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特定非営利活動法人HERO 



終了報告と御礼■ 

終了報告と御礼 

　平成３０年１２月１５日（土）、１６日（日）の２日間、「破牙神ライザー龍 SUPER 
LIVE 2018」を開催し、無事終了することができました。 
　関係各位のご支援、ご協力に厚く御礼を申し上げます。 
 
　４回めの開催となる本公演は、平成２８年の第３回公演から、二年ぶりの開催となりました
が、前回公演より１２１名多い、２,３７２名の方からお申し込みいただき、前回同様二日間
で５ステージ２,１２８名（内膝上鑑賞１１８名）の子供たちを招待して開催いたしました。 
 
　終了後のアンケート調査も、実に１,２３９名の方にご記入いただき、回収率では６１.６%
と、ノベルティ無しのアンケート調査としては驚くべき数字となりました。また、アンケート
と共に９３６名の方からメッセージを寄せられ、来場者のスーパーライブへの熱い想いが伝
わって参りました。 
　公演の満足度に対しても、９８％の方が「大変満足」または「満足」と答えており、関係各
社ならびに関係各位の皆様方のおかげにより、一定の成果を達成する事ができたと考えており
ます。 
 
　このたび、本公演の開催実績を取りまとめましたので、皆様にご報告させて頂きます。 
　NPO法人HEROは、これからもスタッフ一丸となり「リュウプロジェクト」「ヘアドネー
ションプロジェクト」の活動を通し、一人でも多くの子供たちを笑顔に出来るよう取り組んで
参る所存ですので、皆様のご支援ご鞭撻をお願い申し上げます。  
 
　平成３１年１月 
 

特定非営利活動法人HERO 
代表理事 佐藤真実 
他スタッフ一同 
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実施概要■ 

実施概要 

［名称］破牙神ライザー龍 SUPER LIVE 2018 
［日時］2018年12月15日（土）・16日（日） 
［会場］石巻市河北総合センタービッグバン 
［内容］破牙神ライザー龍スーパーライブ 70min／石原慎一ミニライブ（第３公演終了後）20min　　 
［主催］特定非営利活動法人HERO 
［後援］ 
宮城県、石巻市、石巻中央ライオンズクラブ・TBC東北放送、仙台放送、ミヤギテレビ、KHB東日本
放送、河北新報社・三陸河北新報社、石巻日日新聞社、三陸新報社、エフエム仙台、ラジオ石巻
FM76.4、Onagawa FM　 
［協賛］ 
キョウワセキュリオン株式会社、株式会社大清プロダクション、株式会社あさひ財務経営、仙台東ライ
オンズクラブ、株式会社泰丸、株式会社ル・プロジェ、六四八合同会社、とめ床泉中央店、有限会社聖
花園、グローバルサウンド、ミノリフーズ、サトウクロージング、ROSY、佐藤指圧鍼灸治療院、有限
会社アイビーソリューション、アイエム株式会社、有限会社城不動産商事、FLASHTONE SOUND、
東北リスクソリューション株式会社、その他（順不同） 
［クラウドファンディング］ 
40名の方から258,500円のご支援をいただきました。 
●10,000円以上の支援者様 
宮城県 W.K様、宮城県 香川菜美様、宮城県 鈴木薫様、宮城県 ドラえもり様、宮城県 古山ひとみ様、
宮城県 村岡広輝様、宮城県 匿名希望様、宮城県 匿名希望様、福島県 匿名希望様、栃木県 うさこキ
ティ様、茨城県 平沼裕子様、東京都 森山正至様、神奈川県 上田淳子様、福岡県 古屋真以子様 
●10,000円未満の支援者様 
全国から26名様にご支援いただきました。 
［料金］全席無料 
［制作］特定非営利活動法人HERO 
［ボランティア］東北生活文化大学高等学校・復興支援団体プラスネオ・デジタルアーツ仙台・その他　 

■応募者／２,３７２名　　■当選者／２,１２８名（内膝上鑑賞１１８名）※席数２,０１０席 
 
■12月15日（土） 
○1st STAGE  
○2nd STAGE  
◯3rd STAGE  
 
■12月16日（日） 
○4th STAGE  
○5th STAGE 

 
 
 
10:00（開場 9:15） 
12:45（開場 12:15） 
15:30（開場 14:45） 
 
 
10:30（開場 9:30） 
14:00（開場 13:00） 

［その他］ 
●物販売上（２日間）：¥704,160　※破牙神ライザー龍オリジナルグッズ 
●募金額　（２日間）：¥129,131（15日：¥58,762／16日：¥70,369） 
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配布物・印刷物■ 

B2ポスター・A4フライヤー 

■B2ポスター 
　1,000枚 

■A4フライヤー／4C＋1C　70,000枚 
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配布物・印刷物■ 

BOOKLET・招待ハガキ 

■BOOKLET／A5　8,000部　22ページ（広告16～22ページ） 

■招待ハガキ 
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実施写真　ロビー・客席■ 
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実施写真　ライブ■ 
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実施写真　ライブ■ 
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項目別アンケート集計結果１■ 

