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特集２
IDEA WORLD FITNESS CONVENTION 2008 Report
～Inspire the World to Fitness の進化と真価～

古村　こんにちは。その節はいろいろお世話になりました。
長谷川　お疲れさまでした。こちらこそありがとうございま
した。今日はあの感動が薄れないうちに、お互い感じたこ
とをざっくばらんなトークで交わしたいと思います。どう
ぞよろしくお願いします。

☆IDEAの第一印象
古村　長谷川さんは、IDEA初参加ですよね、私が質問するの
は逆かも知れませんが、第一印象はいかがでしたか。

長谷川　JAFAとIDEAは、インストラクターへの教育や啓蒙を
行う団体という共通した立場にありますが、コンベンショ
ンについては『World』を冠していることからもわかるよ
うに、国際性を重視していることにインパクトを感じまし
た。例えば、オープニングセレモニーでは、外国からの参
加者を座席から立たせて、会場にいる全員が「ようこそ！」
という気持ちを込めて拍手を送ってくれる演出があったの

です。自分が外国から来たことや、アメリカ人にとっては
外国人が大勢参加していることを実感させることで、国際
性をアピールしているわけです。また、入場の際にスティ
ックを渡してDRUMS ALIVEの演奏者になってもらうなど、
セレモニーを楽しむ工夫があちらこちらに見られました。
日本のセレモニーでは、受賞者以外は傍観者的な存在にな
ってしまいますが、IDEAでは皆がワクワクして参加できる
工夫があり、その点にとてもインパクトを感じたのです。
それから、アンジー･バンチが主宰する『カルチャーショ

ック』というヒップホップグループによるチャリティワー
クショップが実施されました。これは１人10ドルの参加費
を子どものフィットネスの研究費として寄付するためのク
ラスなのですが、キャリー･アンダーソンさんは娘さんと一
緒に参加していて、とても楽しんでいるのです。そんな様
子を見ていると、チャリティという社会貢献とエクササイ
ズを楽しむことを一緒に行っているアメリカのフィットネ
スは、奥が深いと感じました。また、たくさんいる会場ス
タッフのほとんどがボランティアであることにも、IDEAの
社会性が反映されているように思いました。

古村　国民性の違いと、それに伴うフィットネス愛好者が求
めるもの、期待するものの違いがあるかもしれませんね。
また、フィットネス業界の規模や成熟度の違いもあると思
います。日本のフィットネス業界の規模はまだまだ小さい
ですよね。でも、それゆえに将来性があるともいえます。
それから、私は米国でフィットネス以外のコンベンショ

ンに参加したことがあるのですが、コンベンションがビジ
ネスとして確立されていることを強く感じていました。ビ
ジネスとして成り立つからこそ、施設や運営サポートが充
実しているのでしょうね。その面ではうらやましいです。

ワールドフィットネスにふさわしいIDEAコンベンションが７月７日～12日、米国はネバ

ダ州の一大観光都市、ラスベガスで開催されました。そのIDEAワールドコンベンション

の模様を、IDEAに参加した古村誠さん（HN編集サポーター）と本誌（長谷川）との対

談、岩井智子さん（NEXT編集長）によるリポートなどによってご紹介します。

Part１

フィットネス愛好者の代表的な存在
ファンフィット主宰、HN編集サポーター

古村 誠さん×
HN編集長

長谷川 勝重

IDEAコンベンションの
イメージリサーチ
国民性、フィットネス文化の背景に
映るイメージギャップ

レジストレーションは名前別（アルファベット順）に
受け付けられるので、とてもスムーズ。

受付時に渡されるバインダーには、受講できるクラス
の登録証のほか、エキスポで使える商品券や割引券が
添付されています。

エコは世界的な課題。IDEAでは今年から、必要なクラ
スの資料はバインダーに添付されているCD-ROMを使
って自分でプリントします。

ロブとレベッカのジョイントレッスンを終
えて日本人参加者と。（後列右端：古村さん）
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ボランティアについては人格教育でしっかり叩き込まれて
いることを強く感じます。そのほかにお気づきの点はあり
ますか。

長谷川　仕事柄、どんなメディアが取材に来ているのか関心
があったのですが、取材者の存在には全く気がつきません
でした。社会性がアピールされているイベントであっても、
メディアの関心は低いのかと、妙な感じがしました。ただ
し、オープニングセレモニーはインターネットによってそ
の模様が全世界に向けてリアルタイムに発信されていたの
で、メディアについては新たな概念やシステムが機能して
いるのかもしれません。

