーでも、スクール生をサポートするサーフィンとなると、練習

1． 12 月 2 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 13 日（土） 神奈川県茅ヶ崎市 茅ヶ崎駅ビル「ラスカ茅ヶ崎」
3. 2 月24 日（土） 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）
4. 3 月24 日（土） 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）

9 月 9 日（土）神奈川県茅ケ崎市

が必要だと感じました。陸アシスタントは、流れてきたボードを受け止めたり、ボードか
ら落ちた子どもを抱えたりと、瞬時の判断力が必要です。スクール中、よく “One Line”
という言葉を耳にします。隣のチームとクラッシュしないよう、キッズヘルパーを中心に、
リーダーのいる海からキッズヘルパーが待つ岸まで一直線を作ります。ここで舵を取るの
がキッズヘルパーです。どの担当も、とても大切な役割をしていると改めて感じました。
今後初めてボランティア参加される方はもちろん、既にボランティア参加経験のある
方、サーフィン経験のある方も、スクール開催前に海講習会へ参加されることをお勧め

9 月 23 日（土）神奈川県茅ケ崎市
12 月 2 日（土）神奈川県横浜市

1 月 13 日（土）神奈川県茅ヶ崎市

❸

❷
❺7

❶

します！

サーフィンスクール 2017

2 月 24 日（土）神奈川県茅ヶ崎市

3 月 24 日（土）神奈川県茅ヶ崎市

10 月 7 日（土）神奈川県横須賀市

❻

5

1. ❶ 6 月 4 日 （日） 宮崎県宮崎市（青島海岸）
2. ❷ 6 月 10 日 （土） 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）
3. ❷ 6 月 24 日 （土） 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）
4. ❸ 7 月 2 日 （日） 島根県浜田市（国府海水浴場）
5. ❶ 7 月 9 日 （日） 宮崎県宮崎市（青島海岸）
6. ❷ 7 月 22 日 （土） 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）
7. ❹ 8 月 6 日 （日） 北海道勇払郡（浜厚真海岸）
8. ❺ 8 月 27 日 （日） 愛知県田原市（伊良湖ロコポイント）
9. ❶ 9 月 3 日 （日） 宮崎県宮崎市（青島海岸）
10. ❷ 9 月 9 日 （土） 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）
11. ❷ 9 月 23 日 （土） 神奈川県茅ケ崎市（パークポイント）
12. ❻ 10 月 7 日 （土） 神奈川県横須賀市（久留和海岸）シーカヤック・SUP 体験会

とは…
認定 NPO 法人 Oceanʼs 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。
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アンジェラ ･ 磨紀 ･ バーノンが

topics 2.

は

topics 1.

「HEROs AWARD」を受賞しました
「HEROs AWARD」は、社会や地域、子どもたちの未来のために、競技場の外でもスポー
ツマンシップを発揮しているアスリートたちを称え、支えていくためのアワードです。日
本財団によって設立された、アスリートによる社会貢献活動をサポートするプロジェクト
「HEROs SPORTSMANSHIP for THE FUTURE」の一環としてスタートしました。

「認定 NPO 法人」になりました！
Oceanʼs Love は、2017 年 6 月に「認定

た活動で、HEROs AWARD（評価）／ HEROs ACTION（実
践）／ HEROs ACADEMY（教育）の 3 つのプロジェクトを
通じて社会とつながるスポーツマンシップを広げていきます。
Oceanʼs Love の代表、アンジェラ ･ 磨紀 ･ バーノンは、
「社

【質問２】認定 NPO になるための基準とは？

NPO 法人」となりました。認定 NPO とはど
んな制度なのか、認定 NPO になることで何
が変わるのかなど、Oceanʼs Love 理事長
の鈴木薫さん、伊藤良師さんに伺いました。

プロジェクトは、現役時代も引退後もアスリートが、社会とつながり、活躍できる仕組
みを日本でも広げていくために、
アスリートの声を集めて始まっ

会とつながるスポーツマンシップ」を発揮したアスリート、
チー
ムに贈られる HEROs AWARD（評価）の第 1 回目として受賞
しました。

認定 NPO 法人には「公益性の高さ」が求められます。
適切な組織運営をしていること、情報公開を適切に行っていることなどのほか、
鈴木薫

伊藤良師

「パブリックサポートテスト」と呼ばれる基準があります。

HEROs AWARD 2017 【URL】https://award.sportsmanship-heros.jp/

これは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するためのもので

【質問１】認定 NPO とはどのような制度でしょうか？

あり、例えば「各事業年度中の寄附金の総額が 3000 円以上である寄附者の

３回目のハワイスクールを開催！

数が、年平均 100 人以上」というような基準になります。

認定 NPO 法人制度は、NPO 法人の活動を支援するために、税制上の優遇
措置として設けられた制度です。認定 NPO 法人への寄附者は、個人・法人と

topics 3.

も税制優遇があります。
認定を受けるには一定の基準があり、以前は国税庁が認定を出していまし
たが、平成 24 年より所轄庁が認定を行っています。
現在、約 5 万の NPO 法人がある中で約 2％にあたる 1064 団体（2017 年

【質問３】認定 NPO を目指したきっかけを教えてください。

サーフィンも、農業も、
英語もやってみよう

月 16 〜 21日まで、オアフ島で開催しまし

12 月末現在）が認定を受けており、私たち Ocean's Love は、昨年の 6 月に

活動を安定的に継続していくにあたり、より多くの方々からご支援いただくに

た。今回も知的障がい児施設すみれ園の

所轄庁の神奈川県より認定されました。

は、活動にご理解をいただくとともに、公益性が高く、信頼に足る団体と安心

子どもたち 5 名をハワイヘ招待しました。

2 つ目に、ご寄附いただいている方々への恩返しの気持ちです。これまで、

【質問４】ボランティアに参加したい場合、どのようにしたらよいですか？

AMAZING COFFEE にご協力いただきました

ハワイスクールでのテーマは「チャレン
ジ」
。茅ヶ崎のスクールではボードに乗るま

寄附者の方々には感謝の気持ち以外にお返しすることができておりませんでし

でしかできなかった子も、ハワイスクール

たので、認定 NPO 法人となることで、税制上の優遇という形で少しでも恩返

では沖まで行き波に乗ることができました。

しになればと考えております。

topics 4.