アンケート回答者 1,239名のお住まい（居住地） 

■12月15日（土）1st STAGE ■12月15日（土）2nd STAGE 

■12月15日（土）3rd STAGE 

■まとめ 

■12月16日（日）4th STAGE 

■12月16日（日）5th STAGE 
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項目別アンケート集計結果２■ 

アンケート回答者 1,239名の性別 

■12月15日（土）1st STAGE ■12月15日（土）2nd STAGE 

■12月15日（土）3rd STAGE 

■まとめ 

■12月16日（日）4th STAGE 

■12月16日（日）5th STAGE 
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項目別アンケート集計結果３■ 

アンケート回答者 1,239名の年齢 

■12月15日（土）1st STAGE ■12月15日（土）2nd STAGE 

■12月15日（土）3rd STAGE 

■まとめ 

■12月16日（日）4th STAGE 

■12月16日（日）5th STAGE 
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項目別アンケート集計結果４■ 

開催を何で知ったか？（複数回答可）※アンケート回答者 1,239名 

■12月15日（土）1st STAGE ■12月15日（土）2nd STAGE 

■12月15日（土）3rd STAGE 

■まとめ 

■12月16日（日）4th STAGE 

■12月16日（日）5th STAGE 
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項目別アンケート集計結果５■ 

ご来場のきっかけは？（複数回答可）※アンケート回答者 1,239名 

■12月15日（土）1st STAGE ■12月15日（土）2nd STAGE 

■12月15日（土）3rd STAGE 

■まとめ 

■12月16日（日）4th STAGE 

■12月16日（日）5th STAGE 
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項目別アンケート集計結果６■ 

満足度は？　※アンケート回答者 1,239名 

■12月15日（土）1st STAGE ■12月15日（土）2nd STAGE 

■12月15日（土）3rd STAGE 

■まとめ 

■12月16日（日）4th STAGE 

■12月16日（日）5th STAGE 
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項目別アンケート集計結果７■ 

次回開催が決まったら？　※アンケート回答者 1,239名 

■12月15日（土）1st STAGE ■12月15日（土）2nd STAGE 

■12月15日（土）3rd STAGE 

■まとめ 

■12月16日（日）4th STAGE 

■12月16日（日）5th STAGE 

１２月１５日（土）・１６日（日）アンケート記入者総数　1,239名 
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アンケートメッセージ１／９■ 

アンケートに添えられた来場者からのメッセージ／メッセージ総数 936名 

936名のメッセージから、「リュウプロジェクト」「ヘアドネーションプロジェクト」に関するものを 
抜粋して掲載しています。個人宛のメッセージは割愛させていただいております。 

なお、ご意見等につきましては、最後にまとめて掲載しております。 

司会のお姉さんの合図がなくとも、龍のピンチに子供たちから自然に湧き上がる「がんばれ～！」の大声援
に大感動です。 
スーパーライブの数日前にTwitter で拝見した「子供たちの感じる力…」を、まざまざと見せつけられまし
た。ストーリーにも子供たちの声援にも感動しました。 

仙台市／20代女性 

龍の泣いている姿に胸が締め付けられました。 
ジェネシスが怖くて怖くてたまらない…　ノアを守ることも出来なかった… 
ヒーローが泣く姿に衝撃を受け、それを諭すカムイの言葉が心に刺さり、私もボロ泣きでした。 

石巻市／30代女性 

子供と妻の付き添いできました。所詮ご当地ヒーローと侮っていましたが、驚きました！ 
感動のストーリー、クォリティの高いアクション、衣装。70分があっという間でした。３歳の娘も、龍のピ
ンチに「がんばれ～！」と応援してました。素晴らしいライブでした。ありがとうございました。 

石巻市／30代男性 

初めて観覧させていただきました。冒頭のノアの歌で一気に引き込まれました。その後の本格的なアクショ
ン、演出、演技、歌、全てに感動しました。 
ヒーローショーで初めて泣きました。龍、本当にかっこいい。娘が好きになるのがわかりました！ 

石巻市／30代女性 

龍のピンチに、客席の子供たちから「がんばれ～」の声が何度も何度も湧き上がる。きっと龍というヒー
ローが子供たちにとって身近なヒーローなんだろう。もうその声を聞くだけで涙が溢れてくる。本当のご当
地ヒーローに初めて会った。 

東松島市／30代女性 

ブックレットを読んで、初めてリュウプロジェクトやヘアドネーションプロジェクトの立ち上げ、スーパー
ライブ開催の経緯を知ることができました。 
あの混乱の中、自分たちも被災者であるのにも関わらず、見ず知らずの子供たちのために立ち上がった大人
が、同じ県にいたということが本当に誇らしいです。 
リュウプロジェクトもヘアドネーションプロジェクトも、当事者だからこそわかる傷の痛みに、真剣に向き
合っている皆さんを心から尊敬します。 
この舞台のお話も、皆さんの想いがたくさん詰まったものだと思いました。台詞の一言一言が胸に迫り来る
ものがあり、大変感動いたしました。今日は本当にありがとうございました。孫も娘も私も大満足です。 

