


OKAYAMA MOVE UP　

3rd Anniversary
『日本を元気に !』というテーマのもと、活動を続ける JAPAN MOVE UP。
「二十一世紀倶楽部」や「TEAM2020」、そして各メディアとも連携し、夢
の課外授業や地方創生、首長ネットワーク、エンタテインメントなど様々な
活動を行っています。
　OKAYAMA MOVE UP は『東京から日本を元気に !』と掲げる TOKYO 
MOVE UP プロジェクトと連携し、『岡山から日本を元気に !』をスローガン
に掲げ、2013 年から岡山の「人 • 街 • 未来」を「社会的活動」と「エンタ
テインメント」で元気にするべく活動をスタート。そのひとつとして発行さ

れたフリーペーパーも今年で３年目を迎えます。
　本誌 OKAYAMA MOVE UP は『読んで元気に !』というテーマの下、ポ
ジティブな内容を主体とし、各界の著名人や芸能人、一般の方で【夢のを叶
えた人】、【今まさに夢を叶えようとしている人】、【これから夢に向かう人】
という「夢」や「ポジティブ」をキーワードに構成しているフリーペーパー
です。
　これからも、読めば “ 元気になれる !” “ 頑張ろう !” と感じて頂けるような
内容を掲載していき岡山をもっと元気にする為に発行していきます。



“MOVE UP” 活動の拡大が
未來の日本創りにつながっていく
　2007年から始まった東京から日本を元
気にするプロジェクト『TOKYO MOVE 
UP』。その中核となっていた 2016 年オ
リンピック・パラリンピック招致活動に続
き、2020 年のオリンピック・パラリンピッ
ク招致活動には、招致委員会事業 • 広報
アドバイザーとして参画しました。招致が
成功 • 開催の決まった 2013 年にスター
トした『日本を元気に ! JAPAN MOVE 
UP』。そして東京と連携する形で始まった

『OKAYAMA MOVE UP』も今年で 3 年

を迎えました。現在では「社会的活動」、「エ
ンタテインメント」、「スポーツ」の融合に
よる地方創生のモデルの一つとなり活動
しています。
　また『TEAM2020』首長ネットワーク
とも連携し全国各地で MOVE UP の活動
が拡大しています。今年は倉敷でも G7
倉敷教育大臣会合が開催される注目の年
です。OKAYAMA MOVE UPは2020年、
そしてその先にある未来の日本創りへ繋
がる活動を続けていきます。

OKAYAMA MOVE UP 総合プロデューサー

一木広治 KOJI ICHIKI 
株式会社ヘッドライン代表取締役社長 / 二十一世紀倶楽部理事・事務局長 / 夢の課外授業総合プロデューサー /2020 東京オリ
ンピックパラリンピック招致委員会事業・広報アドバイザー（2011年〜2013年） / LDH顧問エグゼクティブプロデューサー / ロー
ソン・ローソン HMV エンタテインメント顧問 / チヨダ顧問 / 総合 PR 会社 vector（ベクトル）顧問 / USEN 顧問 / ファインシー
ド顧問 / ベクトル顧問 / スリープセレクト顧問 / 白寿生科学研究所顧問 / 淑徳大学人文 学部表現学科客員教授 / 早稲田大学理
工学部 EDGE プログラム講師 / NEXT INNOVATOR2015 サポーター / 経済産業省 JAPAN MOVE UP ワーキンググループ・
プロデューサー

The history of Okayama Move up!

2013
January.11 
フリーペーパー『OKAYAMA MOVE UP』
創刊準備号発行
January.30
 「2020年東京にオリンピック・パラリンピッ
クを呼ぼう!」 TOKYO MOVE UP! トークイ
ベント開催
February.11 

『OKAYAMA MOVE UP』 Vol.1 発行
March.25  
神奈川県横須賀市 夢の課外授業
March.4  
YOKOSUKA Rising Sun Project 夢の課外
授業 SPECIAL @ 長井海の手公園 • ソレイ
ユの丘
April.6　
TOKYO FMラジオ『JAPAN MOVE UP su 
pported by TOKYO HEADLINE』スタート
May.11 
岩手県大槌町 夢の課外授業
June.18 
ラジオ公開収録『JAPAN MOVE UP -SP
ECIAL EDITION vol.1-』  ゲスト：山下健
二郎／今市隆二（三代目 J Soul Brothers 
from EXILE TRIBE）
July.28 

『未来への道 1000km 横断リレー』
August.2  
岩手県九戸郡野田村 夢の課外授業
October.11 
ラジオ公開収録『JAPAN MOVE UP -SPE
CIAL EDITION vol.2-』 ゲスト：ELLY ／登
坂広臣（三代目J Soul Brothers from EXI
LE TRIBE）
October.12 
ラジオ公開収録『JAPAN MOVE UP -SP
ECIAL EDITION vol.3-』 ゲスト：松本利夫

