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総勢 ��� 名のスタッフがダンスで参加

多様性をテーマにした社歌「シェアしたいんだ」
鹿沼グループ

日経社歌コンテスト 2023 へ応募

鹿沼グループ ( 住所 : 栃木県鹿沼市藤江町 1548-61 / 電話 :0289-71-1031/ 代表 : 福島範治 / グループゴルフ場 :
鹿沼カントリー倶楽部、鹿沼 72 カントリークラブ、栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 ) は、2022 年 4 月に新経営理念に変
わりました。当社の新しいビジョンは「また来たいと思ってもらえるゴルフ場を創り出す」です。どんな人でも、
どんな形でも楽しめる場となる多様性のあるゴルフ場を目指しています。その次のゴルフ場を創り出すのは、多
様性のある多くの仲間 ( スタッフ ) たちです。若い人からシニアまで、魅力ある多様なスタッフでこのビジョン
への思いをシェア ( 共有 ) し、チャレンジという一歩を踏み出そう !! という思いをこの歌「シェアしたいんだ」
に込めてあります。
作詞、出演、撮影、演出、編集は全て鹿沼グループのスタッフで作成しております。更にグループ内の 114 名
のスタッフに協力してもらい、動画内でダンスや笑顔の写真で参加をしてもらっています。作曲と歌は、シンガー
ソングベーシストのフルヤトモヒロ氏へお願いいたしました。
鹿沼グループでは、毎年新卒採用を実施していま
す。主役の 5 名は、新卒で入社した各ゴルフ場の若
手スタッフたちです。チームを任される立場になり、
周りを巻き込む大変さ、仕事をしていく中での葛藤、
そして笑顔や仲間の大切さを実感しています。
そんな彼らが多くのスタッフとシェア ( 情報共
有 ) をし、共に成長をしていけるように、仲間に助
けられながら切磋琢磨していけけるようにという願
いが歌詞に込められています。
次のゴルフ場を目指し、多様性のあるスタッフを巻
き込めるようにと、今回多くのスタッフに声をかけ
て動画に参加依頼をいたしました。みんな快く参加
をしてくれましたし、参加した全てのスタッフが楽
しそうにダンスをしてくれました。スタッフ一人ひ
とりがチャレンジャーとなって新しいことにチャレ
ンジする様子を動画で表現しています。

社歌「シェアしたいんだ」の歌詞は、弊社代表の福島
範治 ( 写真左 ) が作詞し、作曲はシンガーソングベーシ
ストのフルヤトモヒロ氏 ( 写真右 ) がつくりました。
福島は新しいビジョンを音楽とダンスで表現し、メッ
セージとして伝えていきたいという思いから、この歌詞
を作成することにしました。ゴルフ場で働く人々は多様
性がある様々な人が働いています。そのスタッフたちが、
自分の場所 ( 部署や役割 ) で、一人ひとり輝いてほしい、
そして一体感を醸成していくきっかけにしたいと願って
います。
この思いの詰まった歌詞とポップな音楽、スタッフみ
んなで作り上げたダンスを見て、元気で笑顔になっても
らいたいという思いで、社内でＰＶプロジェクトを立ち
上げ、この PV を作り上げました。

シェアしたいんだ 作詞 福島範治

作曲 フルヤトモヒロ

いつも僕には毎日がある 何も考えず車に乗って家を出る
ラジオの予報を聞きながら
お客様の笑顔は好きだから
同じ毎日 未来はあるのか？
やってみたいことがあるんだ
みんなの力が必要なんだ

考えたくないから考えない
自分の笑顔は机の上に置いておく

いつもとは違う晴れた朝

やってみたいことを 書き込んでみた

制服の中には小さなメモ

伝えたいことを 持ってきた

たった一言相手に伝わる

見えない一歩を そっと踏み出した

わかっちゃいるけど勇気がない

必要なのは伝える勇気だけ そんな勇気をくれた仲間たち

見てみたい未来もあるんだ

やりたいことはあったんだ

みんなの笑顔も大切なんだ

いろんな力が必要なんだ

自分の中に持っていんたんだ
輝く笑顔を創るため

新しいこと嬉しいこと楽しいこと辛いこと苦しいこと泣きたいこと

できること やれること 叶うこと 立ち向かい ぶちあたり 乗りこえて

素晴らしい仲間と、いっぱい

素敵な仲間たちと たくさん たくさん シェアしたいんだ

いっぱい シェアしたいんだ

見てみたい 触ってみたい 登ってみたい 次の世界
乗り越えて ぶち破って 高く飛んで

見えてくる

見てみたい 触ってみたい 登ってみたい 次の世界
乗り越えて ぶち破って 高く飛んで

見えてくる

そう僕が勇気を持って 僕が一歩踏み出して 自分の手でつかんでみる

そう僕が勇気を持って 僕が一歩踏み出して 自分の手でつかんでみる

さあ、進もう 次の未来へ

さあ、進もう 次の未来へ

さあ、創ろう

自分の手で やりすぎなんてないんだから

さあ、創ろう

自分の手で やりすぎなんてないんだから
シェアしたいんだ
やってみて 晴れてきて 見えてきたよ 次の世界
苦悩して ファイトして もがいた先に 叶えた希望
仲間からの勇気

僕が手にして

いま 進もう 次の未来へ

みんなの手で掴んでみた

いま 創ろう

みんなの手で やりすぎなんてないんだから
そう僕が勇気を持って 僕が一歩踏み出して 自分の手でつかんでみる
さあ、進もう 次の未来へ

さあ、創ろう

自分の手で やりすぎなんてないんだから

鹿沼グループ新ビジョン

世の中が大きく変ろうとしています。ビジョンは私たちがチャレン
ジする未来です。変化する世の中で、新しい価値を提案できる「次
のゴルフ場」を自らの手で創り出していきます。
誰も見たことのない「次のゴルフ場」の姿はひとつではありません。
多様性のある様々な顔を持つ「次のゴルフ場」を提案していきます。
そしてひとつだけ守りたいものそれは「また来たい」と思ってもら
うこと。私たちが今まで培ってきたお客さまへの大切な思いだけは
未来に繋いでいきます。

【鹿沼グループゴルフ場について】
鹿沼カントリー倶楽部
TEL: 0289-75-2131

〒322-0532 栃木県鹿沼市藤江町 1545-2
FAX: 0289-75-2137

鹿沼 72 カントリークラブ
TEL: 0289-75-2111
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部
TEL: 0282-28-1070

HP:http://www.kcc45.jp/

〒322-0526 栃木県鹿沼市楡木町 1475

FAX: 0289-75-2119

HP:http://www.kanuma72.jp/

〒328-0121 栃木県栃木市細堀町 376
FAX: 0282-28-1079

HP:http://www.tgc18.com/

●画像が必要な場合は、ご提供させて頂きますのでお気軽にお問合せ下さい。
●鹿沼グループ公式ＰＶに関する取材も、喜んで対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。

【このプレスリリースに関するお問い合わせ】
鹿沼グループ 本部 担当 荒川磨理 栃木県鹿沼市藤江町 1548-61 ℡ 0289-71-1031 FAX 0289-71-1040
E-mail / m-arakawa@kanuma-g.com

URL http://www.kanuma-g.com/ mobile 090-2304-5069

鹿沼グループ公式 PV

「シェアしたいんだ」は

QR コ ー ド を 読 み 取 っ て
YouTube をご覧ください