石巻市／60代以上女性 

MCの煽りがないのに子供たちから湧き上がる「がんばれー！」の声に、ライザー龍は本当の子供たちの
ヒーローなんだと実感し感動した。 
決して簡単なストーリーではないのに、私の４歳の娘も、龍のピンチに涙を流しながら必死に応援していま
した。きっと子供ながらに感じるものがあったのだと思います。そんな娘の姿にも夫婦共々感動。 
感動のストーリー、素晴らしいアクション、最高でした！！ 

塩釜市／30代男性 

ヒーローが泣いている…　私も一緒に泣きました。 
自分の無力さ、ジェネシスへの恐怖からの涙。 
それでも気丈に振舞おうとするタケルに対して、カムイの「泣きたい時には泣いていいんだ。たくさん泣い
たらまた笑顔になれる」 
それを聞いて嗚咽するタケルの姿に涙を抑えられませんでした。 
台詞の一つ一つが心に響くライブでした。大感動でした！ 

大崎市／30代女性 
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アンケートメッセージ２／９■ 
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すごく楽しかったです。初めて見たのですが、「あの日、生きたくとも生きることができなかった人々がた
くさんいた…」などと劇中で震災に触れていただき、このライブを見て、家に帰ってからも震災について家
族で話してみようと思いました。 
ショーはすごく楽しくて、迫力もあり、子供がとても喜んでいました。 
もらった冊子に書かれていた活動内容にもとても感動しました。すごくご苦労もあるかと思いますが、応援
しておりますので、ぜひこの活動を継続して欲しいです。今日は素敵なライブをありがとうございました。 

石巻市／30代女性 

初めてスーパーライブを観ることができ感無量でした。アクションや演出は勿論のこと、タケルやノアの想
い、カムイの言葉… たくさんの伝えたいことが今年のスーパーライブには詰まっていたと思います。 
何より会場に響く、「龍、頑張れ！」と言う子供たちの声。 
私自身、それなりにヒーローショーを見てきたつもりですが、お姉さんの掛け声も無く、龍が必死で戦って
いる時に自然と出る応援の声に、本当に感動いたしました。 
この様になるまで、皆様がどれだけ苦労されたか想像できませんが、それでも今年のスーパーライブに来る
ことができて、また一つ良い経験をさせていただけたこと、本当に感謝しております。関東からではありま
すが、リュウプロの皆様のこれからの活躍を期待しております。 

埼玉県さいたま市／30代男性 

毎回感動のライブをありがとうございます。 
７年前、震災で自宅を失い全てが０からのスタートでした。震災で多くのものを失いましたが、子供という
大きな宝が届きました。 
あの震災を忘れないためにも、龍はとても大切なヒーローです。龍がいる限り、子供たちも震災のことを忘
れないでいてくれると信じています。ありがとう龍！ 

石巻市／20代女性 

何度も泣きそうになるのをこらえながら見ていました。本当に感動のライブでした。 
お話も、大人にとっても心にグッとくるものでした。素晴らしいショーを無料で子供たちに見せて下さるこ
とに、いつも感謝しています。ありがとうございました。 

多賀城市／30代女性 

今、見終わり感動しました。とても素晴らしかったです。 
４体全員が勢ぞろい、かっこよかった～。そして、涙が止まらなかったです。ノアの歌声とても素敵でした。
「強いものに諦めずに立ち向かう龍の姿」子供たちにも大人にも響きました。素敵な時間をありがとうござ
いました。無料なんてすごすぎます。次回も楽しみにしています。 

石巻市／50代女性 

ストーリーが素晴らしく感激して涙が止まりませんでした。次回もその後もず～と続けてください。楽しみ
に待っています。龍を見ることを支えに生きていきます。 

石巻市／60代以上女性 

久しぶりの公演、ドキドキしながら今日を待っていました。出だしのノアの歌声から鳥肌が立ち、すぐに世
界に引き込まれました。ミシャクジの神の守り人が、なぜ今のようになってしまい、記憶はどこにいってし
まったのだろう…　今後もとても気になります。そして、思いやりの心、強い心、諦めない心、たくさんの
想いが伝わって来る公演でした。「泣いてもいいんだ…」という言葉も印象的でした。 
震災直後に生まれた息子も１年生になり、本当に龍のように優しく強い子になって欲しいと願うばかりです。
リュウプロジェクトに関わる皆さんに心より感謝いたします。 

石巻市／40代女性 

龍のピンチに自然に湧き上がる子供たちの声援に涙があふれてきました。龍は子供たちに本当に愛されてい
るヒーローなのだと再確認しました。感動のストーリーに涙が止まりませんでした。 

登米市／30代女性 

リュウプロジェクトの皆さんの伝えたいものが、子供にも私にも伝わりました。 
感動で涙が止まりませんでした。 

石巻市／30代男性 



アンケートメッセージ３／９■ 
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龍とカムイのセリフが心に突き刺さり、大変感動しました。 
テレビヒーローと比べても遜色のないアクション（それ以上かも！）にも驚きました。子供たちから自然に
発生する「がんばれ！」の声にも感動でした。 

仙台市／30代男性 

家族の付き添いで今日初めて見たのだが、ローカルヒーローとは思えない本格的なアクションに驚いた。 
ストーリーもローカルヒーローとは思えない重厚なもので、龍やカムイの台詞が胸にグッと迫ってきて、大
人なのにいつの間にか泣いていた（笑） 
破牙神ライザー龍、本当にかっこいいヒーローだった！ 