第 3 回目のハワイスクールを、2017 年 3

1 つ目は、法人としての信頼性を高めることです。今後、Ocean's Love の

感を持っていただくことが必要なのではないかと考えたからです。

コーヒー豆挽き体験を
実施しました

サーフィンの他にも、英語で自己紹介をし

一杯のコーヒーが
できあがるまでを
紙芝居で説明

たり、伝統ある農園で農業にもチャレンジ。

Ocean's Loveでは、
ボランティアとして参加いただく際に、
事前にボランティ

自分で思う可能性から一歩先へ踏み出すこ

ア登録をしていただいております。

とで、ビッグスマイルがたくさん生まれる

当日は、チームとして活動し、サーフィンレッスン以外にも担当していただ

毎日でした。

く業務がありますので、サーフィンの経験がなくてもご参加いただけます。

ディカフェのアイスコーヒー、子どもたち
はアイスミルクコーヒーを試飲

スクール当日の流れや、担当業務、登録に関しては、Oceanʼs Love のホー
ムページ（http://www.oceanslove.com/）をご覧ください。

Special Interview

「Oceanʼs Love」の活動は、
ハワイにいても身近に感じます
――マツモトノリコさん、マツモトシェイブアイス

ノースショアにある、人気シェイブアイスショップ「マツモトシェイブアイス」で
は、Oceanʼs Love とのコラボＴシャツやキャップを販売しています。Oceanʼs
Love の活動をサポートし始めたきっかけをマツモトノリコさんに伺いました。
アンジェラさんは、昔からお店に通ってくれているお客さんのひとりです。彼女が Oce

【2018 年サーフィンスクールスケジュール】

anʼs Love の活動を始めた時に「お店で Oceanʼs Love のＴシャツを販売し、その売上の
一部を寄付してほしい」と提案をいただいて、彼女の活動への想いに共感して協力をし
たのが、サポートを始めたきっかけです。
寄付やボランティア活動はできそうでできなかったり、実

ください。
の夢を教えて
eanʼs Love
【質問６】Oc

【質問 5】今後、初めて参加するボランティアさんも増えると思います。
子どもたちや親御さんとの接し方など、何かアドバイスはありますか？
とにかく「笑顔」で 1日過ごしてください！ 子どもたちに「笑顔」になっ
てもらうためには、まずこちらがオープンマインドになって笑顔で接することが
大切です。そして「子どもたちに安全に楽しんでもらう」ことに全力を注いで
もらえれば、ボランティアの皆さんも楽しんでもらえると思います。

5 カ所で開催
根、宮崎と全国
神奈川、愛知、島
道、
より多くの
じて
北海
を通
在、
での活動
１つ目は、現
開催を増やし、海
での
開催地域・
場所
して
たな
ます。そ
していますが、新
いたいと考えてい
に
顔」になってもら
とで、普段もさら
くこ
ただ
てい
子どもたちに「笑
に参加し
へのノーマライ
々には、この活動
ら陸
の方
海か
ィア
て「
ンテ
ボラ
うことによっ
って生活してもら
す。
優しい気持ちを持
を実現することで
てもらいたい
り」
づく
社会
生き生きと過ごし
ゼーションの
来、笑顔で毎日を
ール同様、
に将
スク
たち
ィン
ども
。サーフ
２つ目は、子
を考え始めました
こと
も多く
いう
人で
」と
、一
「職
伝いをし
という願いから、
出してあげるお手
の可能性を引き
つけ、働いている
無限
を見
ちの
た職
もた
合っ
子ど
たちが自分に
を巣立った子ども
Oceanʼs Love
す。
、もう一つの夢で
のも
いう
いと
姿を見た

態が見えない活動団体もあります。Oceanʼs Love の活動は
参加しようと思えば自分も参加でき、アンジェラさんが日本
での活動を直接報告してくれたり、
インターネットを通じて活
動の様子が分かるので、とても身近に感じることができます。
Matsumoto Shave Ice 66-111 Kamehameha Hwy, Suite 605, Haleiwa, HI 96712

6 月 2 日（土）
6 月 10 日（日）
6 月 23 日（土）
7 月 1 日（日）
7 月 8 日（日）
7 月 21 日（土）
8 月 5 日（日）
8 月 19 日（日）
8 月 26 日（日）
9 月 8 日（土）
9 月 9 日（日）
9 月 22 日（土）

神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
宮崎県日向市（伊勢ヶ浜海水浴場） ★初開催地
神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
島根県浜田市（国府海水浴場）
宮崎県宮崎市（青島海岸）
神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
北海道北斗市 ( 七重浜海水浴場 )
★初開催地
北海道勇払郡（浜厚真海岸）
愛知県田原市（伊良湖ロコポイント）
神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）
宮崎県宮崎市（青島海岸）
神奈川県茅ヶ崎市（パークポイント）

Ocean's Love では、スクールに参加してくれる児童やご家族、

募集中 !!

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。

SPECIAL
THANKS!

