
 
2016 年 2 月 10 日 

報道各位 
The Gary Player Invitational, SOK Japan 実行委員会 

 

 

特報   緊急追加参加  決定！̶̶̶̶̶̶̶̶̶   
世界の歌姫エンヤ、今年年３／２２（⽕火）  

チャリティパーティー出演で   来⽇日！  

代表曲を歌い、東北北の⼦子ども達を⽀支援  
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
 
The	 Gary	 Player	 Invitational,	 SOK	 Japan 実行委員会（実行委員長	 竹下亘・衆議院

議員	 前復興大臣）は、２０１６年３月２２日（火）に開催する東日本大震災被災児童

自立支援・震災５年チャリティ企画「The	 Gary	 Player	 Invitational,	 SOK	 Japan」の

チャリティオークションディナー（開催会場：グランドプリンスホテル新高輪「飛

天」）に、世界の人々から世代を超えて愛され続けてきたアイルランド出身・世界最高

峰の歌姫エンヤ（アイルランド出身）の出演を決定した。http://support-our-
kids.org/gpi/	 
	 

東日本大震災の被災児童自立支援「Support	 Our	 Kids」プロジェクトに共感したエン

ヤが、震災５年を迎える今年３月に同プロジェクトの活動に協力する為に来日し、世

界的大ヒット曲「オリノコ・フロウ」などを歌い、東北の子ども達を支援する。	 

http://support-our-kids.org/ 
 
当日は、アイルランド大使をはじめ、同プロジェクトを支援する各国の大使やプロゴ

ルファーのゲーリー・プレーヤー氏、歌舞伎役者の片岡愛之助氏も参加。森高千里ミ

ニライブ、ポール・マッカートニーやエリック・クラプトンなど世界のセレブリティ

のサインギターなどが出品されるチャリティオークションなども予定されており、国

内外のセレブリティが力を合わせて東北の子ども達に想いを寄せる。	 
	 

※参加方法など、詳細は別紙ご参照下さい。	 

	 
〈本企画に関するお問合せ〉 

The Gary Player Invitational, SOK Japan 事務局 

03-6272-6252 / sok@jidai.or.jp 
http://support-our-kids.org/gpi/ 
〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-12-6 ミツリ麹町ビル 3F 
(特定非営利活動法人	 次代の創造工房内) 
	 
 



 
 
資 料 

 

◆アイルランド出⾝身・世界的歌姫エンヤ  とは  
〜～被災地の⼦子どもたちを⽀支援する  ⼀一夜限りのチャリティディナーに来⽇日！世界を感動させた

歌声で東北北の⼦子ども達にエールを送る  〜～	 
	 

アルバムのトータルセールスは 7500 万枚以上、グラミー賞４度受賞と輝かしい実績を誇る。 

今回の来日では、エンヤのファンのみならず誰もが知る世界的大ヒット曲「オリノコ・フロウ」や、最新アルバム

『ダーク・スカイ・アイランド』の「エコーズ・イン・レイン」など、珠玉のレパートリーが披露される予定。 

 

アイルランド北部ドニゴール州グウィドー生まれ。87 年アルバム『ケルツ』でソロデビュー。 

88 年 1st アルバム『ウォーターマーク』でメジャーデビュー。 

シングル・カットされた「オリノコ・フロウ」が世界中で大ヒットを記録。91 年 2nd アルバム『シェパード・ムーン』

を発表、イギリスで１位を記録するほかアメリカでもビルボード・チャートに計 199 週（約 4 年！）チャート・イン

という超ロング・セールスを記録。 

日本でＣＭソングともなった「エニウェア・イズ」収録の 3rd アルバム『メモリー・オブ・トゥリーズ』（95 年）に引き

続き、97 年には彼女の約十年間の足跡をたどった初のベスト盤『ペイント・ザ・スカイ』を発売。日本だけでも

200 万枚近い空前のセールスを記録。 

20 世紀最後の作品となった 4th アルバム『ア・デイ・ウィズ・アウト・レイン』は映画『スゥイート・ノベンバー』の

主題歌となる「オンリー・タイム」や、邦画『冷静と情熱のあいだ』主題歌「ワイルド・チャイルド」等を収録。 

2001 年には、大ヒットを記録した映画『冷静と情熱のあいだ』の公開にあわせ、期間限定でリリースされた日

本独自企画盤『フォー・ラバーズ～「冷静と情熱のあいだ」テーマ曲集』（※現在生産終了）も大ヒット。 

2005 年、5th アルバム『アマランタイン』をリリース。日本でも 60 万枚のセールスを記録。 

2008 年、6th アルバム『雪と氷の旋律』をリリース。収録曲の「ありふれた奇跡」がエンヤにとって世界初のＴＶ

ドラマ主題歌となる。（2009 年 1 月 8 日（木）スタートのフジテレビ開局 50 周年記念ドラマ『ありふれた奇跡』。

また、2008 年 12 月 31 日、第 59 回ＮＨＫ紅白歌合戦に特別企画として出演し、『オリノコ・フロウ～ありふれた

奇跡』を歌唱。 

2009 年、『ザ・ベリー・ベスト・オブ・エンヤ』をリリース。 

2015 年、7 年ぶりとなる新作『ダーク・スカイ・アイランド』をリリース。 

 

エンヤ オフィシャル HP: enya.com 

エンヤ ワーナーミュージック・ジャパン(Warner Music Japan)サイト: wmg.jp/artist/enya/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