南三陸町／30代男性 

初めて見させていただきました。子供がチラシを手に帰ってきて、どうしても見に行きたいとせがまれての
応募でした。龍のことは子供の保育園に度々きて頂いているようで、子供から聞いて名前は知っていたので
すが、これほど子供たちに愛されているヒーローだとは知りませんでした。 
公演では、龍の泣く姿に一緒に嗚咽し、龍を助けるために歌うノアに心を通わせ、「笑顔は心から笑うから
笑顔なんだ、泣きたい時は泣いたらいい」というカムイの言葉に涙し、龍の「望まねば夢は叶わない」に
ぐっとき、そして最後の「グランディスたちの笑顔も取り戻したい…」 
あんなにボロボロにされた敵なのに、その心中を慮っての言葉でもう号泣でした。 
本当に素敵なヒーローでした。子供たちが夢中になるのがわかりました。むしろ私が大ファンになりました。 
今日は本当にありがとうございました。これから子供との共通の話題が増えて嬉しいです。 

石巻市／30代女性 

本当に良かったです！ 
ヒーローでも泣いていい、思いきり泣けば笑顔になれる… 
大人でも色々感じることがありました。無料でこの素晴らしいクォリティを保つにはご苦労もあると思いま
すが、応援しております。素晴らしすぎて泣いてしまいました。本当にありがとうございました。 

石巻市／40代女性 

今まで他のヒーローショーを見に行っても、恥ずかしくて応援ができなかった６歳の息子が、今日は声の限
りに「がんばれ～」と応援していました。１歳９ヶ月の次男も70分ずーっと見ていました。 
私は初めて龍のショーを見ましたが、子供と一緒になって見入ってしまいました。とても楽しかったです。 

利府町／30代女性 

震災のことを思い出さないようにしている自分に気づきました。 
生き残った私たちには、やるべき事、伝えるべき事があるんだと龍から語りかけられたような気がします。 
大切な事を思い出させていただきありがとうございました。 

石巻市／30代女性 

先月娘が、東北大学病院小児腫瘍センターに入院しました。その時、龍が定期的に訪問している事を知りま
した。娘は五日で退院できましたが、小児病棟には長く入院している子供たちがたくさんいますので、本当
に嬉しかっただろうなぁと思いました。とても素晴らしい活動をしているのですね。 
これからも子供たちの力になって下さい。応援しています。 
それと「授乳＆オムツ替えコーナー」とても助かりました。ありがとうございました。 

東松島市／30代女性 

前回よりもさらにパワーアップした今回のスーパーライブ！！　これがラストステージかと思ってしまうほ
どの完成度の高い素晴らしいステージでした。変身シーンも多く見応えたっぷり！ 
戦う場面が来るたびに「がんばれー！」と溢れる子供たちの声援。その純粋な心に感動しました。ノア役の
女性は見た目も歌声も美しく、女の私もジーっと見入ってしまいました。❤ 
今日はご招待いただきありがとうございました。迫力のステージ、息子と最高の思い出ができました。 

涌谷町／30代女性 

龍のあきらめない心に感動しました！ 
娘の龍を必死に応援する姿にも泣きました。素敵なお話でした。ありがとうございました。 

美里町／20代女性 
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大変感動しました。とても素晴らしいステージでした。 
龍の一人でも闘い続ける姿を見て、私もパワーをいただけました。ありがとうございました。 

利府町／40代女性 

初めて生のライブを観ました。ステージまでの距離が近く、効果音に驚きながらも目をキラキラさせ、夢中
で見入っている子供たちがいました。大満足です。ありがとうございました。 

石巻市／30代女性 

こんなにも質の高いものを作り、子供たちに無償で提供できる人たちとはどのような人たちなのだろう。 
リュウプロジェクトの様な大人がいるこの宮城が誇らしい！このライブはもちろんのこと、活動にも本当に
感動した。 

気仙沼市／30代男性 

想像以上のクォリティにびっくりいたしました。 
あの日に誓った「もう誰の涙も見たくない…」という龍の言葉に胸を打たれ涙しました。子供たちのために
ありがとうございました。これからも応援しております。 

石巻市／60代以上女性 

見るまではローカルヒーローと侮っていた… 
正直驚いた。重厚で感動のストーリー、仮面ライダーや戦隊ヒーローと比べても全く遜色のないアクション
や演技。何より龍のピンチに自然に湧き上がる子供たちの「りゅう！ガンバレー！」の声。本当に全てに感
動した。龍ありがとう！ 

気仙沼市／30代男性 

すごくすごくかっこよかったです！！ 
何度も涙が出そうになりました。子供たちが一生懸命「りゅう～！」と応援しているのも、胸が熱くなりま
した。ストーリーも毎回大人も楽しめるので、次回がすごく楽しみです！ 