【HP】
www.oceanslove.com
【Facebook】
Ocean's Love
【Twitter】
ocean's love（@Oceans̲Love）

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、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、
とまこまい広域農業協同組合、株式会社今多建設、有限会社沼田重機、株式会社矢部建設、北辰公業株式会社、
森田産業株式会社、株式会社厚信電機苫小牧広域森林組合 厚真支所、厚真町土地改良区、有限会社木本建設、SBY、株式会社蒼建軌道工業、二八鳥、厚真町商工会、厚真町商工会青年部、株式会社丸博 野沢組、
Enjoy Bros、株式会社 EQjapan、有限会社コアアウトフィッターズ
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復興支援交流事業の「中学生 Rising Sun Project 」
、東北や熊本
など災害で被害を受けた地域でのイベント、そして全国各地の学校訪
問の 3 つの柱を軸に、
「夢の課外授業」
（主催：二十一世紀倶楽部）は

Dreams For Children

APRIL. 2018

ずっと、
忘れない

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

夢の課外授業 19

東日本大震災、熊本地震

「ずっと、忘れない」という気持ちをみんなで踊って再確認

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

くまモン夢学校 Presents 夢の課外授業

プロジェクトです。2017 年も、LDHはこのプロジェクトとタッグを

くまモンダンス部プロジェクト

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。

熊本地震で大きな被害を受けた子ども
たちに夢や元気を与えたいという思いから
行われている「くまモン夢学校」と夢の
課外授業がコラボレーションし、
「くまモン
夢学校 Presents 夢の課外授業 くまモン
ダンス部プロジェクト」が始動しました。
くまモンダンス部は熊本の小学4年生から
中学3年生60名で構成されていて、熊本
の元気を全国に届けることを目的としてい

真剣なまなざしの部員たちに黒木の声が飛ぶ！

ます。
2017 年12月17日には、くまモンダン

ダンスで日本を元気に！

夢の課外授業 SPECIAL in 仙台

「ダンスで日本を元気に！夢の課外授業

ート講師を務めました。開会式、ウォーミ

場に駆けつけた黒木とNESMITHと一緒

スタートしました。初練習の日は、黒木啓

にパフォーマンスを披露しました。

司とEXILE NESMITH（ともにEXILE/EXI
EXILEの楽曲「Rising Sun」の振り付け
を指導しました。
くまモンダンス部はその後も練習を重
ねて、本番となるくまモンファン感謝デー