（EXILE）
October.14
 「スポーツ祭東京 2013」中学生 Rising Sun 

Project 夢の課外授業 SPECIAL 2013 発
表会 @ 味の素スタジアム
December.1  
夢の課外授業 チャリティ･キッズ ･ベース
ボールスクール 2013
December.4
福岡県筑紫野市 夢の課外授業
December.6  
北海道帯広市 夢の課外授業
December.7  
ラジオ公開収録『JAPAN MOVE UP -SPE
CIAL EDITION vol.4-』  ゲスト：EXILE TE
TSUYA（EXILE）
December.16 
福岡県福岡市 夢の課外授業

January.26
『TOKYO HEADLINE』舛添要一東京都知
事インタビュー 
January.28
 TOKYO MOVE UP! スペシャルトークイベ
ント『TEAM2020』 プロジェクト 100 万人
宣言ネットワーク
February.26 
東京都千代田区 夢の課外授業
March.14 
福島県会津若松市 夢の課外授業
March.23 

『TOKYO HEADLINE』石破茂 地方創生担
当大臣インタビュー
May.31

「夢の課外授業×KANKO DREAM PROJE
CT」
August.27
 『OKINAWA HEADLINE』安倍晋三首相イ
ンタビュー
October.20 
東京都練馬区 夢の課外授業
Nobember.11

『OKAYAMA MOVE UP Vol.11』加藤勝信 
一億総活躍担当大臣インタビュー

2014



MOVE UP の活動が皆さんの人生に
「わくわく・ドキドキ」＝「祭り」を
感じられる存在になりたい
　岡山出身ではない自分が、岡山の街に
長々暮らしてみて一番感じたことが、『お
祭』が少ないということです。お祭という
のは、大きな行事だけではなく、週末にデー
トや、お酒を飲むことなど、小さなこと、
いわゆる “ わくわく・ドキドキ ” すること
が少ないと感じていたんです。それは、夢
を持つ、夢に向かって頑張るということも
同じことが言えると思うのです。そんな想
いの中で、この活動を行うことで、岡山に
暮らす方が１つの楽しみに日々を過ごして
もらえたり、また実際に参加いただくこと
で、明日からの活力にしていただき、次の
お祭を楽しみに、また日々を頑張ってもら
えるような存在にしていきます。
　岡山という枠で言うと近県の方からも、
岡山にはすごいお祭があるんだなと感じて
もらえるきっかけになるものを創っていき
たいなと。当然、岡山に暮らす方々には、

OKAYAMA MOVE UP チーフプロデューサー

源 眞典 Masanori Minamoto

株式会社 HEADLINE WEST 取締役統括本部長

next stage
November.22  
中学生 Rising Sun Project  夢の課外授業 
SPECIAL 2014 発表会 @ スパリゾートハ
ワイアンズ
December.13 
山口県周南市 夢の課外授業
December.15  
福岡県福岡市、長崎県長崎市 夢の課外授
業

January.16 
鹿児島県鹿児島市 夢の課外授業
January.30 
ラジオ公開収録『JAPAN MOVE UP -SP
ECIAL EDITION vol.5-』 ゲスト：岩田 剛典

（EXILE ／三代目J Soul Brothers from EX
ILE TRIBE）
February.18

『TOKYO MOVE UP! SPECIAL オープン
トーク ~日本を元気に ! TEAM2020 ~』
February.26 
大阪府茨木市 夢の課外授業
February.28 
ラジオ番組『JAPAN MOVE UP support
ed TOKYO HEADLINE』 放送 100 回突破
March.6 
東京都板橋区 夢の課外授業
May.23

「OKAYAMA MOVE UP! SPECIAL オ ー
プントーク－岡山から日本を元気に！
TEAM2020 －」
June.16  
東京都足立区 夢の課外授業
July.7 
車いすバスケ体験を通してパラリンピック
の魅力を伝えるカリキュラム×夢の課外授
業 第１回（講師 パラリンピアン 根木慎志）
July.14  
ラジオ公開収録『JAPAN MOVE UP -SPE
CIAL EDITION vol.6-』ゲスト：EXILE ÜSA
／ EXILE TETSUYA ／ Dream Shizuka（D 

ANCE EARTH PARTY）
September.19　
DANCE DANCE DANCE @ YOKOHAMA 
2015　中学生 Rising Sun Project ～夢の
課外授業 SPECIAL2015 ～発表会 @日産
スタジアム
September.29 
福岡県福岡市 夢の課外授業
September.30 
福岡県福岡市 夢の課外授業
October.2 
神奈川県厚木市 夢の課外授業
Nobember.6 
福岡県福岡市 夢の課外授業
Nobember.11 

