
本企画は、東日本大震災の被災児童自立支援プロジェクト

「Support Our Kids」のチャリティの主旨にゲーリー・プレーヤーが賛同し、

震災から5年の節目に東北の復興促進の力になりたいとして来日、

同じくこの趣旨に賛同した多くの関係者のご協力とともに実現する

世界的なチャリティ企画です。

震災から5年目の春。
ゴルフ界のレジェンド ゲーリー・プレーヤーが来日し、
「The Gary Player Invitational, SOK Japan」開催！

Charity Program 

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、株式会社アパマンショップネットワーク　
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、航空自衛隊入間基地、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、公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟  ※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  ※申請中含む・順不同
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、ベルギー大使館、米国大使館、英国大使館、フランス大使館、アイルランド大使館、カナダ大使館、サンマリノ大使館、スイス大使館、　
オーストラリア大使館、ポーランド大使館（参加順）

3/19（土） 3/21（月・祝） 3/22（火） 3/22（火）
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 　グランドプリンスホテル新高輪　

@SOK_Japanwww.facebook.com/jidai.or.jphttp://support-our-kids.org/gpi/
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福島県いわき市　中学三年男子（ポーランド・スイスステイ）

実際にアウシュビッツを見学し、様々な痛ましいものを見る度、私の心の中に

は何とも形容し難い悲痛な感情が生まれた。とてつもない重さのあるその感

情を、私はなかなか消化できなかった。ユダヤ人の人々が奪われたバッグ、靴、

髪の毛・・・。それらはただ無常にそこに佇んでいた。私が思うに、アウシュビッ

ツは、日本にある大半の戦争に関する遺産とは、根本的に違うものを持ってい

る。それは何か？それは、日本の戦争遺産には原爆ドームのように破壊された

後のものが多いが、アウシュビッツはそのまま戦中にあった姿であるという点

ではないだろうか。原爆ドームのような、破壊され、原物をほぼ無くしたものを

見ると、人々は戦争の破壊力の強さ、また、悲しさを痛感する。一方、アウシュ

ビッツのように、原形をとどめた遺産は、その場で死んだ人の無情さ、やりき

■ Support Our Kidsプロジェクトとは
“東日本大震災被災児の自立支援”“復興のリーダーづくり”を目的に発足。主たる活動は、世界11カ国の大使館や外務省と連携し実施している
「海外ホームステイを通した被災児の自立心育成活動」。これまでに海外に渡った子ども達は296名を数える（2016年2月現在）。
「世界」「歴史」「多くの人々の温もり」に触れ、帰国した子ども達は、「今度は自分達が誰かの為に」と自発的に復興プロジェクト「HABATAKI」
を始動。ひとりでも多くの子ども達が自らの手で明るい未来を切り拓いてゆけるよう、理解と支援の環を拡げながら震災から10年、2020年まで
活動を継続する。

れなさを強く我々に与え、不気味な感情をもらす。それは今まで味わったことの

無いような負のエネルギーを持っており、その場に行ったものしか感じられな

いものだ。終戦から７０年。１０代の我々はもちろん、親の世代ですら、戦争の経

験はない。戦争の恐ろしさを知る人は、戦後80年、90年、そして、100年へと経て

いく中で減っていくに違いない。そんな状況下において、今、我々は、戦争の吐

息をかすかに感じた。そこからどのように考えを深めていくかは各々の問題だ

が、ただ、確かなことは、またひとつ我々が貴重な経験したことだ。我々はこの芽

吹きを無駄にしてはならない。一本のペン、一冊の本、そして一人の子どもが世

界を変えることができる世の中なら、なおさらのことだ。

＊本企画の収益は、必要経費を除き全額Support Our Kidsの被災児童自立支援活動に充当させていただきます。

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 

参加生徒の声

活動報告

アメリカ

フランス

外務省[KAKEHASHI Project]と連携し
て実施し、シアトル・サンフランシス
コ・ウィスコンシン州を訪問。現地教育
機関・施設等に訪問し、日本の魅力、震
災についてのプレゼンテーションを実
施。(12名参加)