仙台で開催しました。岩手県大鎚町、山

Sun』のダンスレッスン。この曲はEXILE

「くまモン誕生祭 2018」
（2018年3月10

田町、宮古市、釜石市の子どもたちが参

が復興支援ソングとして発表し、ずっと
歌い続けている曲です。子どもたちのほと

名が、ダンス・ボーカルスクール「EXPG

んどがダンス経験があり、振り付けを覚え

STUDIO SENDAI」に集まりました。

るのも早く、先生たちも楽しそうでした。

当日は、橘ケンチ（EXILE/EXILE THE

発表を終えて、NESMITHは「みんなの

LE THE SECOND）が 講 師となって、 絆の深まりを感じることができたので、と

SPECIAL in 仙台」を2018年3月11日に、 ングアップに続き、EXILEの楽曲『Rising

加。小学３年生から高校２年生までの29

日）を迎え、イベントのオープニングで会

ス部結成式が行われ、その日から練習が

てもうれしかった」と感激。黒木も「今回
の出会いがきっかけで、僕たちが（子ど
もたちの）目標になれたらいいな」と気を
引き締めていました。

余裕がある振り付けのところは、ダンスが

SECOND）と世 界（EXILE/FANTASTI

格好良く見えるコツを教えるなど、子ども

CS）によるダンスレッスンを行い、重留

たちのレベルに合わせたレッスンをしてい

真波と中島美央（ともにFlower）もサポ

ました。
先生たちとのQ&Aセッションも行われ、

復興支援
交流事業

東北と東京の中学生たちが秩父宮ラグビー場で踊りました

ダンスについての質問はもちろん、
「好きな
生物と嫌いな生物を教えてください」とい
う質問まで飛び出しました。

夢の課外授業中学生 Rising Sun Project 2017

東北と東京の中学生たちがEXILEの楽

ォーマンスをしました。
当日は、東京都渋谷区の代々木中学

生徒たちはジャンプしたり、スタンドに向

Rising Sun Project 」は、東日本大震災

校、渋谷本町学園中学校 、松濤中学校の

かって大きく手を振って応えたりしていま

で大きな被害を受けた東北の子どもたち

生徒も加わりました。近くの小学校の校

した。そして、どの生徒の顔もキラキラと

に元気や夢を届けたいという想いから、

庭で、ÜSA、TETSUYA、そしてサポートす

輝いていました。

2012年にスタートし、継続して行われて

る THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

ÜSAは「ダンスをするのが初めてとい

の神谷健太、与那嶺瑠唯、山本彰吾とと

う子がほとんどだったんですが、約3カ月

今年度は、宮城県の七ヶ浜中学校と向
洋中学校の生徒 600人、そして東京・渋

回目。夢の課外授業では、風化させない
ためにも、このイベントを継続して行って

歓声が上がりました。ダッシュで退場する

曲「Rising Sun」を一緒に踊る「中学生

いるプロジェクトです。

東日本大震災が発生した3月11日に東
北でイベントを行うのは、昨年に続いて2

もに最終リハーサルをし、会場に入りまし

間みんなで協力をして、みんなで踊れるよ

た。

うにとチーム一丸となって練習してきたん

熱気あふれるダンスレッスン！

学校
訪問

懸命に、そして楽しみながらステップを踏む！

いきたいと考えています。

アーティストになった先輩たちが
母校や地元で子どもたちと交流

小林直己が熊本でレッスン
神谷健太、与那覇瑠唯も同行

山下健二郎、京都へ帰る！
母校で「R.Y.U.S.E.I.」を踊る

ハーフタイム、同じオレンジ色のTシャ

だなと感じました。なにより技術だけでは

校、松濤中学校の生徒 300人を対象に、

ツ姿の300名の中学生は、選手や観客の

なくて、みんな元気に踊っているのが後ろ

谷区の子どもたちとコラボレーションし

東京オリンピック･パラリンピック競技大

温かい拍手で迎えられ、
「 Rising Sun」を

から伝わってきて、本当にみんなで一つに

て、仲良くなってるということがすごくい

EXILE/ 三代目 J Soul Brothers の小林

三代目 J Soul Brothersの山下健二郎

会組織委員会が認証する「東京2020 公

全力で踊りました。右手の人差し指で遠

なって最高のダンスができたと思います」

いこと。そのきっかけがダンスっていうの

直己、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

が母校の京都府長岡市立長岡第四中学校

認プロジェクト」として開催しました。プ

くを指すポーズでパフォーマンスを終える

と振り返りました。

が、僕たちにとって、これほどうれしいこ

の神谷健太と与那覇瑠唯が熊本・甲佐町

を訪問。代表曲「R.Y.U.S.E.I.」の有名な

ロジェクトリーダーのEXILE ÜSAとEXI

と、スタンドからはより一層大きな拍手と

とはない」と喜びを口にしました。

立乙女小学校で授業を行いました。

振りつけランニングマンを後輩たちに伝

谷区の代々木中学校、渋谷本町学園中学

TETSUYAも「宮城の子どもたちと渋

LE TETSUYAは、2017 年 7 月の開校式

授業では全校生徒123 名の子どもたち

に参加し、子どもたちにプロジェクトを説

と、三代目の代表曲「R.Y.U.S.E.I.」を課

明。
「10月、みんなで心を一つに、最高
のダンスを踊りましょう」
。その言葉を胸
に、子どもたちは7月から3カ月に渡って
練習を積み、本番に臨みました。
本プロジェクトでは毎年、大きな舞台