『OKAYAMA MOVE UP Vol.17』伊東香織 
倉敷市長インタビュー
Nobember.21 
ラジオ公開収録『JAPAN MOVE UP -SPE
CIAL EDITION vol.7-』ゲスト：Aya ／ Shi
zuka ／ Erie（Dream）
Nobember.27  
車いすバスケ体験を通してパラリンピック
の魅力を伝えるカリキュラム×夢の課外授
業 第２回（講師 パラリンピアン 根木慎志）
December.4 
福岡県福岡市 夢の課外授業
December.12&13 
岩手県上閉伊郡大槌町 夢の課外授業スペ
シャル

February.18 
福岡県福岡市 夢の課外授業
February.19 
福岡県福岡市 夢の課外授業
March.11 

『OKAYAMA MOVE UP』 Vol.19 発行

2015

2016

岡山にはすごいお祭があるんだという気
持ちを持っていただき、それがきっかけで、
誰かが元気になるような、新たなお祭を
創るネットワークが広がっていけばと願っ
ています。
　そんな中、一歩ずつではありますが、共
感していただける皆様が増えてきて、活
動開始から３年を迎えることができている
ので、今後もお祭を通じ、どんどんネット
ワークを広げていきたいと思います。
そして、日本中を巻き込んだ最大のお祭は、
2020 年の東京五輪になると思うので、そ
の１つの節目に向けて、その瞬間を本気で
楽しめる個々の感覚がもっと広がっていけ
るように、日々取り組んでいきます。
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二枚目役で知られながらも、新作ドラマ『初恋芸人』では怪獣
の着ぐるみ姿でキーマンを好演。俳優として幅広く活動するだ
けではない。あるときは、どんな人の心にも飛び込んでいく気
さくな旅人。またあるときは人気アーティストにも曲を提供す
るソングライター。そのボーダーレスな才能の源泉とは…!? 
多面的な魅力にあふれる俳優・内田朝陽に、3つのキーワード
で迫る！

内田朝陽さん、
“ネタ帳”見せて！

なぜそんなに多才なの !? 
噂の万能型俳優をひもとく、3つのキーワード

内田朝陽　Uchida Asahi
1982年 5月30日生まれ。東京都出身。2000
年2月、21世紀ムービースターオーディションで
グランプリを受賞。映画『死者の学園祭』で俳優
デビュー。以後、『どんど晴れ』、『精霊流し』、ライブ・
スペクタクル『NARUTO ―ナルト―』など数々の
ドラマ・映画・舞台に出演するほか、旅番組『の
んびりゆったり 路線バスの旅（NHK総合テレビ）』
にもレギュラー出演中。

撮影・神谷渚
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Artist ―アーティスト―

POSITIVE ITEM

Breakthrough ―打破―冒険はマリリン・マンソンから始まった

『初恋芸人』で演じた謎すぎるキャラ、怪獣ガラバン

苦手なもの、知らないコトの先を知りたい
　役者としての幅広さはもちろん、表現
者として多彩な魅力を持つ。
「子供のころに僕が一番なりたかったもの
は、料理人かミュージシャン。実家がレ
ストランなので、幼稚園ぐらいから料理人
になりたいと思っていました。小学校のこ
ろには“近くの農家や店の庭で採れた新
鮮な野菜やハーブを使う”とか “1年の半
分は世界中を旅して現地でレシピを学ん
だり伝えたりする”とか、かなり具体的に
考えていました。だから今も山菜などに、
けっこうくわしいんです（笑）。それと同
時にエンターテインメントはずっと好きで
した。小学校の終わりくらいかな、マリリ
ン・マンソンにハマりまして。音楽だけじゃ
なく世界観から作り上げてしまうってすご
い、と思ったんです。1999年の来日ライ

「子供のころから海外のエンタメにも親
しんでいたせいか、海外国内というボー
ダーが自分の中にあまり存在しないんで
す。でも実は、早い段階で一度、英語に
挫折してアメリカ嫌いになっているんです
よ（笑）。インターナショナルスクールに
通う幼なじみがいて、僕も小学校のころ
ランゲージスクールに通っていたんです
けど、僕のほうは小学校レベルの英会話
で止まってしまい向こうは逆に日本語を忘
れていった。いつのまにか会話も合わな
くなり、彼が家の都合でアメリカへ渡って
からは、英語が嫌いになって勉強するの
を辞めてしまったんです。でも高校になっ
たころ、また会いたいなと思うようになっ
た。それで、会いに行くためにまた勉強し
始めて、高校の終わりくらいから一人でア
メリカに遊びに行くようになりました。再
会したときは、僕も英語で話ができたし、
向こうもアメリカに行ってから日本語を勉
強していた。すると今度は、お互いの
友達を紹介し合うことができるんです。
世界がどんどん広がっていって、それ
まで感じていた壁をブレイクスルーで
きた。実際、言葉や文化の壁ってけっ
こうシビアなんですよね。文化による価