ダブリン市長や日本大使公邸、日本大
使館、現地支援者邸宅を表敬訪問。
語学学校に通い、プレゼンテーション
や意見交換を行う。また、アイルランド
剣道連盟と交流会を実施。
(10名参加)

オークランドに加え、2011年2月に被災
したクライストチャーチにも滞在。市
長を表敬訪問し、東北三県の復興や
現状について意見交換を実施。SOK名
誉会長ケネディ夫妻とも交流し、震災
プレゼンテーションや仙台すずめ踊り
を披露。(10名参加)

戦後70年。アウシュビッツ解放70年を
迎えたポーランドと永世中立国スイス
を巡り、「復興と平和」について考える。
アウシュビッツ収容所を訪問し、ポー
ランド映画界の巨匠アンジェイ・ワイ
ダ監督と平和について意見交換し、国
際赤十字で復興と平和への想いを発
表しました。(6名参加)

ル・マン市にてMAZDA社協力のもと
24時間耐久レースを観戦。また、Mr.ル
マンこと寺田陽次郎さんと一緒にゴー
カートレースを体験。パリでは日本大
使館、震災支援団体を訪問し震災につ
いてプレゼンテーションを実施。
(10名参加)

豪日交流基金の助成により実施。ク
イーンズランド州政府教育機関協力の
もと、現地高校に通学。ブリスベン市
内、ロ―ンパイン・コアラサンクチュア
リを観光。アボリジニカルチャーセン
ターを訪問し、異文化を体験。
(10名参加)

現地の日系人支援者と交流。苦しい環
境でも夢をもってチャレンジするフロ
ンティアスピリットを学ぶ。現地サマー
キャンプにも参加し、アクティビティを
通じて現地の方々と交流。トロント市
内、ナイアガラ観光も実施。(10名参加)

オーストラリア
ニュージーランド

カナダ
ポーランド・スイス

チケットの
購入方法 http://l-tike.com/support_our_kids ローチケ　ゲーリー 検 索※未就学児童入場不可  

アイルランド

世界最高峰の歌姫
Enya（エンヤ）緊急出演決定

●各種チケットはローチケHMV、チケットぴあ、CNプレイガイドで好評発売中！

特別協賛： 協賛：

gpi@jidai.or.jp



3/

22火

3/
19 土チャリティオークションディナー

■受付 18：00　 ■開場 18：30　■開会 19：00　
チャリティコンサート
19：00～20：30

グランドプリンスホテル新高輪 「飛天」　
サントリーホール 大ホール

作曲家の三枝成彰の監修によるチャリティコンサート。世界に羽ばたく若手最有望16歳の天才ヴァイオリニストの服部百音（もね）、18歳チェリストの
水野優也、被災地を代表して世界で活躍中の福島県南相馬市の女子中高生合唱団MJCアンサンブルが一堂に会し、復興への想いを奏でる。

■出演者
　●服部  百音（ヴァイオリン）、ピアノ伴奏 河地  恵理子
　●水野  優也（チェロ）、ピアノ伴奏 鈴木慎崇
　●MJCアンサンブル（合唱団／福島県南相馬市）、指揮 金子 洋一

■演奏曲目（予定）
　●服部  百音／パガニーニ：24のカプリス第17番 他
　●水野  優也／ラフマニノフ：ヴォカリーズ 他
　●MJCアンサンブル／『群青』、『Pray』 他

■内容：①2015活動報告
　　　  ②東北児童スピーチ
　　　  ③ホスト国大使挨拶
　　　  ④チャリティライブ
　　　　  Enya（エンヤ）・森高  千里
　　      ⑤チャリティオークション
■来賓：各国大使
■会費：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円／卓　＊優先配置Charity Auction