☆印象に残ったインストラクターやプログラム
長谷川　古村さんが今回一番印象に残ったブレゼンターはど
なたですか。

古村　私にとって、今回のベストブレゼンターはレベッカ・
スモールです。彼女の講義は、昨年３月に行われたJAFAの
関西フォーラムと、４月にシドニーで行われた『FILEX』と
いうコンベンションでも受けていますが、講義の内容や質
が大きく変わっているわけではないのに、彼女の存在感は
全然違うんです。とても堂々としていたのですが、意外に
もレベッカはIDEA初参加だったのですね。
彼女の１本目のステップの講義では、広い会場を200名

以上の参加者が埋めていて、アメリカでも人気が高いこと
を感じました。それからロブ・グリック、彼はBOSUや
GRAVITYなどツールを使ったプログラムのトップブレゼン
ターであると同時に、アメリカでフリースタイル系のエア
ロやステップを提供し続けている数少ないプレゼンターで、
本当によく頑張っています。今回、ロブとレベッカのジョ
イントプログラムがありましたよね。レベッカが彼と組も
うとするのもわかるような気がします。

長谷川　私も、レベッカの存在感は一回りも二回りも大きく

なったように感じました。ほかに印象に残ったプレゼンタ
ーはいらっしゃいましたか。

古村　日本では知られていない講師のクラスにもいくつか出
ましたが、自分が受講した中では著名な講師のクラスのほ
うが良い内容を提供していたと感じました。一番楽しかっ
た講座は、盛り上げ上手なスティーブ・ブーツのHi-Lowエ
アロの講座です。また、フリースタイルの講座として一番
凝ったコリオグラフィを披露していたのは、同じく来日経
験のあるヨアブ・アビダルのステップの講座です。とても
クリエイティブで楽しい講座だったと思います。

長谷川　私はパトリック・グドゥとマイロ・ラベルが印象に
残りました。どちらもアメリカらしいダンス系のプレゼン
テーションでしたね。ミンディ・ミルレアやジュリアン・
アーニーもエキサイティングで、かつパワフルで良かった
ですね。プログラムについての印象はいかがですか。

古村　昨年からカーディオ系が戻ってきたように感じます。
フリースタイル系も徐々に復権しているように思いました。
国民性かもしれませんが、さまざまな器具を利用したトレ
ーニング系のエクササイズは、器具の多様さと内容の充実
さが目を引きました。また、日本ではプレコリオ系の新プ
ログラムが百花繚乱の様相を呈していますが、IDEAコンベ
ンションではZUMBAとDRUMS ALIVE以外はあまり見られ
なかったのが印象的でした。

☆受講者の違い
古村　初めて海外コンベンションに参加すると、受講者が途
中で退室するのにビックリしますよね。長谷川さんはどう
感じましたか。

長谷川　レクチャークラスでは飲み食いしながら受講したり、
ワークショップでは寝転がって受講している人がいて、び
っくりしました。国民性の違いを感じましたね。また遅刻
者の存在はあまり感じなったのですが、途中退出する人は

むか～しロシアのジムで流行した『ベル』と
いうウエイトを紹介したワークショップは満
員。レジスタンストレーニングや体幹の回旋
動作に使うのですが、ちょっとスリリング。

オープニングセレモニーでスピーチするIDEA
会長のデイビス氏。笑顔で軽快な話術はすぐ
に聴衆を惹き付けました。どことなく、世界
に向けてしゃべっているように感じました。

クリエイティブで、緻密に計算されたプログ
ラムはヨアブの真骨頂。指導にも磨きがかか
り、参加者たちはヨアブのダンスエアロに魅
了されていました。

今年の関西フォーラムでも大好評だったスティー
ブ・ブーツは、IDEAでも人気者。バレエで培っ
たダンサーとしての素養と、欧州のコンベンショ
ンで磨かれたコリオのセンスが光っていました。

欧米でのバイクエクササイズの人気はとても
高く、シュインとカイザーが講座を提供して
いました。音楽だけでなく大画面のモニター
を活用したり、カラオケと融合したクラスも。