◆「Support  Our  Kids」とは  
〜～  2020年年までに海外ホームステイ体験児 1000名達成を⽬目指す〜～  
  
東日本大震災で被災した子ども達、すなわち、将来の復興を担う子ども達の自立、“復興のリーダーづくり”を

目的に 2011 年に始動。駐日大使館、外務省と連携し、海外ホームステイや異文化交流を通し、将来の復興

を担っていく子ども達の自立支援に取り組んでいる。これまで弊会のプログラムを通して、296 名が海外に渡

った。（アイルランド、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、サンマリノ共和国、スイス、ニュージーランド、

フランス、ベルギー、ポーランド共和国、計 11 カ国 2016 年 2 月現在） 

 

世界を知り、新しい文化や価値観に触れ、顔も名前も知らないたくさんの人たちとの温かい心の交流を経験し

た子どもたちは、帰国後もホストファミリーと交流を計りながら、海外経験を通じて気づき・考えたことを、自分

のため、故郷のため、次に続く後輩たちのために、歩きはじめている。このプロジェクトは、10 年間の継続プロ

ジェクトとして、2020 年まで継続し、ひとりひとりの子ども達の成長自立を目標とする。 

 

東北から国際感覚を備えたリーダー育成を目的に、被災地の中高生を対象に約２週間の海外ホームステイプ

ログラムを実施。ホームステイ、異文化交流、震災に関するプレゼンテーション、現地学校での語学研修、ボ

ランティア、その国でその時にしか味わえない企画（ラグビーW 杯 in NZ、ロンドン五輪、ル・マン 24 耐久レー

ス等）など、リーダーシップトレーニングを含むカリキュラム。 

 
Support Our Kids ホームページ： 
http://support-our-kids.org/ 
 
<東日本大震災被災児童自立支援プロジェクト Support Our Kids に関するお問合わせ> 

Support  Our  Kids  事務局（特定非営利活動法人 次代の創造工房内） 

ホームページ：http://support-our-kids.org/ 

TEL 03-6272-6252 / 平日 10:00-17:00 

  



【チャリティオークションディナー開催概要】  
 
企画名称：The Gary Player Invitational, SOK Japan チャリティオークションディナー 
開催日時：2016年 3月 22日（火）受付・サイレントオークション開始 18:00	 開場 18:30	 開会 19:00 
開催場所：グランドプリンスホテル新高輪 「飛天」 
出演： 
［ライブ］	 エンヤ、森高千里	 他 
［オークション］ゲーリー・プレーヤー、片岡愛之助	 他 
	 	 	 	 	 	 	 	 オークショニア：白石康次郎（海洋冒険家） 
［司会］	 秋沢淳子（TBSアナウンサー） 
参加費：スタンダード（1 名） 15,000円／席	 テーブルパッケージ（10 名）*200,000／卓	 *優先配置 
	 	 	 	  (ローチケ HMVで販売中	 http://l-tike.com/sports/support-our-kids/	 ） 
 
 
【The Gary Player Invitational, SOK Japan 開催概要】 
 
開催日時：2016年 3月 19日（土）、21日（月・祝）、22日（火） 
開催場所：サントリーホール、武蔵丘ゴルフコース、品川プリンスホテル、霞ヶ関カンツリー倶楽部、グ

ランドプリンスホテル新高輪 
 
プログラム概要： 
プログラム�	 3/19 チャリティコンサート	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 於：サントリーホール 
プログラム�	 3/21セレブリティチャリティゴルフ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 於：武蔵丘ゴルフコース 
プログラム�	 3/21経営者セミナー ゲーリー・プレーヤーwith清宮克幸	 於：品川プリンスホテル 
プログラム�	 3/22チャリティキッズゴルフ＆対抗戦	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 於：霞ヶ関カンツリー倶楽部 
プログラム�	 3/22チャリティオークションディナー	 	 	 	 	 	 	 	 於：グランドプリンスホテル新高輪 
 
The Gary Player Invitational, SOK Japan ホームページ 
http://support-our-kids.org/gpi/ 
 
 
 
主催：The Gary Player Invitational, SOK Japan 実行委員会 

共催：Support Our Kids 実行委員会 

特別協賛：マツダ株式会社 

協賛：株式会社ブルボン、株式会社コーセー、サントリー酒類株式会社、株式会社ゴルフパートナー、株式会社倉

元製作所 他 

協力：プリンスホテル、霞ヶ関カンツリー倶楽部、ゲーリー・プレーヤーゴルフアカデミー、 

メイ・コーポレーション、日本舞踊芸術文化協会、アゼリーグループ、東北福祉大学、 

株式会社クロス・ビー、GTF 実行委員会、ゴルフダイジェスト社、TBS、TOKYO MX、TOKYO FM、JFN、読売

新聞社、※申請中含む・順不同 

後援：復興庁、防衛省、外務省、埼玉県、川越市 

 

SOK ホームステイプログラムにご協力いただいている大使館： 

（ニュージーランド大使館、アイルランド大使館、ベルギー大使館、オーストラリア大使館、サンマリノ大使館、スイス

大使館、英国大使館、カナダ大使館、米国大使館、フランス大使館、ポーランド大使館） ※申請中含む・順不同 

 

企画運営：NPO 法人 次代の創造工房  

 

 

2016 年 2 月 10 日現在 