ブに行ったんですが、目の前に恐竜が出
てきたかのような衝撃を受けました。同じ
人間なのに、ステージに立っている彼とこ
ちらとでは存在意義が絶対的に違う。ど
うせ生きて死ぬのなら、マンソンと友達に
なってから死にたい。一緒に飯を食った
りする仲になりたい、と思ったんです。で
はどうするか、まずは芸能界に入ろう、と
（笑）。僕は昔から、この人すごいなと思う
と作品だけでなく、話していることや持っ
ている世界観も知りたいタイプ。だからプ
ロフェッショナルというか仕事人タイプの
人より、アーティスト的な人に引きつけら
れるんです。思えば、料理人にしても職
人肌の人より芸術家的な料理人になりた
かったですし、役者としてもアーティスト
性を感じる人に引かれます」

値観の違いや、宗教観の衝突もある。そ
れでも、そういうものを全部ひっくるめた
うえで、やっぱり話ができるのは面白いと
思うようになったんです」
　内田の中に生まれた、一つの確信。
「壁を壊すこと、新たなものに挑戦するこ
とは、俳優にとっても重要なことだと思っ
ています。今度のドラマ『初恋芸人』では、
自称・怪獣のお笑い芸人を演じてます（笑）。
僕にこんな役をと言ってくれるなんて、確
実に面白い人たちに違いない、ぜひ一緒
に仕事をしたいと思ったんです。怪獣姿
の僕が映っていると一見どういうドラマな
のと思われるかもしれませんが（笑）、す
ごく一生懸命さが伝わる素敵な作品です。
難しかったのは、あくまで笑わせることが
目的ではなく、“笑わせようとするけど微
妙 ”な芝居で、テレビの前の人に笑って
もらうこと。売れない芸人ならではの間や
テンポも、専門の指導を受けて練習しまし
た。そのおかげか、お笑いライブのシーン
を撮影するときには観客役のお客さんか
ら“微妙…”とか “意味が分からないんだ
けど”というリアルな反応を頂きましたね
（笑）」

内田朝陽　最新情報
◆NHKBSプレミアムよるドラマ『初恋芸人』
3月1日放送スタート BSプレミアム　毎
週火曜　後11時15分～（全8話）
◆映画『マザーレイク』2016年夏公開
◆『#The Encounter』（仮題名）4月上旬か
らGoGetterzでOA

「怪獣ガラバン、本名不明です（笑）。ガラバンという怪獣として生きて
いる人物です。そもそも怪獣ガラバンを広めるために芸人をやっている
のであって、本人的には怪獣としての生き方を真面目に語っているだけ
という（笑）。相当エキセントリックなヤツなんですが、けっこうポジティ
ブで、いいことを言うんです。お笑いをなめてると言われても、お笑い
の定義なんて誰が決めたのか、僕は自分らしく生きようとしているだけだ
から細かい定義はどうでもいい、僕は自分らしく生きようと決めたときか
ら幸せです、というような。まあ、いくらカッコいいこと言っても怪獣の
着ぐるみ姿なんですけど（笑）」
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Journey ―旅―
帰るべき場所があり、行くべき旅がある
　内田が越えた壁の一つに、今では彼の
魅力を語る上で欠かせない、旅番組の仕
事がある。
「最初はすごく苦手意識を感じていたんで
すけど、そう感じるということはそれが自
分のウイークポイントだということ。つま
りこれをクリアできれば自分はまた成長で
きると思ったんです。そうして続けている
うちに、初めて出会う方から面白い話を
伺うことができたり、新しい発見を楽しめ
るようになっていました。普段から頭を柔
らかくしていることが大切なんだと思いま
す。もちろん、カメラが回っていることは
意識していますし、番組として成立させる
のが大前提ですけど、カメラの向こうだけ
を意識して取り繕っていたら、自分の目の
前にいる方に心を開いてもらえない。だか
らロケでは24時間、そのままでいられる
状態を心がけています。突然、何かが起
こってカメラを向けられても、慌てて仕事
用の顔を取り繕わずに済みますから（笑）」
　そんな経験を重ねたからこそできた仕
事が、今年公開される。盟友・山田孝之
とともにアメリカ大陸各地を巡った旅の映
像。
「15日間かけてアメリカ大陸各地を回り、
海外に飛び出して活躍中の日本人、日系
人の方を訪ねました。皆さんのお話を伺っ
ていて思ったのは“やれるかどうか”では
なく“やるかやらないか”という考え方を
するってこと。それと、すごく考えるとい
うこと。無鉄砲な人は誰もいない。考えて
行動している人たちばかりです。思慮深さ
と行動力のバランスがとれているというの
かな。本当に多くのことを学びました」
　内田と山田の行動力も見どころ。