「みんな集合して踊れる日がきたら最高だと思う！」

授業を実施。生徒に直接アドバイスをし

題曲としてレッスンを行いました。はじめこ

分たちにできることはダンスなので、こうし

たり、実際に踊って見せると、生徒たちは

なことは外に発信してはっきり言葉にした

そ、難しい振りに苦戦する子どもたちも見

て乙女小学校の皆さんとダンスを通して一

みるみる上達していきました。

り行動に移したりして、より多くの人に自

「中学生Rising Sun Project 」は毎年、新しい生徒たちを迎えて行われています。発

られましたが、小林、神谷、与那覇の3人が

緒につながれたことはうれしい」とコメント

ダンスの授業後には生徒たちと夢をテ

分の気持ちを伝えること、そして努力する

表会も2012年の八景島シーパラダイスを皮切りに、東北各地と関東近郊を行き来し

熱心に指導したことで、最終的には踊る子

しています。また初めて参加した神谷と与

ーマにトーク。自らの夢を語ったり、生徒

ことが大事だと思います」と、熱っぽくア

ながら開催されています。

どもたちの顔から笑顔こぼれました。

ドバイスしていました。

での発表会を用意しています。2017 年

2017年のフィナーレを迎え、ÜSAは今後について「全国で踊った仲間を増やしな

岩手や宮城で夢の課外授業を行った経

は、ジャパンラグビートップリーグの公式

がら、みんな集合して踊れる日がきたら最高だなと思っていますので、これからも継

験がある小林は「微力ではありますが、自

戦、NTTコミュニケーションズシャイニン

続して続けていきたい」と、抱負を語っています。TETSUYAは「全国各地の仲間

グアークスvs NTTドコモレッドハリケー

が一斉に同時に踊れば、それは一緒に踊ったことになるので、そんなことができたら

ンズ戦（2017 年10月7日）のハーフタ

いいなという夢は持っています。“ダンスで日本を元気に！”という想いで毎年、盛り

イムで、試合が行われたラグビーの殿堂、

上げていきたい」と話しました。

秩父宮ラグビー場（東京都港区）でパフ

授しました。全校生徒 423 名にダンスの

那嶺も、
「ダンスを通して、少しでも明日へ

から質問に答えました。夢を叶えるための

の活力になってくれたらうれしい」と手ごた

秘訣を聞かれた山下は「夢を叶えたい時

えを感じたようでした。
（2017年5月22日）

はシャイじゃないほうがいい。自分の好き

（2017年5月23日）

【2017 年度 LDH ×夢の課外授業の活動実績】2017 年 5 月 22 日 夢の課外授業（熊本県甲佐町）小林直己、神谷健太、与那覇瑠偉／ 5 月 23 日 夢の課外授業（京都府長岡市）山下健二郎／ 7 月 14 日 ダンスで日本を元気に！夢
の課外授業中学生 Rising Sun Project 2017 合同発表会（宮城県七ヶ浜町）EXILE ÜSA、EXILE TETSUYA ／ 9 月 28 日 ダンスで日本を元気に！夢の課外授業中学生 Rising Sun Project 2017（宮城県七ヶ浜町）EXILE
ÜSA、EXILE TETSUYA、世界、佐藤大樹、FANTASTICS ／ 10 月 7 日 ダンスで日本を元気に！夢の課外授業中学生 Rising Sun Project 2017（東京都港区）EXILE ÜSA、EXILE TETSUYA、THE RAMPAGE from
EXILE TRIBE（神谷健太、山本彰吾、与那覇瑠偉）／ 12 月 17 日 夢学校 Presents 夢の課外授業 くまモンダンス部プロジェクト 結成式（熊本県熊本市）黒木啓司、EXILE NESMITH ／ 3 月 10 日 「くまモン誕生祭 2018」
（熊本県
熊本市）夢学校 Presents 夢の課外授業 くまモンダンス部プロジェクト 黒木啓司、EXILE NESMITH ／ 3 月 10 日 ダンスで日本を元気に！夢の課外授業 SPECIAL in 仙台 橘ケンチ、世界、重留真波、中島美央
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体を動かしてコミュニケーション !
第一生命× LDH「親子ダンス教室」
3 月 10 日、
「第一生命× LDH 親子ダ
ンス教室」を第一生命仙台総合支社にて
開催しました。協定後、初開催となったこ
の日は 38 組の 3 〜 6 歳の子どもたちと
ご家族が参加され「EX ダンス体操」や
「Choo Choo TRAIN」のダンスレッスン
を体験。
一緒に体を動かしコミュニケーションを
取ることで、子どもたちも親御さんも笑顔
でレッスンを楽しんでいただきました。

ごせました」
「小学生のダンス教室もある

参加した方からは「疲れたけど、子ども
たちと楽しくダンスができて良い時間を過
「親子ダンス教室」開催地域
3 月 10 日（土）
3 月 13 日（火）
3 月 13 日（火）
3 月 13 日（火）
3 月 21 日（水・祝）
3 月 24 日（土）

宮城県仙台市
愛知県名古屋市
大阪府大阪市
福岡県福岡市
神奈川県横浜市
神奈川県藤沢市

とうれしいです」という声もいただきまし
た。今後も継続し開催していきます。

「親子ダンス教室」は健康増進、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テーマに、
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、体を動かす楽しさを知っ
てもらうきっかけ作りを目的としてスタートしまし
た。運動能力やバランス感覚を身につけるために親
子でできるレッスンを中心に全国で開催予定です。

第一生命の健康支援プロジェクト
「Run with You」の応援サポーターに
E-girls が就任、応援ソングも発表 !

