
• エンターテイメントの⼒で元気を！市川
から世界に羽ばたくスーパースターを輩
出！！
• TMO講座12期 吉野 明広
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吉野明広(ヨシノ アキヒロ)
1982年6月22⽇⽣まれ
A型 37歳 かに座
株式会社CROWNエンターテインメント代表取締役社⻑
現在まで3000名の⼦供たちにダンス指導

経歴
⽇本体育協会公認スポーツリーダー/ジュニアスポーツ指導員
⽇本体育協会公認市川市スポーツ指導者
⽇本ダンスインストラクター協会登録
講師在籍
神奈川⾼校体育連盟ダンス夏講座アシスタント講師
台東区浅草中学校体育選抜授業ダンスアシスタント講師
東和保育園幼児ダンス指導 ⻄⼩中台⼩学校ダンス指導
妙典⼩学校ダンス指導
学校法⼈⾼砂学園ダンス研修指導
⽇本⼦供キッドビックス協会公認
全国⼦供チャレンジカップ東京都、埼玉県、神奈川県、静岡県、愛知県⼤会
ヒップホップリード



趣味、好きなこと
ライフワーク：⼼の探求(⾃分磨き)

世界一周経験

旅20代の頃に四⼤陸をバックパックで周りました
(インド、エジプト、フランス、アメリカ、ペルー、
オーロラ、マチュピチュなど)
四国のお遍路

現在201３年より、休みを見つけて四国のお遍路を歩い
て周ってます。現在39番まで

ヨガ、瞑想など、仏教、スピリチュアル好きです

趣味：旅、サーフイン、バイク、音楽フェス巡り、お笑
い、

⽇本のお祭り巡り(踊る)、格闘技(空⼿7年)
今はもっぱら英語の勉強中です！

この写真 (作成者: 不明な作成者) は CC BY-SA-NC に基づいてライセンスが許諾されています。
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私のミッション
エンターテイメントを通して、この
つらい世界に、夢と、感動、⽣きる
希望と元気を与えたい、励ましたい

(幼少期の⽣きずらかった、⾃分⾃
⾝に向けて)
⼈は熱狂では一時の興奮で、冷めて
しまう。
しかし本物の感動は、
⼈が変わるきっかけとなる。
EXILE HERO



⽬次

•１ダンスとは？
•２私の歴史
•３ダンス活動
•４これからの活動



エンターテインメン
トとは？

• エンターテインメントは、⼈々を
楽しませる娯楽を指す。

楽しみ、気分転換、気晴らし、遊び、
息抜き、レジャーなどが類語とされ
る。 "entertainment"という言葉の原
義としては、特に演者の技能を鑑賞
することを主体とした見せ物、出し
物、余興などを指す語で、スポー
ツ・舞台演劇・演奏会・公演などを
指す



ダンススクール事業

• 理念：⼦供たちをダンスを通して育て、⼈
間形成をし輝いた⾃分になってもらう

• 10名のインストラクター
• 200名の⼦供達在籍
• 店舗:市川⼤野本校、海浜幕張校、⼋千代
台校、本⼋幡ゴールドジム校、南⾏徳校
５校運営

• ベテラン講師多数在籍指、導歴:２０年、



ボランティアで市内の⼩学校に
ダンス出張授業(夢の課外授業)
2009年～
• ⼩学校にダンス課外授業
• 妙典⼩学校、⻄⼩中台⼩学校、
• 東和保育園、スキップ保育園
• など総勢3000名の⼦供達、先⽣達ににダンス指導
• ダンスレッスン後に夢を語り、夢を見つける話を⾏い
ます



どんなダンス？



ストリー
トダンス
• ストリートダンスとは、その名の通り、ストリート
（路上）でするダンスという意味です。

• もともと、路上でダンスをすることが始まりだった
ので、こう呼ばれるようになりました。

• ストリートダンスは、⺠族舞踊、バレエ、サルサ、
タップダンスなどのダンスよりも、まだまだ歴史は浅
いダンスになります。

• そして、ストリートダンスは、一種類ではなくカテ
ゴリーのようなもので、ストリートダンスの中には、
たくさんのダンスの種類があり、そのすべてのダンス
の総称をストリートダンスと呼びます。

• ちなみに、JAZZ（ジャズ）は、正式には、スト
リートダンスには属しません。ジャズは、おもに、
バックダンサーや、ミュージカルで踊られてきた、
ショー要素の強いダンスです。