「実は自分たちの企画だったので、取材交
渉や手配、荷物運びまでほぼ自力。僕と
孝之とアメリカ在住の日系人監督と、と
きどきアシスタントが1人。僕ら含めメ
ンバーは最大4人（笑）。基本的に監督
が音声を取りながらカメラを回しているの
で、機材を車に置いておけないときは撮
影中も僕らが機材を運んでしたし、街歩
きでは2人それぞれにワイヤレスカメラで
音をとっていたんですけど当然、音声さん
なんていないので自分で録音機材のバッ
テリーを確認したりして（笑）。普段、現
場にいるスタッフさんたちの苦労を、改
めて感じましたね。とにかく何もかも本気
で向き合った旅でした。場所によっては
シャッターの降りるホテルを探す、という
ような安全確保から、コロンビアでラーメ
ン店をやっている人に会うまでラーメンは
食べない、みたいなことまで（笑）。僕ら
自身の人生に影響する旅をしよう、と言っ
ていたんですけど、まさにそういえるもの
になりましたね。普通なら俳優が敢えてや
る必要もないことかもしれない。でもやっ
たことがないことは、やる価値があること。
今回、僕と同じように面白いと感じてくれ
て一緒に旅に飛び込んでくれた孝之には
本当に感謝してます。それと、これは俳優
をやっていたからできたことでもありまし
た。芸能界での経験と周囲のサポートが
あって、一つの作品として完成できた。デ
ビューから今日までの、一つの集大成とも
いえるかもしれません」
　表現者にして探究者。それが彼が多才
である理由なのかもしれない。尽きない彼
の好奇心はこれからもファンを決して退屈
させないはずだ。

内田朝陽さんから読者3名にサイン色紙をプレゼント！
応募・詳細は24面にて。

内田が海外で出会った「岡山」
「このロードムービーの撮影しているとき、ロスでレッドカードのジーンズを頂いたん
ですよ。レッドカードって国産にこだわってて、岡山で加工してるんですよね。ロス
のブランドも倉敷にジーンズの縫製とか加工をオーダーしてるところはけっこう多い
とか。アメリカ製でも実質、岡山産ですよね（笑）」
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根木
慎志
　両親ともに岡山県生まれで、自身も5歳まで岡山市内に住んでいた根木。
その後、両親の仕事の都合により、奈良県に引っ越し、柔道、水泳、サッ
カーなど、さまざまスポーツで優秀な成績を残す。しかし高校3年生の時、
事故により脊髄を損傷、以後車椅子生活に。入院中、車椅子バスケットボー
ルの選手によるスカウトをきっかけに、車椅子バスケットボールに出会い、
選手生活をスタート。2000年に開催されたシドニーパラリンピックでは、
男子車椅子バスケットボール日本代表に選ばれ、キャプテンを務める。現在
は、米国にて車椅子バスケットボールのコーチングを学び若手選手の育成を
行っている。日本パラリンピアンズ協会副会長、スポーツ庁審議委員などを
務め、障がい者スポーツの発展に尽力。また、夢の実現、スポーツの素晴ら
しさ、障がい者と社会との関わりなどにつき、全国で講演会や車椅子体験会
などを行っている。そんな根木がシドニーでの秘話や2020年、東京オリ
ンピック、パラリンピックについて語る。

Shinji Negi

シドニーパラリンピック男子車椅子
バスケットボール日本代表キャプテン

撮影協力・東京体育館　撮影・蔦野裕
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　岡山で5歳まで過ごし、奈良に引っ越
してから、小学校時代は柔道、中学時代
は水泳、高校ではサッカーをやっていまし
た。柔道と水泳ではそれなりの成績を残
していましたが、高校3年生の時に事故
をして、下半身不随になってしまった。生
きているのが奇跡と言われるほどの大事
故で、自分も両親も親類も泣くばかり。こ
れから先、足が動かなくなってどうやって
生きていこうって…。そんな時期に、のち
のチームメイトが車椅子に乗って病室に
来て、とにかく車椅子バスケのことをぶ

　20歳で退院して、車椅子バスケを始め
て、日本代表でパラリンピックに行けたの
が 36歳。16年かかっているんです。最
初はソウルで、その後バルセロナ、アトラ
ンタと続くんですが、いつも最終選考で
落とされた。アトランタの時は自分もです
が、周囲も絶対に行けるという雰囲気だっ
たので、もう悔しくて、悔しくて。今考え
ると実力がなかっただけなんですが、コー
チは恨むし、チームメイトは否定するし、
オリンピック、パラリンピック自体意味が
ないって。だからテレビも見なかった。で

