
≪イベント開催レポート≫                 2014 9 月 8 日（月） 
株式会社サニーサイドアップ. 
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2014 9 月 6 日（土）、株式会社サニーサイドアップが実 員会主 を務める、「RockCorps（ロックコープス）
supported by JT」の 144 回目となる最後のボランティアイベントと、プロジェクトを締めくくるライブイベント“Celebration”
（セレブレーション）を、福島県の「あづま総合体育館」にて開催いたしました。 

9月6日（土）午前中に 勹勿 勹 の 勳 にて れたボランティアイベントには、Celebrationに出演す
るグラミー賞受賞アーティストの NE-YO がサプライズで参加！ 
同日 15 時からは、「RockCorps supported by JT」を締めくくるライブイベント“Celebration（セレブレーション）”
を開催。May J.、flumpool、コブクロ、NE-YO の 4 組が夢の共演を果たし、訪れた約 4000 人の観客を前に、ライ
ブパフォーマンスを い、観衆を しました。 

 

 
世界 9 カ国、14 万人以上が参加するロックフェス「RockCorps」 

①「RockCorps supported by JT」出演アーティスト、NE-YO（ニーヨ）が 

ライブチケットの入手方法は“4 時間のボランティア活動” 

福島県の仮設住宅ボランティアにサプライズ参加！  

②May J.、flumpool、コブクロ、NE-YO が、  
「RockCorps supported by JT」を締めくくる 

ライブイベント“Celebration”で夢の共演！！ 



 
「RockCorps」とは、音楽の を って“ 業”と“地 社会”と“人々”を結び け、「楽しみながら、気 に参加できる社

会貢献の形」を提案し、人々の社会貢献活動への参加を推進する、2003 にアメリカで まった新しい社会貢献型のプ
ロジェクトです。参加者はボランティア活動を 4 時間 うことで、コンサートチケットを入手することができ、過去にはレディ
ー・ガガ、リアーナ、マルーン5など数多くの有名アーティストが出演してきました。RockCorpsでは出演アーティストもボラ
ンティアイベントに積極的に参加し、コンサート本番を迎えます。 

日本およびアジアで初めての開催となる「RockCorps supported by JT」では、 日本大 の 援を に、
4,000 人のボランティア参加者による、のべ 16,000 時間分のボランティア活動の創出を目指し、4 月から約 4 ヶ月に
わたり、総計 144 回のボランティアイベントを うに っています。 
 
 
【 勳 ボランティアに参加した、グラミー賞 賞シンガーNE-YO！】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 月 6 日（土）、 日本大震災の被 を けた 勳 （福島県福島市）にて、敷地内の清掃や備品の修繕
を うボランティアイベントを実施しました。参加者がボランティア活動に励むなか、「RockCorps supported by JT」セレブレー
ションに出演するアーティスト“NE-YO”がサプライズ参加！ボランティア参加者達からは歓喜の声で迎え入れられたのです。
NE-YO は 
「RockCorps に参加できることを感謝しています。またみなさんが笑顔を取り戻せるきっかけになれば嬉しいです！」 
とコメントし、参加者と一緒になってボランティア作業を開始。NE-YO が担当したのは、 勳 内の したベン の修繕
作業ですが、 くなったベン に や 、 やかな の ン を りながら、ボランティア参加者の方と積極的にコミュニケーションを
とりつつ、備品の移動や修繕などの作業に熱心に取り組みました。 

NE-YO は、ボランティア 後、 
「自分はみなさんと同じ経験をしていないが、応援したいという気持ちを歌とダンスでお伝えしたいです！」 
と語り、熱い気持ちをパフォーマンスで表現する意気込みを せていましたが、まさにその言 通りの らしいステージとなったこと
は言うまでもありません。 
 

 
 

【RockCorps supported by JT を締めくくるライブイベント“Celebration”で、 
May J.、flumpool、コブクロ、NE-YO が夢の共演！！】 
同日 15 時からは、「あづま総合体育館 (福島県福島市)」にて、「RockCorps supported by JT」を締めくくるライブ

イベント“Celebration（セレブレーション）”を開催！ボランティアイベントに参加した 4103 人が、RockCorps の いオリ
ジナル T シャツを身にまとい、福島県の会場に集結しました。 