エグゼクティブアドバイザー
三枝  成彰

MC：木佐  彩子（フリー）

服部  百音
（ヴァイオリン）

ゲーリー・
プレーヤー

清宮  克幸
（ラグビートップリーグ・
ヤマハ発動機ジュビロ監督）

横尾  要
（プロゴルファー）

水野  優也
（チェロ）

MJCアンサンブル
（合唱団／福島県南相馬市）

経営者セミナー ～How to Win～ ゲーリー・プレーヤー with 清宮 克幸

キッズゴルフクリニック

19：00～20：30（開場18：30） 品川プリンスホテル アネックスタワー 『プリンスホール』

8：00～14：30 （予定） 霞ヶ関カンツリー倶楽部
Garyやトーナメントプロなどから直接指導を受けられる貴重なゴルフクリニック。
舞台は、若かりしGaryが初来日した際に初めてプレーしたことや、TOKYO2020の会場としても知られるジュニアの登竜門「霞ヶ関カ
ンツリー倶楽部」。初心者から経験者まで世界のレジェンドとゴルフを楽しむ夢の教室。

■講師：ゲーリー・プレーヤー、横尾 要
　　　  ゲーリー・プレーヤー ゴルフアカデミースタッフ
               国内プロゴルファーほか
■募集：合計100名、抽選方式で決定
■対象：現在小学3年生～6年生（9歳～12歳）の男女 
                 ※保護者同伴、未経験者可

■会費： 5,000円
■申込：ローチケHMV独占販売「ゲーリー　ローチケ」で検索

3/
21 祝

月

3/
22火

　東北の子ども達が世界に羽ばたく為に

Gary Player＆Jack Nicklaus
＆Arnold Palmerサイン入り
The Masters golf flag

FC Barcelona2015
メンバーサイン入り
ユニフォーム

RUGBYブレディスローカップ2016
All Blacks（NZ）vs Wallabies（AUS）

観戦チケット4名分

 Paul McCartney
サイン入りギター

 Eric Clapton
サイン入りギター

■出演者&著名人サイン入りグッズ　　　　　■ラグジュアリーアイテム
■各国大使館推薦アイテム　　　    　　　　■世界のワイン　など 約70品出品予定！

■会費：一般 5,000円、子ども 3,000円（全席指定） ※子ども＝小学１年生から高校３年生まで

http://reu.auctions.yahoo.co.jp/

＊当日は、VISA、MASTER、AMERICAN EXPRESSを使用頂けます。

3月上旬より　　　　      特設サイト　　　　　  にてレアアイテム50品以上出品予定！

司会：秋沢  淳子
  （TBSアナウンサー）

オークショニア
白石  康次郎
（海洋冒険家）

スペシャルゲスト

スペシャルゲスト

ゲーリー・プレーヤー 片岡  愛之助

森高  千里Enya(エンヤ)

※サイレントオークションスタート

Special Guest

Charity Live

＊

原辰徳
（実行委員・サポーター代表）

サポーターとして、
この活動を応援します！

MC : 多賀   公人
（瀬戸内海放送キャスター）

メジャー通算9勝、男子ゴルフ史上3人目のキャリア・グランドスラム達成。
世界のゴルフ史に燦然たる実績を残してきたGary。一方で「若い頃に辛い
経験をした」と語るレジェンドは、どのような人生を歩んできたのか。
前半は、世界を極めたトップヒーローの転機、浪漫、着想、決断に迫ります。
後半は、昨年10月に開催されたラグビーW杯でGaryの故郷、南アと激戦を
繰り広げた日本ラグビー界から、名匠清宮克幸を迎え「How to Win」を
テーマにトークセッション。

■メインスピーカー：ゲーリー・プレーヤー、清宮   克幸
■MC:多賀   公人（瀬戸内海放送キャスター）
■会費：15,000円

世界最高峰の
歌姫

緊急参加決定！