石巻市／20代女性 

子供の付き添いで来たのですが、プロジェクトの内容、きっかけを知って感動した。 
これからも頑張って欲しいと思いました。ショーのパフォーマンスは素晴らしかった！！ 

名取市／30代男性 

ヒーローの涙する姿に胸が締め付けられる思いでした。台詞の一つ一つが心に響きました。感動の舞台をあ
りがとうございました。 

福島県福島市／20代女性 

素晴らしかった！かっこよかった！の一言につきます。胸熱展開が盛りだくさんで、大人が見ていても楽し
かったです。傲魔一族が絶対の敵だと思いましたが、実はノアに仕えていたという設定など、今後がとても
楽しみです。式神に力を借りるシーンなど、素晴らしかったです。式神のキャラクターが、一人一人はっき
りと設定されてあってよかった。あと、ウィンデラのフォルムがすごく好みでした。かっこよすぎる！ 
仮面ライダー全シリーズ見ていますが、TVシリーズのヒーローに負けないくらいかっこよかったです。 
企画のコンセプトも全て読ませていただきました。素晴らしかったです。今日はありがとうございました。 

仙台市／40代男性 

関東に来られた際、２回ショーを見させていただきましたが、やはり屋内の時間をかけたライブはよりすご
いですね。ショー自体のレベルも素晴らしかったですが、何より驚いたのは、関東では司会者が子供たちを
促しておこす声援が、このライブでは、龍がピンチになると会場のあちこちから自然に湧き上がること。 
「あぁ龍は、宮城の真のヒーローに本当になったんだ」と感動しました。 
改めてありがとうございました。東京から応援しています。 

東京都／40代女性 

龍が幼稚園に来る日は、息子がとても喜んでいます。今回家族全員で観覧しに来ました。こういう家族の時
間がとてもいいなぁと思いました。ありがとうございました。 

石巻市／40代女性 
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宮城で本当のヒーローを見た！ 
物語も最高でした。アクションも素晴らしかったです。カムイと龍の会話で改めて東日本大震災を思い出し
涙ぐんでしまいました。ノアの切なくも凛々しい姿にも涙が溢れてきました。こんなに泣いたのは何年ぶり
だろう…　感動を有難うございました。 

東京都大田区／30代男性 

今までは子供たちと父親だけで来ていたので、私は今回初めて観たのですが、最初から最後までクオリティ
の高さに驚きました！何よりスタッフの皆さんの優しい対応と笑顔が素晴らしかったです。思い出に残る
スーパーライブでした。これからもたくさんの子供たちに夢と希望を届けてください。応援しています。 

石巻市／30代女性 

初めてライブにきました。子供はハガキが届いてから、「あと何日かな！」と数えながら今日の日を楽しみ
にしていました。先週体調を崩した時も、「この薬を飲んで龍に会おうね」と励ますと、子供も「がんば
る」と言って苦手なお薬を飲んでくれました。今日は来ることができてとても喜んでいます。 
頑張っている龍を見て、子供も頑張っています。これからもこの活動が続くことを願っています。 

東松島市／30代女性 

一体誰が龍を助けられるのだろうとハラハラしました。ストーリーがとっても素敵で、涙なしでは見られま
せんでした。思わずおばあちゃんの私も「がんばれ～！」と応援したくなりました。 
来年もよろしくお願いします。次回は孫を連れて来たいです。 

大崎市／60代以上女性 

スーパーライブは初めて観ました。龍からの熱いメッセージすごく胸に刺さりました。アクション、ステー
ジ、歌、どれもこれも素晴らしかったです。子供たちもとても楽しんでいました。 
次回のスーパーライブもぜひ見に行きたいです。頑張って下さい！ 

仙台市／40代男性 

とても良いお話で感動しました。 
あの日から７年が経ちました。石巻から離れて過ごす中で、忘れそうになっていた想いをまた思い出すこと
ができました。ありがとうございました。 
子供にも龍を応援することで、優しい気持ち、思いやりの気持ちを持ち続けて欲しいと思います。 

仙台市／30代女性 

お芝居にもブックレットの“リュウプロジェクトの軌跡”にも感動しました。 
あの日、自宅が津波にもっていかれ、当時五ヶ月になる孫と共に、生きることにただただ必死に過ごして来
た中で、子供たちに夢や希望を与えてくれる破牙神ライザー龍はとてもありがたいことでした。 
今後もご活躍してくださることを願っております。今日はありがとうございました。 

石巻市／60代以上女性 

進化するストーリーに感動しました。 
私たち大人が、子供たちに教えなければならない大切なことを、龍が体を張って教えてくれていると思いま
した。50歳を過ぎたおじさんですが、龍のような生き方をしたいです。 
子供も、龍のような大人に育って欲しい。龍はこの地にいなくてはならないヒーローです。 

岩沼市／50代男性 

ストーリーなど全てが感動的です。毎回毎回の話の内容が楽しみです。 
「あの時…」の震災から、年月が経ちますが、龍で思い起こし、伝える大切さを毎回痛感します。私も龍を
通して「あの時」を忘れないようにしたいです。これからの回も楽しみにしております。頑張って下さい。
応援しています。 

仙台市／40代女性 

「あの日、生きたくとも生きられない人たちがたくさんいた…」この龍の台詞で、いろいろなことを思い出
し、涙が溢れてきました。「忘れない」と誓ったはずなのにいつの間にか忘れていました。 
龍ありがとう。龍が私たち被災地のヒーローで本当に良かった。感動のお話をありがとうございました。 