わーって熱く語るんです（笑）。それがね、
あっけにとられながらも、すごく輝いて格
好良かった。どうやら「18歳でいろいろ
スポーツやっていた子が入院したらしい
ぞ」って個人情報がダダ漏れだったみた
い（笑）。で、最終的にチームの可愛いマ
ネジャーが来て、車椅子バスケットボール
を頑張ったら、タダで外国に行けると。そ
こで心が揺らいだんですけど、とどめに車
椅子バスケットボールは無茶苦茶モテる
と。それで即、「分かりました。車椅子バ
スケやります」（笑）って。

もたまたまテレビをつけたら開会式の入場
をやっていて、仲のいい選手がVサイン
しているのが映った。その時、涙が出て
止まりませんでした。それは悔し涙じゃな
くて、夢をかなえた人が輝いている感動の
涙。車椅子バスケっていう素敵なものが
あったからいろいろな経験ができ、出会い
があったのに、それを全否定していた自分。
かたやずっと頑張って夢をかなえた人。そ
れを見て、もう一度夢を見たいと思った。
そして4年後は行くって決まったんです。
自分の中で。

元気の源は “ 人 ” 。出会った人　みんなと友達になるのがライフワーク

Special Interview

車椅子バスケットボールとの出会い 念願のシドニーパラリンピック

Shinji Negi
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　シドニーに行くと決まってからは、それ
までの何倍も練習をしましたが、全然苦し
くなかった。行くための準備をしているの
で、楽しくて仕方がない。それまでは選考
会は周りがみんな敵だと思っていたけど、
行くと決まっていると、この中の誰かとチー
ムメイトになるんだと思える。すると今ま
で敵だと思っていた人と協力できるし、励
ましあえる。それまでは代表に選ばれるこ
とがゴールになっていたけど、代表になっ
て世界で戦うことが目標なので、合宿で
競い合っているような人間なんて選ばれ

　ちょうど今、リオの選考中とか、代表
の内定が出るころだと思います。選ばれ
た選手には、しっかりと夢を持って信じて
やり続けてほしい。リオの活躍が 2020
年の東京大会を盛り上げると思うので頑
張って。自国でオリンピック・パラリンピッ
クをやる機会はあまりないので、やる選手
はもちろん、見て、支えてみんなが1つ
になって楽しめる大会になればいいと思い
ます。僕はもともとスポーツが大好きで、
でもできなくなって心が折れたこともあっ
た。それは誰もが経験することで、僕もこ

ない。そんなふうに気持ちが切り替わった
ら、より先を目指したトレーニングができる
し、なによりメンタルが大きく変わりました。
最終的に代表になって、キャプテンにも選
ばれましたけど、自分の中では決まってい
たことなので、当然という気持ちでした。
シドニーでは、もちろん勝つことが第一で
すが、アトランタでVサインをしていた是
友京介とVサインをするという夢もありま
して（笑）。結果？　バッチリVサインでテレ
ビに映りました。無理やりカメラの前に出
ていったので、お叱りは受けましたが（笑）。

れからもあると思う。でも元気になれたの
もスポーツのおかげだし、個人競技であっ
てもスポーツはチームで戦うものなので、
絶対に一人じゃない。つらくてうつむき加
減になったら、どうしても周りが見えなく
て自分ひとりの気分になるかもしれないけ
ど、周りにはいっぱい人がいて、応援して
くれていると思うとワクワクします。自分
以外の所に目を向けることで素敵に生きて
いけると思うので、広い視野を持って物
事を見てほしいと思います。

元気の源は “ 人 ” 。出会った人　みんなと友達になるのがライフワーク

夢を叶えた大舞台 オリンピック、パラリンピックを目指す人、そして読者にメッセ―ジを！
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DREAM ARTIST 
Special Interview Column

Vol.10 SOLEIL（ソレイユ）

岡山生まれのシンガーソングライター・玉川洋輔が聞く！

1st シングル「 雨 」発売中！
二度と繋がれない君を想い続ける…もう叶わないとわかっていても。
儚くも切ない極上のバラードソング。【価格】3 曲入り ¥1000（税込）
Ameba：http://ameblo.jp/0912yosuke1225/
facebook・Twitter ・Instagram：玉川洋輔で検索

インタビュアー：玉川洋輔

SOLEIL（それいゆ）プロフィル
　2015 年 11月1日結成。ゴスペル出身の力強くも優しい歌声で聴かせるボーカルリス
トの SolLa（そら）と岡山が生んだ天才バイオリニスト SHOGO（しょうご）の 1ボーカル
1バイオリンユニット。
　太陽の意味を持つユニット名の由来は「みんなの明日への希望、目標、生きる力に
なれる音楽を」を意味している。結成数カ月にして関西で有名なライブハウス「なんば