日本でもファンの多いマ
イロ・ラベル。動きがカ
ッコイイだけでなく、指
導もチョーウマイ！　ポ
イントをわかりやすく解
説して、できた人にはす
かさず「エクセレント！」
と声を掛けます。ところ
で皆さんは、ファンクと
ヒップホップの違いをご
存知ですか？

写真：IDEA提供

写真：IDEA提供

写真：IDEA提供
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けっこういますよね。レッスン中に足元に荷物を置いてい
る参加者がいて、いつでも退出できるように仕度して受講
している様子には首をひねりました。
古村　退室については、無言のブーイングの場合もあるでし
ょうが、必要なものが得られたら長居は無用という合理性
によるケースもあると思います。退室者が多くても評価の
高い講座がありますからね。ただ、コンベンション慣れし
たプレゼンターはお楽しみを最後にもってきたりしますか
ら、途中で退出しちゃうと、一番おいしいところを食べそ
びれてしまうことがけっこうあるのですよ。

長谷川　受講者は、楽しむため、学ぶため、新たな経験をす
るためというように、目的を明確にして臨んでいる人が多
いように思いました。私が取材したクラスでは、赤ちゃん
を抱いて受講している人がいて、赤ちゃんがむずがっても
集中して受講していたり、周りはサーキットトレーニング
で走り回っているのに、その真ん中でメモをとっている人
がいました。自分のスタイルを貫いているといえる反面、
個人主義的な行為ともいえますよね。

古村　それが当たり前の国ですから、やはり国民性の違いを
感じますね。

☆エキスポ
長谷川　講座以外では、何か特徴的なことはありましたか。
古村　海外コンベンションでの楽しみの１つに『エキスポ』
があります。注：エキスポとは、フィットネス関連業界の展示即売会場で、
各種機器やインストラクター用CD/DVD、ウェアの販売、新プログラムの紹介など

のブースが軒を連ねている。

国内未発売のレッスン用CDやウエア、ツールなどが購入
できることもありますが、いろいろなマシンに触れらたり
プログラムのデモが見られることもよい刺激になります。
海外コンベンションの魅力の１つにエキスポを挙げる方は
多いですね。

長谷川　エキスポには、フィットネスに関するいろいろな商
品が集まっていて活気がありましたね。私はジューサーミ
キサーで、プロテイン飲料からミネストローネ、デザート
など何でも短時間で作って来場者に振る舞っているおじさ
んが印象に残っています。同行していた鶴見（JAFA理事長）
によると、巧みなトークで実演販売する名物おじさんだそ
うで、二人で２品ずつもらって舌鼓を打ってきました。

☆IDEAコンベンション　参加への意義
長谷川　最後に、IDEAコンベンションに参加する意義を古村
さんはどのようにお考えですか。

古村　海外の一流プレゼンターは、プレゼンテーションスキ
ルが素晴らしいですね。言葉やボディを使ったプレゼンテ
ーションだけでなく、曲の使い方なども上手いです。プレ
ゼンテーションはどちらかというと日本人が苦手な分野で
すが、だからこそ伸ばすことができる部分だと思います。
また、彼らは自分のジャンルをしっかり確立していて、講
義にもそれがよく表れています。JAFAフォーラムなどで、
日本にいても外国の一流のプレゼンターの講義を受ける機
会はありますが、IDEAを含め、メジャーな海外コンベンシ
ョンではたくさんの海外プレゼンターが一堂に会します。
たくさんの一流プレゼンターの講義を受け続けることはと
もて刺激的なことで、さまざまなアイデアや技能を収穫で
きます。そういう意味で、IDEAには参加する価値がありま
す。
また、JAFAフォーラムと共通することですが、学ぶとき

はしっかり学び、あとはしっかり楽しむことも大切だと思
います。参加者の楽しみを忘れないことが、指導者を続け
る潤滑油だと思います。そういうことも、IDEAを通じて感
じられるメリットだと思います。

長谷川　私もそう思います。どうもありがとうございました。

フォームローラーとピラティス、そし
てバランストレーニングを組み合わせ
たをクラスは満員。プログラムのクオ
リティがとても高く、参加者は「これ
はイイ」と感心しきりでした。

人を担いで走るようなハードなサーキッ
トトレーニングの講座がいくつかあり盛
況でした。アメリカにはアリーナを設備
したフィットネスクラブがたくさんあ
り、ポピュラーなプログラムのようです。