まず、会場を沸かせたのはあのサプライズゲストからのビデオメッセージ！過去に海外で実施された RockCorps の参加ア
ーティスト、レディー・ガガからのサプライズな贈りものだったのです。 
「RockCorps JAPAN のボランティアの皆さん、おめでとう。ここにいるあなた達は、震災 興のために を合わせて、愛を
要としている人たちをサポートしたのよね。自分たちのことを誇りに思うべきよ。ショーを思う存分楽しんでね。愛してるわ。レデ
ィー・ガガでした！」 
というメッセージを れると、会場はいきなりヒートアップ！大歓声に包まれました。 

そしてライブのトップを飾ったのは、今、話題沸騰中の人気アーティスト May J.。大歓声で迎えられた人気絶頂の歌姫は、



最新作「本当の恋」などを熱唱。また大ヒット映画の主題歌「Let it Go」を歌う際には、自身の経験と重ねて「頑張り続け
て、踏ん張り続けていれば、 かが てくれている」と語り、被災地の方に熱いエールを伝え、ステージを後にしたので
す。 

 
次にパフォーマンスを したのは flumpool。大ヒット映画の主題歌「 に け」の前 が れると、来場者は興奮を

抑えられない様子。MC トークにて、ボーカルの山村隆太さんはボランティアイベントに参加した際の感想を 
「すごくいい経験になりました。ボランティアを通じてみんな、仲間や思い出を作ってきたと思いますが、最後にこのセレブレ
ーションで最高の思い出を作りましょう！」 
と語ると、会場は大きな一体感に包まれました。 

 
続いて様々な世代から絶大な人気を集める№１デュオ、コブクロが登場。今回のセットリストには、 勾 興 援のため

に作成した楽曲“焚き火の様な歌”を してくれました。小 太 さんは MC トークにて、 
「みなさんが参加されたこのボランティアは 1 人でやったら膨大な時間がかかると思うのですが、みんなが１つになってボランティ
アを実践することで大きな となり、 興がかないます。たとえ一つ一つは小さくても焚き火の枝が集まることで大きな火に
なるように、みんなで前向きになってほしいという想いを込めました。」 
と伝えると、会場から「ありがとう！」という感謝の声が次々とかけられ、盛大な拍手に包まれました。 
 

Celebration のラストバッターを務めたのは、グラミー賞授賞シンガーの NE-YO。海外から参加した唯一のアーティストの
登場に会場のヒートアップは頂点を迎えます。日本でも大ヒットを記録した「So Sick」や「Let’s Go」には約 4,000 人の観
衆が大興奮！踊る、叫ぶ、飛び跳ねる等、思い思いのスタイルで最上級のライブパフォーマンスを堪能していました。ライブ終

間際には NE-YO も興奮を抑えきれず 
「I LOVE JAPAN！ I LOVE FUKUSHIMA！！」 
と叫び、会場のボルテージが最高潮に達したまま、アジア初、日本初開催の RockCorps を締めくくりました。 
 

RockCorps supported by JT のライブイベント“Celebration”では、 来場者全員が「4 時間のボランティア活動」と
いう共通の体験をしていることで、これまでにない感動と連帯感が会場に生まれました。「RockCorps supported by JT」
では、音楽を通じ、様々なボランティア活動を創出することで、 勾大震災の被災地の一日も拱い 興のサポートを目指し
ます。 
 
<<May J. コメント>> 
RockCorps に参加するまで、ボランティアを ったことがありませんでした。ボランティアをやりたい気持ちはありましたが、どうや
って参加すればいいかわかりませんでした。RockCorps に参加してみて、 えない かのために何かをするということに、今ま
で感じたことのない感覚を味わいました。今後も積極的にボランティア活動をしていきたいと思います。 
 
<<flumpool コメント>> 
Q：本日のライブの感想は？ 
山村隆太さん：すごく楽しみにしていたイベントで、ライブ前に気合を入れてました。皆すごく優しくしてくれて、僕たちを仲間
として てくれたな、と感じました。RockCorps のボランティアのつながりが、このあたたかさの だと思います。 
 