Hatch」にてワンマンライブが決定。また、バイオリ二
スト SHOGO は今年念願であった世界デビューを果た
すなど、勢いの止まらないいまだかつてないユニット。

初の単独公演『DREAM』開催決定！
【日程】5 月 30 日（月）18 時開場　19 時開演【会場】なんば Hatch（大阪）
【料金】前売り 3000 円　当日 4000 円
※チケットは、路上ライブ、その他ライブ開場での手売り販売、もしくは Mail でのチケッ
ト取り置き予約、郵送で販売。メールでの連絡は（soleil.sv2@gmail.com）で。

玉川：SOLEIL はバイオリンとヴォーカル
からなるユニット。ヴォーカルは SolLa（ソ
ラ）さん、バイオリンは以前このコーナー
にも登場していただいた SHOGOさんで
す。2人がユニットを組むことになったきっ
かけを教えてください。
SHOGO : ファーストコンタクトは、大阪
のストリートですよね。場所がたまたま一
緒になって。
SolLa：隣りでやっていっていいですかっ
ていうから、どうぞって。そしたら、普通
は 2 〜 3 メートルは距離を置くんですけ
ど、SHOGO 君は真横で準備を始めて、
僕の看板の横に自分の看板を立てだすよ
うな勢いで。なんだこの人、距離感近い
やつだな、って思ったのが最初の出会い
で…（笑）。それから大阪でストリートライ
ブをするときは一緒にやるようになって、
僕が SHOGO 君の CD の物販を手伝い、
SHOGO 君は僕のワンマンライブの集客
を手伝ってくれました。そのうち、お客さ
んから 2 人でやってる CD はないのかっ
て言われるようになって。でも僕は、ワー
ルドデビューも決まっている SHOGO 君

玉川：着実に夢や目標を叶えつつある？
SHOGO：僕の一番の夢って、ストリー
トから世界にいくこと。それを考えると、
夢がひとつ叶ってる。ストリートで出会っ
た人からの案件で海外公演が決まったり、
アジアツアーも決まったから。次はヨー
ロッパ。いつか SOLEIL で行けたらいいな
と思っています。
SolLa：夢を歌い、夢を語っているけれ
ど、そこに聴いてくれる人がひとりでもい
たら、それはもう僕たちのものだけじゃな
くなるんです。僕の夢が、SOLEIL の夢
になり、聴いてくれる人みんなの夢になっ
ていく。自分の夢が自分ひとりの夢でなく
なった時から、本当の夢になるんじゃない
かって思うんです。SHOGO 君はそれを一
緒にできる相手、そう思うんだよね。
玉川：5 月に初のワンマンライブが決定。
会場は大阪のなんばハッチです。
SHOGO：僕らの音楽を聴いてくれる人

on Starting Point ― SOLEIL のはじまり― on the very First Show  ― 初ワンマンに向けて―
「僕たちなら高い壁を越えていける」 「ライブハウスで一番のライブをしたい」

の隣りに立つ資格はないと思っていたん
です。 しかも、そのタイミングで僕が開
催を決めていたワンマンライブに目標人
数が集まらなかったら、音楽を引退する
とまで宣言していたんです。それが、な
んとワンマンライブで目標の 200 人分の
チケットが完売。その時に、ストリートで
SHOGO 君と出会ってから２人でコツコツ
とやってきた光景が頭の中を巡り巡って。
そんな日々の中で生まれた２人の想いが

「SOLEIL」の結成へと繋がったと思います。
SHOGO : 本当に短い時の中で、濃い時
間を過ごしてる。そんな僕たちなら、これ
から立ちはだかる高い壁だって越えていけ
ると思っていますよ！
玉川：2 人は SOLEIL 以前にユニットの
経験がありますけど、それを踏まえて、
SHOGOさんとSolLaさんだからできると
思うことはありますか？
SHOGO：本当に近い将来、2 人で大阪
城ホールに立ちたいと思っています。
玉川：それは大きいですね！

は小さな子供から70歳を超えた方たちも
いるので、座席を入れて約700席。でも、
この人（SolLa）とだったら埋められる気
がするし、できるところを見せつけたい。
だけど、何よりもさ、出会ってくれた一人
ひとりの人、ストリートライブを聴いてく
れた人、みんなが後押ししてくれたからこ
そ、挑戦できることなんです。一番のライ
ブをしたいと思ってます。
SolLa：ストリートで歌ってるミュージシャ
ンが、ライブハウスでチケット代をいただ
いてライブをやるっていうのは、ちゃんと
聞いてもらえるスタイル、届けやすいスタ
イルでってことだと思います。SHOGO 君
と音楽をやると楽しいということは忘れず
にやりたいです。楽しむ僕らにお客さんが
反応してくれること。それだけで最高です。
SHOGO：フルバンドで、ストリングス
も入っていて……すごいですから！