Drums Aliveの醍醐味は、全員が一体と
なってリズムを刻むことで感じるトラ
ンス感覚にありますが、ツインドラム
の生演奏は、より大きな低重音を響か
せてトランス感覚を高めていました。

ボールエクササイズの人気は高く、プ
ログラムのバリエーションも豊富。指
導者だけでなく、参加者たちもボール
エクササイズの特長を理解しているこ
とが人気を支えているようです。

いろいろな講座で、受講者同士でペア
を組ませたり、手を合わせるなどスキ
ンシップやコミュニケーションを図る
シーンが見られました。人とのふれあ
いも、フィットネスの大切な要素です。

親子で行うサーキットトレーニングのワ
ークショップには、赤ちゃんを連れた参
加者も。ちょっと早いのでは…なんて心
配しましたが、ママは赤ちゃんを抱きな
がらずっとメモをとっていました。

IDEAの関心事の１つにアクアプログラ
ムがありましたが、環境・内容ともに
イマイチ。JAFA AQUAをはじめとして、
日本のアクアシーンの成長ぶりを感じ
た次第です。

治面地順子さんによる『アルファビクス』
は、意識を高めて行う筋コンディショニ
ングと呼吸法、そしてメディテーション
による心身のリラックスを融合させたプ
ログラムで、高い関心を集めていました。

写真：IDEA提供
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今回のIDEAコンベンションのスローガ
ン“Inspire”をプリントしたＴシャツ
は、参加者全員に無料で配布されます。
ただし、レジストレーションで渡され
たバインダーの中の引換券が必要。

エキスポで目を引いた『TRX』。このア
イテムもそうでしたが、ピラティスや
バイクなど、エキスポの出展ブースを
活用したワークショップが開催されて
おり、その合理性には感心しました。

アメリカ人は巨大な物と合理的なこと
が好きですが、それを象徴的に感じた
のがこのブース。大きなバスがそのま
ま出展ブースとなり、来場者に存在感
をアピールしていました。

ものの二三分で、次から次においしい
モノを作るおじさん。見物人は、その
軽快でユニークなトークとともに、振
る舞われるサンプルがお目当て。エキ
スポでお腹が空いたら、このブースへ。

フィットネス業界に身を置いて約20年、IDEAコンベンショ
ンは私にとって行かなければならない場所としてずっと脳裏
にありました。世界の選りすぐりの指導者とプログラムが集
うこの機会を、本誌記者としてどのようなテーマを持って臨
んだらよいのか思案しましたが、シンプルに興味のあるプロ
グラムを取材すればよいと思い至り、肩の力を抜いて臨んで
みました。しかし、IDEAコンベンションの取材は、いい意味
でショッキングな出来事として、今もその記憶は根強く残っ
ています。
古村さんとの対談でも触れましたが、IDEAコンベンション

の２日目（7/9）に開催されたオープニングセレモニーは特筆
すべき内容でした。一緒に参加した鶴見理事長が要所を通訳
してくれたことで、IDEAコンベンションに関するさまざまな
ことを知ることができました。
スピーチに立ったピーター･デイビス会長によると、今回の

IDEAコンベンションの総講座数は309で、参加者数は約
3,000人。そのうち外国（60ヵ国）からの参加者は約400人
とのこと。IDEAではフィットネスに関する研究を助成するた
めに募金活動を行っていて、この１年間で寄付した金額は日
本円で約1,500万円。「この基金は、フィットネスを指導する
皆さんの善意によるものです」と感謝を述べ、「このセレモニ
ーの模様は、インターネットによって世界に同時配信されて
います」と述べると、会場はワッと湧きました。
ピーター会長のあとには、妻であるキャシー・デイビス会

長がスピーチに立ち、「指導者がいてこそ、多くの人たちが安
心してフィットネスに参加できるのです。皆さん、ありがと
う」と感謝を述べ、「今回のスローガンであるInspireは、人を
やる気にさせるという意味があります。ここに参加した人た
ちは、まさにInspireです。IDEAには250人のボランティアと
150人の講師がいて、IDEAのスタッフたちは１年前からこの
コンベンションの企画を練ってきました」と参加者の心を一
つにしていきます。IDEAでは、子どもの肥満を予防・改善す
るための研究に対して助成を行っているのですが、その重要
性や意義をアピールしたのは、なんとビル･クリントン前大統
領です。国の要人である本人がステージに登場するわけもな
く、ビデオでメッセージを寄せてくれたのですが、「学校で健