第一生命保険株式会社稲垣精二社長と EXILE ATSUSHI

社会貢献活動に関する包括連携協定を締結

第一生命全国市民マラソン応援プロ
ジェクト
「Run with You」
の応援サポーター

【両社の社会貢献活動に関する包括連携協定】
子どもの育成および子育て支援に関すること

健康増進に関すること
式会社と株式会社 LDH JAPAN は、地

「エンタテインメントだからこそできる社会

域社会の活性化及び発展に向け、
「次世

貢献がある」という想いのもと「Dreams

代を担う子どもの育成や子育て支援」
「ス

For Children・子どもたちに、
夢を。
」をテー

ポーツ振興」など、社会貢献活動の包括

マに子どもたちに夢を持つことの素晴らし

連携協定を締結しました。

さを伝え、サポートや体験の場を提供して
います。

第一生命グループは社会貢献取組方針

お互いの社会貢献活動を支援するほか、

として、
「健康の増進」
「豊かな次世代社
会の創造」
「環境の保全」を中心テーマ

両社で「親子ダンス教室」を開催するな

に、全国 47 都道府県において地域の社

ど新しい取り組みも行っていきます。

第一生命保険株式会社と株式会

す。ぜひ皆さんにこの曲を聴いていただき
完走してもらいたいです」と歌に込めた思

その他、地域社会の活性化に関すること

いを語りました。

・災害発生時おける被災地支援の協働
・地域社会の活性化に資する社会貢献活動の検討・実施

EXILE ÜSA が絵本『ダンスアース』を寄贈
東京・野方保育園の子どもたちに読み聞かせ
EXILE ÜSA（以下 ÜSA）が、2018 年

ダンス体操」のレクチャーも行われ、
『Choo

3 月 26 日、
「ピノキオ幼児社 野方保育園」 Choo TRAIN』のロールダンスやメチャク
チャダンスに子どもたちは思いっきり体を

をテーマに自身が作詞・作曲を手
掛けた曲。
「愛すべき未来へ」
は
「ひ

2017 年 9 月 13 日にパシフィコ横

とりの人間を思う気持ち、そして、

この活動は、
第一生命保険株式会社（以

ÜSA が保育園を訪れたのは初めてでし

浜で行われました。フォトセッショ

平和を願う気持ちを綴った曲」で、

下、第一生命）と LDH がタッグを組む社

たが、恥ずかしがらずにダンスを楽しんで

ンには、EXILE ATSUSHI も駆け

これから取り組んでいく社会貢献、

会貢献活動のひとつです。第一生命は待

くれた子どもたちと一緒に、楽しい時間を

付け、稲垣社長と固い握手を交わ

そしてその大きなテーマにもつな

機児童問題の解消に向けて保有不動産へ

過ごしたようで、
「自然と僕も笑顔になりま

しました。

がっていく楽曲として選曲しまし

の保育所、学童誘致に取り組んでおり、
「ピ

した」と振り返りました。また、絵本にも

た。

ノキオ幼児社 野方保育園」は第一生命が

ある擬音
『にょろにょろ』
や
『ガシャンガシャ

誘致した保育園です。

ン』に合わせて自由に体を動かして表現し

（東京都中野区）
に、
自身が手掛けた絵本
『ダ
ンスアース』を寄贈しました。

ATSUSHI は「これからの日本に

動かしていました。

記念式典」にサプライズで登場し、 向けて、特に未来の子どもたちに

寄贈イベントには、5 歳児と 4 歳児を合

てくれたことに対して「ダンスは決まりが

向けて、より良い社会を作ってい

わせた合計 24 名の子どもたちが集まって

なく自由なので、今回初めて保育園でダン

ちへのメッセージを込めた「愛す

けるように第一生命の皆様方、そ

くれました。イベントでは絵本『ダンスアー

スをして自分自身も勉強になった」と語り

べき未来へ」の 2 曲を披露しまし

して LDH とともに、幸せの輪や健

ス』を手渡ししたほか、読み聞かせも行い

ました。

康の輪、愛の輪を広げていければ

「ダンス」という世界
ました。ダンスを絡ませた読み聞かせには 『ダンスアース』は、

「道しるべ」と未来を担う子どもた

た。
「道しるべ」は東日本大震災の後に

と思っています」と願いを込めて

「自分にできることはないだろうか」 メッセージを送りました。

「道しるべ」
「愛すべき未来へ」の 2 曲を披露しました

想いで市民マラソンを応援しています。

うな歌詞で私たちにも応援歌になっていま

社 LDH JAPAN の社会貢献活動

ATSUSHI は同じ日、別会場で開

域活性化のサポートをしていきたいという

ループ女子陸上競技部 OG も参加し、マ

E-girls はプロジェクトのテーマソング

プロジェクトに協力・支援を行う

子どもたちも大喜びで絵本の世界に入り込

共通の言葉を通じて世界中を旅した ÜSA

んでいき、最後にはみんなで一緒にステッ

が、子どもたちへダンスのメッセージを送

プを踏んでいました。この日はまた「EX

るために作られた絵本です。

のマラソンに協賛しており、健康促進、地

行いました。トークショーには第一生命グ

『Run with You』を制作。
「背中を押すよ

民マラソン応援プロジェクト「Run with You」など両社が取り組んでいる

に関する包括連携協定の締結式は

催された「第一生命創立 115 周年

りました。

クチャーも受けました。

スポーツ振興に関すること

と考えた ATSUSHI が「日本の心」

で行われたランナー応援イベント「名古屋

レッチ、体幹を鍛えるストレッチなどのレ

・LDH 主催プロジェクト（EXILE CUP、DANCE CUP 等）
、第一生命市

――― EXILE ATSUSHI

室にも参加。50 名の参加者にエールを送

ラソンの楽しみ方や肩甲骨を動かすスト

・ダンス体操の普及や地域社会における健康増進の啓蒙活動など

「より良い社会を作っていけるように、幸せや健康、愛の輪を広げていきたい」

近隣小学校で開催していたランニング教

アンナの 3 名が 3 月 10 日、ナゴヤドーム

ソン」マラソン EXPO にてトークショーを

・第一生命が誘致する保育所に絵本の寄贈など

会課題解決に取り組んでいます。LDH は

に就任した E-girls の佐藤晴美、楓、須田

ウィメンズマラソン」
「名古屋シティマラ 「Run with You」プロジェクトは 19 会場

・両社協働で「ダンス教室」を開催

2017 年 9 月 13 日、第一生命保険株

トーク終了後は第一生命のブースを見
学し実際にフォーム診断を体験したほか、
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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！