「一緒に音楽をするとすごく楽しい。それが、僕らのモチベーション」

SHOGO SolLa

   OKAYAMA MOVE UP
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   OKAYAMA MOVE UP

神奈川県横須賀市出身。19歳からダンスを始め、横須賀、横浜、東
京などのクラブイベントで活動。ダンススクール「EXPG」にてイン
ストラクターをしながら､ さまざまなアーティストのバックダンサー
として活動。2007年1月､ 新生 J Soul Brothersのメンバーに抜擢
され、2009年2月にデビュー。同3月1日からはEXILEのパフォーマー
として多方面で活躍。

年を重ねて成長し、いろいろな経
験をしてたくさんのモノを得ると、

それと同時に他の可能性を閉ざさなけ
ればならなかったり、何かを捨てなけ
ればならない時があるといいます。

　僕もそれが普通だと思っていたし、
むしろ当たり前だとも思っていたので
すが、先日ある人と話をしていたら、「大
人になっていろいろな経験やモノを手
に入れたように感じるけれど、実はそ
れ以上にたくさんのモノを失っている、
だから産まれたばかりの赤ちゃんはす
べてを持ち合わせた最強の自由なアー
ティストだと思う」と言っていました。
　その言葉は僕の心をドキッとさせ、
そしてワクワクもさせてくれました！

　確かに子どもの発想にハッとさせら
れることが度々ありますし、自由でい
いなぁなんて思うこともあります（笑）。
自由でいいなぁと思うってことは、自分
は何かを我慢しているってことにも気
付かされます。

　でももし本当に何かを失っていると
したら、それを失わないように大切に
守るのではなく、常に攻めの姿勢で可
能性の扉の鍵を開けまくって行きたい

なぁと、昨日メンバーの直己と食事を
しながらそんな話をしていました（笑 )。
　先月肩の手術をした僕は、いま現在
も踊れず、リハビリの毎日を過ごして
いて、1日でも早く治すという可能性に
かけています。とはいえ、術後の経過
もリハビリも順調で心配はないのです
が、正直焦ってしまったりする日もあり
ます（笑）。調子の良い日、なかなか上
手くいかない日、それぞれありますがこ
れだけ自分の身体と向き合うこともあ
まり無いので、この先、一生一緒に踊っ
ていく身体としてゆっくり語り合いなが
ら付き合って行こうと思っていますの
で、どうかご心配なさらずに気長に待っ
ていて頂けるとうれしいです。

　そんな踊れない時期だからこそでき
ることもたくさんあって、実は忙しい毎
日なんです（笑）。THE SECONDの
ファンクラブ限定イベントも始まりま
すし、その準備やEXILEメンバー会
議もしたり、DANCE EARTH PARTY
の打ち合わせやE.P.I.の活動など、楽
しみがたくさんなのですが、そんな中、
先日マドンナさんのライブを見てきまし
た！　世界最高のエンターテインメン
トといわれるSHOWは、ステージも演
出も歌もダンスも本当に見応えがあっ

て純粋に楽しかったです（笑）。やっぱ
りいいステージを見ると無性に踊りた
くなってしまいますが、そこは我慢我
慢（笑）。とにかく打ち合わせやインプッ
トをめちゃめちゃ溜め込みたいと思って
います。

　そしてもう一つ楽しかった出来事は、
1月4日から赤坂サカスに出店してい
たAMAZING COFFEE。2月14日の
バレンタインデーまで、無事に終了す
ることができました。本当にたくさん
のご来店ありがとうございました！ 店
内の装飾や豆のブレンド、新メニュー
やグッズなど自分のやりたい世界観を
自由にプロデュースさせて頂きました
が、スタッフのみんなとの連携で日々
進化させることができましたし、皆さ
んからのメッセージが本当にありがた
かったです！ まだ東京にしか出店でき
ていないので、これから機会があれば
ぜひいろいろな場所での出店も目指し
て行きたいと思いますので、引き続き
AMAZING COFFEEをどうぞよろしく
お願い致します。

　そんなこんなで現在、踊れない自分
をエンジョイしていますので、来月の
DANCEの道もお楽しみに(^o^)v

子どもはすべての
可能性を持っている第43回

EXILE TETSUYA“男を上げる”Monthly Column supported by ANGFA

（TOKYO HEADLINE vol.661　2016.2.22発行号より）
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