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1967 年： 11 月 2 日・東京足立区に生まれる。母親に戦争の話を聞かされ育つ。 

1973 年： 浦安に移住。南小学校、堀江中学校、浦安高校と地元の学校を卒業。  

1984 年： 高２の修学旅行先の広島で、被爆者の実話を聞き平和について真剣に考える。  

1984 年： 高校卒業後、アパレル会社で約 2 年洋服の営業として勤める。  

1987 年： 会社を退職し単身イギリスへ留学。この時に列車でヨーロッパを回る。  

1988 年： 帰国後、北島事務所専務を通じて芸能界入り。ドラマ、バラエティ番組にレギュラー出演も歌の世界にのめり 

込み全てのレギュラーも事務所も辞め、 川崎のライブハウスでハコバンのヴォーカリストとして修行を積む。  

1991 年： ソニーよりバンドでデビュー。  

1992 年： FM ラジオ専門事務所サンディに入り、ラジオ番組のレギュラーを日本各地で持ち始める。  

1995 年： DJ ユニット・AK LIVE で再びソニーよりデビュー。アルバム 2 枚シングル・7 枚をリリース。 

さらに二人のサクセスを描いた漫画「3D・BOYS」がソニーマガジンズより連載。自身の生き様が描かれた 

単行本全３巻が発売される。  

1998 年： 日中平和条約締結 20 周年記念・中国は北京にてライブを行う。  

1999 年： 「叫びたい」の一念でバンド・GOLDFISH RESCUE GANG を結成。  

2000 年： 春、GFRG で初ライブを行う。オーガナイズしたこのイベントが「ZEROCIKIN」の始まりとなる。 

同時期に事務所サンディを退社、AK LIVE も解散へ。  

2003 年： ナレーション業界有数の事務所・シグマセブンに移籍。以後 TV・CF やナレーション、ラジオでは 

ベイエフエムの朝の顔として週月～木の 4 時間の生放送を担当。またこの時期千葉ロッテマリーンズの 

スタジアム DJ に就任。全日本バレーボールの応援 DJ・マッチナビゲーターに就任。  

2004 年： 地元・浦安にて初の「ZEROCKI’N」を開催。様々な団体から高評価をもらう。  

2005 年： クリスマスに妻のガンが発覚し、治療のため仕事を控える。  

2006 年： 秋、治療の甲斐もなく妻が他界。残された子供たちのために「何が出来るのか？」。生きる意味、命について 

、そして LOVE & PEACE をもう一度考える。  

2007 年： 夏、浦安市で 2 回目となる「ZEROCKI'N」を開催。同年９月より毎月第一日曜日を U-PROJECT 定例ゴミ拾い 

の日に。ゴミ拾い活動を本格的に始動する。秋、FIVB ワールドカップバレーボール 2007 のマッチナビゲータ 

ーを担当。  

2008 年： 11 月 24 日 千葉マリンスタジアムにて「湾岸まるごとゴミ拾い～100 年たっても地球（あなた）となかよし～」 

を開催。1 万人が参加し、50 トンのゴミを集める。 

2009 年： 9 月 19 日「まるごみ‘09 ～100 年たっても地球（あなた）となかよし～」開催。千葉県内 30 市町村が参加。 

6011 人が参加して 30 トンのゴミを集める。 

2009 年： まるごみのイベント企画手腕が認められ、千葉県観光協会から「秋の観光キャンペーン」の連動イベントの 

企画依頼を受ける。11 月 28 日のファイナルイベントはこれまでにない成功を収める。 

2010 年： 9 月 18 日、千葉県全域 50 市町村を巻き込んで今年もまるごみイベントを開催する。 

 

 

 

 



＜これま での 主な出演と活動＞ 

●ラジオ 

bayfm 「NEXT STEP」、「POWER BAY WEEKEND」、「ベイ・モーニングストリーム」、「S-チャンス！」  

MUSIC BIRD 「KOUSAKU のパワーナイト」、「東京 St. Light City」、「耕作の本気ラジオ」、「今夜は楽しまナイト」  

K-MIX 「CLUB KINGDOM」  FM とくしま 他 「AK ジャンボパーティー」  FM 香川 「GOLDTOWER SEA SIDE WAVE」  

TX 「音ぱつ」  茨城・栃木放送 「Dream Factory AK GENERATION」  長崎放送 「AK 江戸っ子チャン PON」  

 

●TV ナレーション 

BS ジャパン 「ラブトロン」   CS J-SPORTS 「ライナーズ」、「インデックス」  

 

●TV 出演（バラエティ） 

テレビ東京「会議中ですよ」 CS EPch 「100 円ショップで大実験」  グリーンチャンネル「グリーンツーリズム」 

 

●TV 出演（ドラマ） 

フジテレビ「10 年愛」  テレ朝「海岸物語」 

 

●アニメ・外画声優等 

アニメ 「バンパイヤン・キッズ」（レーダーハット役） 「爆球 Hit！クラッシュビーダマン」（クラッシャーBB 役）  

外画 「激戦」（チョウ役） 「反則王」  

 

●応援 DJ 

千葉ロッテマリーンズ・スタジアムＤＪ（マリーンズ大使）、全日本バレーボールマッチナビゲーター、 

読売ジャイアンツドーム内ラジオ DJ、都市対抗野球進行司会、3on3 バスケ DJ、フットサル実況 DJ、 

スキーモーグル実況 DJ、結婚式・セレモニー・財界・政界パーティーの司会等 

 

●自主企画イベント 

・ 2000 年～2004 年 環境イベント「ZEROCKIN’」企画主催。（20 回開催し、トータル 1 万人を動員。） 

・ 2008 年 11 月 「湾岸まるごとゴミ拾い～100 年たっても地球（あなた）となかよし～」を開催。 

・           １万人で 50t のゴミを拾い集める。 

・ 2009 年 9 月  「まるごみ‘09～100 年たっても地球（あなた）となかよし～」を開催。 

・           千葉県内 30 市町村が参加。 

 

●講演会 

・ 2007 年 10 月 県立浦安高校  11 月 浦安倫理法人会 12 月 浦安みなみ幼稚園 

・ 2008 年 1 月 習志野市倫理法人会 2 月 千葉市倫理法人会 3 月 埼玉県立いずみ高校 3 月 船橋旭日学園 

・       5 月 新宿維新塾   他 

 

●音楽活動 

・ 1991 年 ソニーよりバンド「ハロウィンパーティー」でデビュー 

・ 1995 年 ソニーダブルオーレーベルより男 2 組ユニット「AK LIVE」でデビュー 

・ 2003 年 千葉ロッテマリーンズサポートソング「March」でバンド GFRG でデビュー 

 



＜スタジアム DJ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

ジェフ市原千葉              葉ロッテマリーンズ            全日本バレーボール 

 

＜講演会＞ 

 

 

 

                                  

 

 

                       

     高校での講演             幼稚園での講演             中学校での講演＆プロレス 

 

＜音楽活動＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 音楽ユニット GFRG（ゴールドフィッシュ・レスキュー・ギャング） と中村あゆみ  

 

＜ゴミ拾い活動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

浦安の埋め立て地をゴミ拾い      賛同者の野口氏・森田氏・大林氏    斎藤環境大臣・大林氏・神田うの氏                             