プロサーファーの小川直久・幸男兄弟が
サーフィンを広める試みをスタートしました

EXILE ÜSA が渋谷区 PR ソングをダンスバージョンで振り付け
渋谷区の小学校や幼稚園の教諭対象にスペシャル講習も！

Crystal Kay が J1 ベガルタ仙台ホーム開幕戦で
国歌斉唱、恒例の復興ライブでもライブパフォーマンス

EXILE ÜSA（以下、ÜSA）が渋谷区の

Crystal Kay が 2018 年 2 月 25 日、宮

PR ソング「夢見る渋谷 YOU MAKE SH

城県仙台市のユアテックスタジアム仙台

プロサーファーの小川直久・幸男兄弟

ンス、仲間の試合の感想などをノートに

IBUYA」のダンスバージョンへのアレンジ

で行われた J リーグ、ベガルタ仙台対柏

企画の「SURFINʼ CONTEST CAMP be

まとめて発表。サーフィンというスポーツ

と振り付けを担当しました。この曲は「渋

レイソル戦で、国歌斉唱を行いました。

yond 2020」が、9月30日、
千葉県鴨川市

への心構え、サーフィンに向き合う自分を

谷区基本構想」に込められた思いや価値

2018 年のシーズン・ホーム開幕戦で、ハー

で開催されました。サーフィンが 2020

支えてくれる家族や仲間への感謝の気持

観、未来像を、大人から子どもまで、い

フタイムショーにも登場し、約 1 万 5000
人の観客と一緒に盛り上がりました。
また、

年の東京五輪で正式種目となり、注目も

ちなども講義に盛り込まれました。また、

ろいろな場面でいろいろなスタイルで楽し

高まる中で、
「サーフィン人口を増やした

よりよいパフォーマンスをするための陸上

く歌えるように作られた曲で、ダンスバー

い」という想いと、世界で活躍できる子

トレーニングについての指導も行われまし

ジョンでは、DANCE EARTH PARTY が

ÜSA は渋谷区立幡代小学校でダンスバー

イブ」でもパフォーマンス。
「仙台の皆さ

どもたちが育つことを目的としたもので、

た。

ボーカルを担当しています。2018 年度か

ジョンの特別講習会で講師を務めました。

ん、そして選手の方々に、歌を通して、た

熱唱。EXPG STUDIO SENDAI の生徒た

ら渋谷区の小学校でこの曲のダンスに取

当日は同区内の学校の小学校や幼稚園の

くさんの元気とパワーをスタジアム全体に

ちもサポートダンサーとして出演し、歌と

り組むことになり、2018 年 3 月 27 日、

教諭約 50 名が参加しました。

届けたい」とライブに臨むと、代表曲「恋

ダンスでエールを送りました。

コンテストの結果は、
サーフィン（実技）

サーフィンの実技と座学からなる 2 部構

の結果、午後の座学に参加する姿勢など

成で、保護者参観型で行われました。
実技は試合形式で、子どもたちがそれ

も評価され、上位 3 名が決定。優勝は渡

ぞれパフォーマンスを披露しました。それ

辺壱孔くんでした。3 名には鴨川市の工

に対して、小川兄弟が、良かったところ、

房で作られた波をモチーフとしたガラスト

改善すべきところなどを、一人ひとりにア

ロフィーやスポンサー企業から賞品が贈

ドバイスしました。

呈されました。

東京オリパラを盛り上げ「東京 2020 ライブサイト in 2018」
LDH 所属アーティストたちがライブパフォーマンスで参加

座学では、試合での自分のパフォーマ

ようこそ！ぼ
くらの
EXPG ST
UDIO へ

モンゴルの子どもたちとダンスで交流

1

3

/サインバイノ――――――！/

~
シャラ
シャラ ~
リ
チ
リ
チ
よ！
がする
いい音

試合前に行われた「ベガルタ仙台復興ラ

4

3 月 11日、福島県ビッグパレットふく

H 所属アーティストが参加しました。全国

しまにて行われた東日本大震災復興イベ

5 都市 7 会場で開催され、Crystal Kay、

ント『第 7 回「福魂祭」〜 FUKUSHIMA

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、

SOUL 〜 2018』に、コーラスグループの

DANCE EARTH PARTY（すべて東京）
、

DEEP が参加しました。

CRAZY BOY、
DOBERMAN INFINITY（と

このイベントは福島を想う地元の有志

もに福島）がライブパフォーマンスで盛り

が、福島を復興させる決意の再生イベン

上げました。ライブ中の MC で、平昌で

東京都会場（有明）でパフォーマンスする THE RAMPAGE

全力を尽くすアスリートたちにエールを送

場では、アーティストライブのほか、平昌

た 2017 年には「ふくしまの誇り こどもた

いこうというメッセージを込めて、彼らの

るシーンも見られました。

オリンピックの競技の生中継や録画放映、

ちの 未来のために」をテーマに掲げ、福

曲「未来への扉」と新曲の「SING」を歌

このイベントは、2020 年に迫ったオリ

東京大会での競技種目の体験コーナーな

島の復興を願い、福島を想うアーティスト

唱しました。

ンピック・パラリンピック東京大会への機

どが設けられました。イベントには、約 15

36 組が集結しました。DEEP もその思い

運の醸成を目的として行われました。会

万人が足を運びました。

に賛同し、希望を胸にさらに前へと進んで

STAFF's Voice
EXILE CUP

Ocean's Love
Q1．現在関わっているプロジェクトに参加した理由を教えて
ください。

ださい。

/

5

君、いい感じ！
サインバイノ――！
by 世界

最初は「参加してみない ?」と誘っていただき軽い気持ちで参
加しました。サッカーやフットサルの知識があまりなかったので
不安でしたが、スタッフ同士や各地の運営の方々が教えてくれる
ので、そんな心配は無用でした ! 2 年連続、参加させていただい
ているので、EXILE CUP が開催される夏が待ち遠しいです !

6

石原 萌さん

モンゴルの児童保護施設「太陽の子

子どもたちは同校の生徒たちと一緒に真

この日はチャリティーコンサートでも身に

イトのひとつになりました。モンゴルでも

どもたち」で暮らす子どもたち 15 名が

剣な眼差しでダンスレッスン。メンバー

着けていたという手作りの民族衣装を着

人気だという Kiroro の「生きてこそ」を

EXPG STUDIO TOKYOを訪問しました。 の世界らのユーモアと熱のこもった指導

て、伝統芸能であるホーミーや馬頭琴を

歌いだすと、子どもたちも生徒も加わっ
て、美しい合唱になりました。

子どもたちは施設を運営する資金を集

によって、ごく短時間で『Choo Choo

使った演奏や舞踊などを披露してくれま

めることを目的として行われている、恒

TRAIN』をマスターしました。冒頭のロー

した。生徒たちも自分たちが、普段練習

例のチャリティーコンサートのために来

ルダンス中、スタジオ前面の大きな鏡に

をしているダンスをパフォーマンス。お

日。日本滞在の最終日となる 2017 年

映し出された自分たちの姿を見て、楽し

互いに拍手を送り合いました。

11 月 12 日に、中目黒の EXPG STUDIO

そうにレッスンを受けていました。

TOKYO を訪問しました。

さい。
全会場、子どもたちの表情がすごく印象的です。開会式の EX ダンス体操では楽しそうに
笑顔で踊っていると思ったら、試合中のすごく真剣な顔や、悔し涙、
、本当にさまざまな表情
を見せてくれます。それぞれのチーム、一人ひとりの表情にドラマがあり、勝ち負けだけで
なく何かに真剣に取り組むことの大切さに気付かされます。

1 始めは挨拶から。
「サインバイノー！」
（モンゴル語で
「こんにちは」
）
と世界をはじめ FANTASTICS と Leola が元気に声をかけます 2 ダンスレッスンがスタート。
「EX
ダンス体操」でウォーミングアップしてから「Choo Choo TRAIN」のレッスンです 3 モンゴルの子どもたちもロールダンスをして大喜び！ 息もピッタリ！ 4 モンゴ
ルの子どもたちが伝統的な舞踏を見せてくれました。これまで見たことがないモンゴルのステップに、日本の子どもたちはもちろん、FANTASTICS と Leola もクギづけ
。短い時間だっ
です 5 Leola は「Rainbow」とモンゴルでも有名な Kiroro の「生きてこそ」を披露。子どもたちも自然に歌いだします 6 みんな笑顔で「ありがとう」
たけれど、お互いに楽しい時間を過ごせました