気仙沼市／30代女性 
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私の地元に、リュウプロジェクトのような大人の方がいることが嬉しいです。 
ライブは、ずーっと泣きっぱなしでした。 

仙台市／10代女性 

ブックレットを読んでプロジェクトの趣旨を知り、感銘を受けました。本業の傍らで、このようなプロジェ
クトを行っている大人がたくさんいることを知り、自分にもできることがあれば協力したいと思いました。 
ライブは、演技も舞台装置も素晴らしくびっくりしました。 

仙台市／40代女性 

いつも保育園に来てくださりありがとうございます。 
子供たちは龍が大好きです。息子は来年小学生になりますが、龍みたいに強くなるんだと張り切っています。
娘は、今回ヘアドネーションをしたいと、2014年から伸ばしていた髪の毛をバッサリ切ってスーパーライ
ブに来ました。ぜひ、必要としている子供たちのために役立てて下さい。 
ライブはとても感動しました。中でもカムイが言っていた「笑顔は心から笑うこと」という言葉が素敵でし
た。これからも頑張ってください。 

白石市／30代女性 

子供たちだけではなく、大人にも感動や元気をくれるものとなっていると思います。ぜひ今後も続けて欲し
いと思いまし、応援をしたいと思います。リュウ頑張って！ 
今回のお話も、いろいろと感じるものが多いものでした。 

東松島市／40代女性 

子供たちが本気で龍を心配し、応援する声が会場いっぱいに響いていました。 
大人が観ても飽きずに一気に時間が過ぎていました。照明も、音楽も、ストーリーも、クオリティの高いラ
イブにご招待いただきありがとうございました。 

石巻市／50代女性 

初めてのライブでしたが、子供と一緒に夢中になって観ました。次回のライブも楽しみにしています。 
保育園に龍が来てくれる日は、本当に子供が楽しそうにしています。帰ってくるなり、目をキラキラさせな
がら龍の話をしてくれます。そんな子供をみていると、母親の私まで嬉しくなります。今後の龍の活躍を心
から応援しております。 
子供に「龍になんて手紙を書きたい？」と聞いたところ、「龍になりたい！」と言っていました。 

大崎市／30代女性 

子供はヒーローショーが大好きで、私も戦隊ものや仮面ライダーが大好き。 
今までご当地ヒーローに感銘を受けたことなどなかったのですが、龍のライブは大変感銘を受けました。 
震災の風化が何より怖いので、こうして継続的に活動していただけて嬉しいです。震災時、息子はまだ産ま
れていませんでしたが、語りついでいくためも、ぜひ今後とも活動を頑張って欲しいです。 
ヘアドネーション、ぜひ協力したいと思い、現在髪を伸ばし中です。31cm以上になったら寄付させてくだ
さいね。 

富谷市／30代女性 

MCのお姉さんの呼びかけがあるわけでもないのに、龍のピンチに会場のいたる所から自然に発生する子供
たちの「がんばれ～！」「リュウ～！」の叫び声。本当に子供たちに愛されていると感じた。 
そして、こんなに泣かされるとは思わなかった。リュウありがとう！ 

南三陸町／30代男性 

子供たちは龍に会えるのを楽しみにしています。クオリティの高い本物のヒーローに大切なことを教えても
らい妹に優しくなった兄を誇らしく思います。龍ありがとう！これからも頑張ってください。 

大崎市／40代女性 

子供たちが通う保育園に龍が来てくれてから大ファンになりました。今日は２回目のライブでしたが、前回
と内容も異なり、よく考えられているなと感心しています。アクションシーンもとても迫力があり、とても
カッコよくて、見入ってしまいました。H列の席でしたので、通路での戦いも間近で見ることができて嬉し
かったです。ノアちゃんと龍のやり取りにもキュンキュンしました。❤ 

白石市／30代女性 
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子供の幼稚園に来たことをきっかけに初めて破牙神ライザー龍を知りました。 
幼稚園から帰ってきた息子から「破牙神ライザー龍すごくカッコ良かった。また会いたい」と、貰ってきた
スーパライブのチラシを見せられ、今回応募させていただきました。 
震災から生まれたヒーローだと言うことも今日初めて知りました。今まで大変なことがたくさんあったと思
いますが、これからも子供たちのために頑張ってください。応援しています。 
今回は、子供の付き添いで来たつもりだったのが、感動的な本格的ライブで、最初から最後まで見入ってし
まいました。今日はありがとうございました。 

仙台市／30代女性 

娘の「ガンバレー！」と龍を応援している姿が見れて嬉しかったです。 
初めてスーパーライブを観ましたが、子供だけではなく、大人も楽しめ、ストーリーも奥が深く見ていてと
ても感動しました。全てのクオリティが高くてビックリです。このプロジェクトを立ち上げてくださり、あ
りがとうございました。今後も龍やスタッフの皆様の事を応援しています！ 

石巻市／30代女性 

他のご当地ヒーローと一線を画すクオリティに驚きました。ブックレットを読んでさらに驚きました。あの
震災の混乱時、リュウプロジェクトを立ち上げた人々が宮城にいることが嬉しく思います。 
今日は感動のステージをありがとうございました。 