康的な食事をする教育と、フィットネスのレッスンを積極的
に行える施策を実現したい。そのためにも、皆さん一緒に頑
張りましょう」と述べて、会場のにいる参加者たちは誇らし
げな表情でメッセージに聞き入っていました。
クリントン前大統領のメッセージの後には、インストラク

ター、トレーナー、プログラムディレクターを受賞する
『Awards Presentation』が行われました。インストラクター
オブザイヤーには、元弁護士で大病を患ったことでフィット
ネスに目覚め、それが高じてインストラクターとして活躍し
ているシャリー･アーチャーさんが受賞したのですが、彼女の
スピーチが見事でした。家族への感謝を述べたあと、フィッ
トネスやインストラクターの重要性について、自身の体験を
通じて力説したのですが、このスピーチによって、会場にい
る参加者と受賞者が同化しているように感じられたのです。
要するに、受賞者にとって参加者は「私の仲間」であり、参
加者にとって受賞者は「私たちの代表」であるという意識の
同化を感じたのです。鶴見理事長は「セレモニーに参加する
ことは、指導者としてのモチベーションアップにつながる」
といいます。アメリカの指導者たちは、決して恵まれた環境
や待遇にありません。しかし、社会的に意義のある仕事をし
ているんだ、皆これからも頑張っていこうよ、というエール
交換の場でもあるわけです。
アメリカは不況に喘ぎ、犯罪に怯え、多人種の軋轢に苦し

んでいます。だからこそ、共通の意識や団結力を拠り所にパ
ワーをみなぎらせようとしています。IDEAには、そんなパワ
ーがあふれています。指導者たちのオアシスであり、フィッ
トネスプログラムの源泉として、IDEAはこれからも支持され、
豊富な情報を発信していくことでしょう。IDEAコンベンショ
ンは、フィットネス業界人にさまざまな感慨をもたらせてく
れます。できることなら、一度は訪れるべき場所です。そん
なことを改めて実感した、IDEAコンベンションでした。

HN編集長 長谷川 勝重

IDEAコンベンション回顧録

IDEAの社会性と

指導者のモチベーションづくりPart２

《IDEAコンベンション/JAFAツアー参加者の声》
「米国のトレンドを把握し、自社の商品開発に役立てることを目的に参加
しました。Chalene Johnsonのクラスは、音源とコリオの完成度が非常に
高く、指導スキルも最高でした」「ヨアブ、パトリック、スティーブの３
人は、最高のプレゼンターでした」「レベッカはステップの女王でさすが
です。日本に何度でも来て！」「海外コンベンションは手続きが難しいの
で、JAFAが代行してくれるIDEAは助かり
ます」「JAFAフォーラムに来ている外国人
プレゼンターが一流であることが、IDEA
を通してよくわかりました」
右の写真はIDEA主催のウェルカムパーテ
ィーでのショット。首に掛けているレイは、
デイビス会長夫妻の手によるものです。
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2008年７月７日～12日、ラスベガスでIDEA2008ワールド
コンベンションが開催されました。その模様を２回に渡って
レポートします。第１回目の今回は、プレコンベンションで
得た情報をキーワードでご紹介します。

―プレコンベンション
IDEAコンベンションに、プレコンベンションがあるのはご

存知でしょうか。例年、各種プログラムのインストラクター
コースや、指導者向けマネジメントセミナーが提供されてい
ます。今年はインストラクターコースは『ドラムスアライブ』
『ストットピラティス』『シュイングループサイクリング』
『ストローラーストライズ（ママと子どものプログラム。マ
マがベビーカーを押してウォーキングするとともに、子ども
と一緒にできる筋力・柔軟性のトレーニングが含まれるエク
ササイズ）』と、『ファンクショナルトレーニング最新スキル』
が、それぞれ４～８時間コースとして提供されました。
マネジメントセミナーは、独立起業を目指す人向けの『フ

ィットネスビジネスフォーラム』と、フィットネスディレク
ター向け『フィットネスマネジメント』の講座が提供され、
こちらは座学のみ。今回、このフィットネスディレクター向
け講座に参加しました。
セミナーは「どのように全体のフィットネスプログラムの