Leola によるギターの弾き語りもハイラ

モンゴルの子どもたちも日本の子ども
たちも貴重な時間を過ごせたようです。
LDH では、このような交流も積極的に
行っていきたいと考えています。

モンゴルの子どもたちはそれぞれ、モ

当日は、
同校の生徒らと、
EXILE の世界、 ンゴルの伝統的な音楽や歌唱方法、踊り
FANTASTICS メンバー、そして Leola

において、モンゴル国内でも優秀なプレ

が子どもたちを迎えました。モンゴルの

イヤーであり歌い手、そして踊り手です。

児童保護施設「太陽の子どもたち」とは… モンゴルダルハン市にある児童保護施設。2000 年に設立され、
貧困などさまざまな事情で行き場を失った子どもたちを保護するために 2008 年から日本のベルナチャイルドサ
ポートによる支援を受けている。6 〜 18 歳までの子どもたち 40 名ほどが生活をし、自分の力で生きていけるよ
うに勉強はもちろん、自立の一環としてモンゴル伝統芸能も学んでいる。

トして立ち上げたものです。7 回目を迎え

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。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！

Q2. 昨年行われたイベントで最も印象に残っているものを、その理由とともに教えてくだ
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東日本大震災復興イベント「福魂祭（フッコンサイ）2018」
コーラス・ボーカルグループの DEEP がライブ

「東京 2020 ライブサイト in 2018」に LD

Q １．現在関わっているプロジェクトに参加した理由を教えてく

！
り……
馬の踊
！
スゴイ

におちたら」
「Boyfriend ー part Ⅱー」を

Q3．活動に参加して良かったと思ったことと、大変だったことを教えてください。
炎天下での試合や運営が大変だと感じました。夏のスポーツ大会なので、スタッフ全員で
子どもたちが熱中症や大きな怪我にならないよう気を配っています。そういった中で、子ど
もたち・チームの関係者や応援に来ているご家族の皆さんが「暑い中ありがとう !」の一言を
かけてくださったり、皆さんが笑顔になってくれる事ですべて救われています。あとは普段
行くことができない土地の方々にお会いできたり、地元の名産を教えてもらったり、こういっ
たコミュニケーションがとれる事も大会運営の力になっています！

Q4． 社会貢献活動に興味を持っている人、活動中の人に向けてメッセージをお願いします。
難しいことはありません。スポーツが好き、身体を動かすことが好き、子どもたちの笑顔
が好きなど、その気持ちだけで十分だと思います。できることから取り組んでいけば喜んで
くれる方々がいます。愛と思いやりを持って、夢に向かって頑張っている子どもたちをサポー
トできる幸せがあります。皆さんのまわりにも同じような活動があればぜひ参加してみてく
ださい！

私には生まれつき心臓に障がいを持つ妹がいます。
「障がいが
あるから何もできない」
「普通の人とは違う」と決めつける人も
さん
います。小さい頃、私も障がいを持つ妹に対して何もできない
からと身の回りの事はすべてやってあげていました。そんな事から、
障がいを持っていても何かに興味をもったり、自分から挑戦するきっかけをつくってあげる
事ができたらと思いこのプロジェクトに参加しました。

渡邊 拓実

Q2．昨年行われたイベントで最も印象に残っているものを、その理由とともに教えてくだ
さい。
自分の担当していたチームの子どもではありませんが、まったく海に入ろうとしない男の
子がいました。その男の子のチームの人たちは何とかして海に入れようと言葉かけをしてい
ましたが、それでも海には入らず砂浜で座り込んでいました。よく見るとその男の子は何か
を探している様子でした。自分はその子が気になりそばに寄ってみると、たくさんの貝を集
めていました。その子は目をきらきらさせて「宝物を集めてるんだ」と教えてくれました。
海に入ってボードに乗る事だけがすべてではなく、その子自身の海の感じ方や興味があるん
だと感じました。だからこそ、その子にあった言葉かけで良さや世界観を広げてあげられる
ようにしていきたいと感じました。
Q3．活動に参加して良かったと思ったことと、大変だったことを教えてください。
大変だと思ったことは特にありません。さまざまな人がいて、いろんな考えの人がいます。
でも結局その日は子どもたちと素敵な 1 日を過ごすために集まった人たちばかりなので、準
備も活動中も最後まで遠慮しないで、子どもたちと向き合えますし、活動に参加した事で、
いろんな方と出会うことができて良かったと思っています。
Q4．社会貢献活動に興味を持っている人、活動中の人に向けてメッセージをお願いします。
社会貢献活動は、誰かの役に立つことができたり、関わった人の笑顔が見られたりという
良い事だけでは無いと思います。相手が話を理解してくれなかったり、怪我をさせてしまっ
たりとうまくいかない事があるかもしれません。でも、そこから視野を変えてどう関わって
いくかだと思います。社会貢献活動に興味がある人は、ぜひ、一歩踏み出して参加してくだ
さい。誰かのために参加したはずなのに、帰るころには自分自身が元気になってることが多
くあります。自分が考えている事よりずっと大きい出来事や発想に出会えてとても勉強にな
ると思います。

Dreams For Children

24

APRIL. 2018

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
2020 年東京オリンピック・パラリンピックまで、あと 2 年となりました。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 JAPAN 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。
また、ダンスカリキュラムによる自治体との協力協定も合わせて推進していきます。
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 JAPAN は、少しでも社会に貢献で
きるように、継続して活動をしていきます。
株式会社 LDH JAPAN 社会貢献部部長 一木広治