Q：RockCorps になぜ参加したのですか？ 
山村隆太さん：大きな意拣を感じたからです。音楽とボランティアの 合で、セレブレーションに参加したいという で今ま
でボランティアに興味がなかった人も、そういった活動に参加するきっかけができたかなと思います。こうした中で一人一人が何
か感じてくれればと思います。 
 
Q： 勹勿 の に一 お いします。 
山村隆太さん：ボランティアを今日で終わらせてはいけないと思います。今回のつながりを未来につなげたいと思います。僕ら
も、福島のみなさんも一緒に頑張っていこうと思います！ 



 
<<コブクロ コメント>> 
小 太 さん：今回、ここ福島にこうしてライブで ってくることが出来て、この曲を歌えることを、僕も も嬉しく思って
います。みなさんが参加されたこのボランティアは 1 人でやったら膨大な時間がかかると思うのですが、みんなが１つになってボ
ランティアをすることで 興に大きな を ぎ、１つの 興がかないます。今日は海に ってみよう、今日は ミを おう、い
んな でボランティアに取り組むことで１つの 興を目指すことは らしいことだと思いました。 

あの時の震災で心が折れた人、家族を失った人、たくさんいると思います。その悲しみをそのままにせず、あの時の気持ちを
皆で話し合うことで、心を癒すのだと思います。 

次の曲”焚き火の様な歌”は、焚き火は折れた木を集めて 1 つの火をともします。悲しみで心が折れたものを、焚き火をた
いた時に出る火のように皆の に いて しい、そんな いを 勾の にこめて歌います。 
 
<<NE-YO コメント>> 
Q：本日 勹勿で れたボランティアに参加した感想は？ 
NE-YO：今日は楽しかったです。RockCorps に参加できることを感謝しています。またみなさんが笑顔を取り戻せるきっか
けになれば嬉しいです！ 
 
Q： 勹勿 には、歌や を通してどのようなメッセー を贈りたいと えていますか？ 
NE-YO：自分はみなさんと同じ経験をしていないが、応援したいという気持ちを歌とダンスでお伝えし、「希望は えている」
ということを伝えたいです。 
 
Q： や歌が持つ は、 に向けてどのようなはたらきがけができると思いますか？ 
NE-YO：音楽が持つ を、うまく言 にすることは しいです。現実は大 なこともあると思いますが、音楽は人を、自
にいい気持ちにする があると思います。そのようなことを自分のパフォーマンスを通して伝えられれば嬉しいです。 
 

≪RockCorps supported by JT 開催概要≫ 

■名称：  RockCorps supported by JT 

■開催内容： ボランティアイベントの実施およびセレブレーション(ライブイベント)の開催 

■主催：  RockCorps supported by JT 実行委員会（株式会社サニーサイドアップ、RockCorps, LLC、） 

■共催：  福島県 

■特別協賛： JT 

■協賛：  アイア株式会社、福島交通株式会社 

■協力： 

ヤフー株式会社、NPO法人 ふくしま新文化創造委員会、復興支援センターMIRAI、 

有限会社パルチザン、ヒラタワークス株式会社、株式会社フィールドワンプロモーション、 

■ボランティア協力 

特定非営利活動法人ザ・ピープル、特定非営利活動法人フロンティア南相馬、 

NPO法人 相馬はらがま朝市クラブ、復興支援センターMIRAI、相馬遊楽応援団、 

NPO法人みらいと、 NPO法人 ふくしま新文化創造委員会、tattonプロジェクト、 

社会福祉法人 南三陸町社会福祉協議会、三陸ひとつなぎ自然学校 、 

特定非営利活動法人フォトサルベージの輪、あらいぐま作戦、かつらおむら村創造協議会 

 

【ライブイベント】【ライブイベント】【ライブイベント】【ライブイベント】    

■名 称  ： RockCorps supported by JT “Celebration” 

■日 時  ： 2014年9月6日(土)14:00開場/15:00開演/19:00終了 

■場 所  ： あづま総合体育館 (福島県福島市佐原字神事場1 あづま総合運動公園内)  

■ゲスト  ： May J.、flumpool、コブクロ、NE-YO 

■来場者数： 4,103人 

 