大崎市／40代男性 

すごくリアルな公演で感激しました。 
震災で、多くの友人が子供を亡くしてしまいました。震災に触れたシーンでは改めて胸がつまりました。 
みんな天国から見ていると思います。 
このような企画を開いてくださり、心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。 

石巻市／40代女性 

子供の付き添いで来たのですが、最初から見入ってしまいました。龍の泣くシーンでは、思わずもらい泣き
してしまいました。感動しました！ 

仙台市／30代男性 

子供が真剣に見ていました。近くで見ることができ、すごい迫力でとても面白かったです。物語もすごく良
かったです。ありがとうございました。素晴らしい活動をこれからも頑張ってください。 

登米市／30代女性 

初めて観に来ました。これほどのショーを無償で続けていることに驚きです。子供たちも初めてのヒーロー
ショーに大興奮でした。これからも応援していきます！ 

名取市／30代女性 

６歳の息子が目をキラキラさせて真剣に見ている姿を見て来て良かったと思いました。これからも子供たち
の夢のため、頑張ってください。絶対また来たいです！ 

名取市／30代女性 

素晴らしい感動のライブありがとうございました。 
私は特撮番組が大好きで、子供と一緒にヒーローショーをよく見に行っていたのですが、下の子が出来てか
ら、周りの目が気になって見に行けなくなりました。お兄ちゃんはヒーローが大好きでショーにも行きたが
るのですが、下の子はまだ小さく悪役が出てくると大泣きをしてしまうことがあります。 
以前、二人の子供を連れてショーを見に行った時、下の子がぐずり始め、隣の席の方に「うるさい」と言わ
れ、3人で席を立ったことがありました。今回もお兄ちゃんから、保育園でチラシを貰ってくるなり「これ
絶対行きたい！」と言われたのですが、前回のことがあり、迷っていましたが、思いきってメールで相談を
してみました。 
返信して頂いたメールに、「気にしないで、ぜひいらして下さい。下のお子さんが泣いてどうしようもな
かったら、ロビーに小さいけどモニターがありますからそれで続きを見て下さい。お兄ちゃんは、スタッフ
が一緒に座って見ますから。公演は無料なんです。誰もそんなことで文句を言う人はいません」と書かれて
おり、思わず涙が出てきました。そのような人達が作っているスーパーライブは、本当に、本当に感動でし
た。私にとって、NPO法人ヒーローの皆さんがヒーローです。 

仙台市／30代女性 
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龍の倒されて倒されても、敵に立ち向かう姿に感動しました。ノアの歌う歌詞にも感動しました。 
これがご当地ヒーローとは…　すごすぎる！ 

仙台市／30代男性 

本格的なステージ、アクション、歌声に感動しました。「泣いてもいい…」とカムイが龍を諭すシーンでは、
思わず涙がこぼれました。 

利府町／20代女性 

完璧でした。すごく感動しました。言葉がみつかりません…　ありがとうございました。 
石巻市／40代女性 

音響、照明、舞台セット、内容、全てに完成度が高く大変満足です。 
子供向けかと思いきや、子供はもちろんですが、大人も真剣に楽しむことができました。またノアの歌もと
ても素敵で、それだけでも聴きごたえ充分でした。 
ヘアドネーションにも取り組んでいるとのことで、これからも応援したいと思います。今日は素敵なステー
ジをありがとうございました。 

石巻市／30代女性 

ノアの歌が素晴らしかった。歌詞も良く、心に響きました。 
東松島市／40代女性 

今年、スーパーライブを開催していただきありがとうございます。とても子供たちがキラキラした目で見て
いました。朝早くから雪が心配だった中、石巻まで来て本当に良かったと思いました。 

山形県山形市／30代女性 

初めて観させていただきました。とても感動しました。 
皆さんボランティアでこの公演を開催されているということで、びっくりいたしました。山形県より縁あっ
た来ましたが、機会があればぜひ山形にも来てください。 

山形県天童市／40代女性 

本格的なライブに驚きました。会場の子供たちから自然と湧き上がる「がんばれ！！」コールに感動しまし
た。うちの子供たちも手に汗握って応援していたようで、何度もズボンで手を拭いていました。笑 

石巻市／40代女性 

子供たちがとても喜んでいました。ありがとうございます。皆様の気持ちを知り、胸がいっぱいです。これ
からも頑張ってください。 

仙台市／40代女性 

とても意味深く、私も今からでも何かやれるのではないかと、勇気をいただきました。 
岩沼市／40代女性 

内容も衣装もクオリティの高さに驚きました。ブックレットを読んで、すごく深い経緯があったことを初め
て知りました。来て良かったです。今後も子供たちに希望を与え続けてください。 

大崎市／50代男性 

内容が感動するもので、言葉が心に響くものでした。良かったです。 
東松島市／40代女性 

初めて観覧いたしましたがとても良かったです。メッセージ性もあり、また子供たちに見せたいです。 
東松島市／30代女性 

毎回いろいろなことを考えさせられる公演で楽しかったです。ラストの「ヴァイラスやグランディスたちの
笑顔も取り戻したい…」と言う龍の言葉に感動しました。 

仙台市／30代男性 
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紙面の関係で、その内92名の皆様のコメントを抜粋して掲載させていただいております。 