近年、ストリートでも踊られるようになってきたので、
従来のジャズダンスと区別する意味で、STREET JAZZ
（ストリートジャズ）とも呼ばれています。



ストリー
トダンス
のジャン

ル

• HIPHOP（ヒップホップ）
• BEBOP（ビバップ）
• BLEAK、BREAKIN’（ブレイキン）
• LOCK、LOCKIN’（ロック、ロッキン）
• POP、POPPIN’（ポップ、ポッピン）
• HOUSE（ハウス）
• WAACK（ワック）
• REGGAE (ダンス)
• SOUL（ソウル）
• JAZZ、HIPHOP(ジャズヒップホップ)
23種類あります
• ステップの数はそれぞれ１００～３００ま
である

• 曲から踊りステップができる
今の時代も新しいダンスが出来ている



ダンスに出会う前
の私は？



中学時代

⽬⽴たない⼦
不登校
• サッカー部に⼊るが辞める。
• いじめに合い、⾃己嫌悪になり不登校
になる。

• 家庭環境も悪化、兄も不登校、⽗はい
つも⺟や⾃分に怒鳴っている

• 復帰するが、勉強も遅れ⽬⽴たない⽣
徒。



高校時代

引きこもりになる
もう一度サッカー部に挑戦しようと思いサッカー部に⼊る上下関係に悩み退部。
⾼校も中退。
悪い仲間と付き合いグレル。



世界はグレー⾊
夢も⽣きる希望も

無い



そんな中
デイズニーランド
が⼤好きで、歌、
ダンス、エンター
テインメントに救
われる。
笑顔のダンサーさ
んに憧れる。エン
ターテイメントっ
て素晴らしい！



踊ると気持ちい
い！！
魂が震える喜び感
動体験



毎⽇365⽇
練習

この写真 の作成者 不明な作成者 は CC BY-SA のライセンスを許諾されています
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昔からの夢
テーマーパークのダンサー
オーディションに挑む

全国から集まるオーデイション、何百倍の倍率



夢が叶う
今度は⾃分が夢を与える⽴場になる

ユニバーサルスタジオジャパンでダンサー契
約
⼤阪時代
(パレードダンサー)
２３歳



• ミュージックステーションスペシャルライブ
• TUBEライブダンサー
• ダンスEXコンテストベストテクニック賞
• サンリオピューロランドダンスコンテスト優勝
• ラルクアンシエルダンサー
• DJ OZMAバックダンサー
• ガールズコレクションダンサー
• チャングンソク東京ドームライブ出演



夢を叶えることが
昔の自分も救うことに

気が付く
つらくて、⾃信がなく、いじめられ
⼈間不信で⼈が怖い
うまく笑顔になれなかった⾃分、たく
さんの⼈に笑顔を届ける仕事をしてい
る

そんな昔の⾃分を救っている事に気が
付きました



⼈は、夢を見つけて、
そのことに一⼼に取り
組めば変われる！

⼦供たちにその事を伝
えたい、育てたい



キッズダンスス
クール開始
(27歳～現在)

• 教員を⽬指し
• 学校に⾏けなかった⾃分が、経験
出来なかった事を⼦供達に経験して
欲しい。

• CROWNという名前は道化師(楽し
く、⾯⽩く)が始まり

• 市川⼤野という⾃然豊かな環境で、
五感をフルに使ってほしい



ダンスの⼼技体



⼼

•協調性
•表現⼒
•明るく殻を破る



技

• 即興⼒
• リズム感
• 体を思うところに動かせれる

この写真 (作成者: 不明な作成者) は CC BY-SA に基づいてライセンスが許諾されています。
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体

•体のコア作り
•⼿と⾜がバラバラに
動かせれる

•スタイル(モテる)

この写真 (作成者: 不明な作成者) は CC BY-NC に基づいてライセンスが許諾されています。
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ダンスを通して変
わった子供達

• Sちゃんダンス歴:9年、６歳～１５歳
• 引っ込み事案、勉強が苦手、忘れ物もあり、い
じめに会あう

• Sちゃん家庭環境が悪く父、母が、元暴走族
• 兄、精神疾患
• 父は問題があると学校にクレームをかける有名
な方。



こう変わり
ました

• 変化↓
• 天性のダンスのスキル地道に開花される。
• 将来海外に行ってダンサーになるという夢を見つける。
• 見た目も綺麗な顔立ちで先日芸能界の最終オーディションまで行く。
• 忘れ物も減り、友達も増えて、ダンススクールでは、皆から慕われる子
供になりました。