価値を高めるか」「限られた予算の中で、新しいプログラム
やエクイップメントを導入する方法」「パーソナルトレーニ
ングのビジネスモデル」などの内容で、運営面のトレンドを
垣間見ることができました。そのトレンドを３つのキーワー
ドで紹介したいと思います。

―１つ目のキーワード：ブティッククラブ
アメリカではフィットネスの参加率が15％を超え、クラブ

同士の競合が激化するにつれて、業態の多様化が進んでいま
す。今急増している新業態は「キークラブ」と呼ばれる低価
格で、24時間利用できるセルフサービスのクラブ。スタジオ
大のスペースにマシンが並べられたジムで、メンバーカード
が入館用の鍵になっていることから「キークラブ」と呼ばれ
ています。こうした無人化による低価格の旗を振るクラブの
対極に位置するのが、この『ブティッククラブ』。
ブティッククラブは、プログラムやインストラクター・ト

レーナーの質で差別化しようとするもので、小売業でいえば
「ブランドショップ」「セレクトショップ」的な位置づけ。小
規模のジム・スタジオタイプで、月会費を基盤にしながらも
パーソナルトレーニングや少人数の有料グループレッスン、
プログラム別会員（スクール会員のような設定）などを設け、
高い客単価を実現していることも特徴になっています。

―２つ目のキーワード：ハイブリッドプロフェッショナル
これは、グループ指導もパーソナル指導もできる人のこと

を指す言葉。通常、クラブの収益基盤は会費収入ですが、こ
の『ハイブリッドプロフェッショナル』は、その会費収入を
安定化させる会員定着に有効なグループエクササイズも担当

しながら、パーソナル指導で会費外収入も高められるという
ことで、クラブにとっては貴重な存在。本人も、グループエ
クササイズとパーソナルを両方担当することで、自身の収入
を効率的かつ効果的に高められることになります。パーソナ
ルもグループも担当できるプロフェッショナルは、知識や指
導技術も高く、親しまれやすい人間性を備えている場合が多
いので、クラブで提供するソフトのサービスのクオリティを
全体的に高めることができるようになるわけです。

―３つ目のキーワード：ホビーインストラクター
これは、アメリカの業界の陰の部分とも言えますが、前述

のようなハイブリッドプロフィッショナルが収入や地位を高
めている一方で、フリーでグループレッスンだけを担当し、
クラブの経営や運営に興味を持たないインストラクターがこ
う呼ばれています。こうしたインストラクターのフィーは下
降気味。エアロビクス系レッスンの１本当たりのフィーは20
～25ドルといわれ、セミナーの講師は「レッスンだけで生計
を立てていくのは無理」と言い切っていました。「この仕事
を生涯の仕事にしようと思うなら、ハイブリッドプロフェッ
ショナルを目指すか、専門性を高めてプログラムのコンサル
ティングや開発ができるようになることを目指すかの選択を
し、そのための勉強をしないとダメ」と。

―インストラクター・トレーナーの教育レベルの高度化
今回のIDEAで全体的に感じたことは、インストラクターの

教育レベルが非常に高まっていることです。フィットネスデ
ィレクターや起業を目指す人はもちろん、各種ワークショッ
プも自分のレッスンやトレーニングの内容を、とてもロジカ
ルに伝えていることが印象的でした。自分たちが提供してい
ることの価値を、相手が理解できる言葉にして伝える。そう
することで、自らの地位や収入を高めていく。その実現に向
けて真摯に学ぼうとするインストラクター･トレーナーの姿
がとてもたくましく映りました。
次回はコンベンション本番編をレポートします。

インストラクター･トレーナーのキャリアマガジン

NEXT 編集長 岩井智子

編集者がキャッチしたIDEAコンベンションのトピックス
前編：クラブ運営の３つのキーワード　

左／日本でもお馴染みのシャノン・フェイブル氏のセミナ
ー。新しいプログラムやエクイップメントの導入を限られ
た予算の中でいかに実現していくか。トレンドの把握の仕
方から、クラブの経営や運営にいかにプラスになるかを伝
える企画書や報告書の書き方までを実践的に解説していま
した。
下／プレコンベンションでのフィットネスディレクター向
けマネジメントセミナー。クラブの課題について熱心に質
問したり、情報を共有しようとする姿が印象的でした。

Part３