▲	  23	

最高でしたー！！！ 
ステージが高いなぁ…と思っていたのですが（前列だと足元が見えなくなってしまうので）、全く気になら
ないくらい、その高さを生かしまくったアクション多発ですごく良かったです。 
今までにない構成も新しいなぁと思いましたし、最後まさかの全フォーム登場！めっちゃ熱かったです。 
いい意味で裏切られました。スーパーライブでしかできない演出でしたね。 
ぜひ！ぜひ！DVDにしていただきたいです！今年もこの最高なショーを見ることができて本当にありがとう
ございました。明日も頑張ってください。これからも応援します！ 

仙台市／30代女性 

ライブを観て勇気をもらいました。涙が止まりませんでした。 
「リュウプロジェクト」「ヘアドネーションプロジェクト」素晴らしい活動だと思います。 

石巻市／40代女性 

龍が傷つき倒れている時に流れるノアの歌声と歌詞に涙が溢れてきました。感動しました。 
福島県福島市／30代女性 

龍を応援する子供たちの声に感動しました。 
忘れかけていた東日本大震災のことも思い出し、涙が出てきました。本も読ませていただき、とても共感い
たしました。これからも頑張ってください。 

仙台市／40代女性 

赤ちゃんを一緒に連れて、家族で観に来てる方もいらして、そういうステージはなかなか無いので、とても
良いなぁと思いました。 

石巻市／30代女性 

“諦めない心”。日々の生活の中で実行していきたい！　龍ありがとう！！ 
加美町／50代女性 

とても子供たちが楽しめた内容で良かったです。物語も面白く、子供たちも最後まで飽きずに見てました！ 
女川町／30代女性 

台詞の一つ一つが心に刺さってきて、気がつくと涙が流れていました。 
石巻市／40代男性 

震災関連の話も入っていて、大人でも関心できる内容で、思わず見入ってしまいました。 
利府町／30代女性 

二年ぶりのスーパーライブ、内容が盛りだくさんで今までの演出、ステージが一変しパワーアップしていて
すごく楽しかったです。アクションも各フォームの個性が出ていて、全てのフォームが一斉に出てきた時に
は目が足りませんでした。特にブラストの身軽な動きがかっこよかったです。 
スピーカー前の大人だけで申し込まれた人用の席でしたが、最前列でキャラクターとの距離がめちゃくちゃ
近くてとっても幸せでした。今回公演のDVDの販売も切実にお願いします。 

福島県二本松市／20代女性 

とても感動しました！誰かを“思う心”が強く伝わってくる素晴らしいライブでした。子供も私も大満足です。 
東松島市／30代女性 

保育園でチラシを貰ってきてからというもの、指折り数えて数ヶ月待っていた息子です。 
以前は怖がりだった息子が、龍と一緒に涙を流し、手を握りしめて大声で応援する姿を見ていたら、とても
嬉しくなりました。きっと、息子にもこの感動のお話が伝わっていたのだと思います。このような機会を与
えてくださり本当にありがとうございました 

石巻市／30代女性 



ご意見・ご要望■ 

アンケートに添えられた来場者からのご意見・ご要望 

音がでかすぎる！！　小さい子は泣く子も多いと思いますよ！　寒かった。 
照明の使い方も見えにくい。　暗い時間が多く子供が怖がる。 
子供には内容がまったくわからない。　大人ですらわからないストーリー。　あきる。 

30代男性 

ストーリーが子供には難しすぎると思った。ノアの歌が長すぎ。少し寒かった。 
30代女性 

途中休憩があると良いと思いました。 
30代女性 

最前列のためか、ステージから風が流れてきて寒かったです。事前にホームページなどでひざ掛けなどのア
ナウンスがあるとうれしかったです。 

20代女性 

子供の集中力は短いので、もっと短くて良いと思う。うちの子供は途中飽きてうるさかった 
40代女性 

【音響について】 
○上記を含め同種ご意見がアンケート記入者１,２３９名中、２２名の方からありました。 
※２２名中２１名が第１公演。１名が第２公演。 
 
 
【照明について】 
○上記を含め「光が強すぎる」など、同種ご意見がアンケート記入者１,２３９名中、１１名の方からありま
した。 
 
 
【内容が難しい・公演時間が長いなど、公演内容に関するご意見】 
○上記を含め同種ご意見がアンケート記入者１,２３９名中、１７名の方からありました。 
 
 
【その他】 
「会場内が寒かった」　　　　　１８名 
「席を探すのが大変でした」　　　１名 
「トイレ休憩を入れてほしい」　　１名 
「子供向けのTシャツがほしい」　 ４名　※他「グッズを増やしてほしい」 
「女の子向けのグッズがほしい」　１名 
「ひざ掛けなどの事前アナウンス」１名 
「震災に触れたセリフがあり、アニバーサリー反応が気になった」１名 

936名の皆様からいただきましたコメントやご意見等は、全てスタッフが拝読しております。 
寄せられたコメントの多くから「感動した」「楽しかった」などの声が聞こえ、 

スタッフ一同大変満足しております。 
また一方、少数ではありますが上記のようなご意見もあり、 
次回開催する際には参考にさせていただきたいと思います。 

▲	  24	