• 明るく笑顔も増えて、今スクールの選抜チームで、皆の憧れになる子
供になる。

• 兄は、野球を続け、補欠だった時から、今では高校の部活のキャプテ
ンにまでなってます。

• 両親は残念ながら、離婚
• 父は、子供のダンスの送り迎え、ビデオ撮影など娘とのコミュニケー
ションを取れるようになる。優しい雰囲気

• ママは、精神疾患も治り、旦那さんとの関係が、今の距離感が丁度い
いみたいです。今が一番楽しいと言っているダンスで娘が変わり、家
族全員が変わってしまいました。実例です。



市川市内の施設を活⽤イベ
ント体験
⼦供時代に、

⾮⽇常の体験、本物の感動体験を味わい
夢、⾃⾝、希望を見つけてもらいたい

(年5つの⾏事を企画)



市川市ダンスコンテスト
コンセプト：地元市川コルトンプラザで、地元市川の活性化、地元市川のダンススクールとの交流。
ダンスコンテストを通して、⼦供たちに(挑戦する⼼、努⼒する事、悔しさ、嬉しさ、達成感)を経験して貰いたい。
全5回開催 総勢３０００名動員



PV撮影会



ダンスキャン
プ 2008年～
⼦供の⾃⽴

(夢を見つける2
⽇間)

場所：市川市
少年⾃然の家



リレーション2019年(千
葉商科大学ファッショ
ンショー)
• リーレイション(300⼈動員)地元千葉商科⼤学を借り
て⾏いました。

• コンセプト：音楽、ダンス、美をテーマに、⼦供、
⼤⼈、おじいちゃんおばあちゃんが、障害がある⽅、な
どが皆が繋がるイベント。

• ⼤学⽣の企画、運営の経験の場。

• 安全、安⼼なクラブ体験を⼦供にして貰う。

• DJ、ファションショー本物のモデルが出演して貰い、
本物を見る体験、美の追求、芸術の感性を伸ばします。



ダンス発表会(市川⽂化会
館、行徳I＆I)

• 年に一度の発表会
• 今年で１１回開催
• テーマ：本物の照明、エンターテイメン
トを通した感動体験を⼦供たちに
• キラキラと輝き、⾃信をつけ、⼦供たち
が主役になれる⽇



⼦供達の夢を見つ
ける
クラウンツリー作
成
• ⼊り口からゴールまで



タレント育成開始(千葉から世界に)

•ダンススクール→タレント育成(歌、踊り、ファッショ
ン)→デビュー→ライブイベント開催→アパレル販売、
グッズ

外部の会社と連携
•ボーカルトレーニング、(ボーカルコース)
•ファッションメイク、(カラーズ)

この写真 (作成者: 不明な作成者) は CC BY-SA に基づいてライセンスが許諾されています。
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三つ編みプロジェクト
⼈間⼒を高める

スポーツ、ト
レーニング

エンターテイン
メント(歌、ダン

ス)

教育、カウンセ
リング



⼦供と保護者
のメンタルケ

ア
ダンススクールに通う

⼦供、保護者に年に一回希望制で
無料で⾏う

この写真 の作成者 不明な作成者 は CC BY-SA のライセンスを許諾されています

https://www.laugh-style.jp/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%88%E5%AE%9F%E4%BE%8B/%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BA%8B%E4%BE%8B/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


エンターテイメントの
⼒で地域活性化



街×イベント祭り



江戸川花火⼤会、ス
ターアイランド

(市川)



市川江戸川音楽フェスを
通して元気に！！

• ⽇程：２０２１年７月
• テーマ：音楽が好き、踊りが好き、おい
しい⾷事を、最⾼の音楽とともに皆がつ
ながり



ディスコthe市川⼤⼈の安全な
タワーイベント



市川⼤野ダンス
パレード



市川のダンス団
体が⼤野に集結

ダンスで⼤野を元気に



⼤野全体がダンス演舞場になる



ダンスは笑
顔になれる



ダンスで元気
になれる



ダンスで輝ける



祭りで一つ
に



ダンスは一つになれる



本来の⾃分が一番美しい



⾊々なものを着飾った⾃分⾃⾝が
本来の⾃分らしく輝く、神様から
貰った才能を⽣かし切ろう



1つの大好き見つけて一生懸命行
えば、人は輝き、周りを照らす人
になれる。その先にはまだ見たこ
とのない素晴らしい世界(景色)が

待っている

昔の自分のような子供たちに、輝き周
りを幸せに出来る人になって貰いたい



ご清聴ありがとうござい
ました(^^)v


