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2018/10/30 MD336 変革のリーダーシップ 

MD336次世代リーダーシップセミナー 

MD330 ＧＬＴ コーディネーター 
330-C PDG L.濱野雅司 

変革のリーダーシップ 

 336複合地区 次世代リーダーシップセミナー 

      ↓ 
メンバー全体のまとまり、メンバー間の合意の確立、 
メンバーの積極的な参加 を重視する 

企業のリーダーと 
ライオンズのリーダーの違い 

スタッフを雇用し指揮する 

目標達成、結果重視 

立場に基づく権力 

永続的な任務 など 

企業のリーダー 

スタッフを募集する 

人間関係、過程重視 

周囲の支援に基づく権力 

定期的に任務の交代 など 

ライオンズのリーダー 

ライオンズメンバーには、選択の自由がある 
→ イヤなら、参加しない、やめちゃう 

共通の夢の実現のために 
一緒に苦労してもらうには、 

どうしたらいいの？ 

ついていきたいと 
思われるには、 
どうしたらいいの？ 

全員を同じ目的に向かわせるには、 
どうすればいいの？ 

クーゼスとポズナー 
リーダーシップの分野の権威ある専門家 

リーダーシップは、人を動かし、人々に活力を与え、行動へと駆り立てる 

優れたリーダーは、人と組織をこれまでにない高みに引き上げる 

著書「リーダーシップ・チャレンジ」 

「模範的リーダーの５つの実践指針」の創始者 

ついていきたいリーダーは、   
どんな人物？ 
喜んでついていきたい尊敬されるリーダーの特質 

30年間、世界10万人に聴いたアンケート結果 ベスト10 

1．正直である（89％） 

2．先見の明がある（71％） 

3．仕事ができる（69％） 

4．やる気にさせる（69％） 

5．知性（45％） 

6.寛容さ（38％） 

7.公平さ（37％） 

8.頼りがい（35％） 

9.支えになる（35％） 

10.素直さ（32％） 

正直である 

仕事ができる やる気にさせる 

先見の明がある 

信頼 

みんな信頼できる リーダーについていきたい 

リーダーが信頼されていなければ、 
どんなメッセージも信頼されない 

信頼できるリーダーとは？ 

言葉どおりに実行する人   約束を守る人  

やるといったことは、必ずやりとげる人 
信頼される人になるには… 人格を磨く？ 



2 

2018/10/30 MD336 変革のリーダーシップ 

MD336次世代リーダーシップセミナー 

人の最大の力を発揮させる３つの要素 

人格＝信頼 

（武道やスポーツの言葉） 

心×技×体＝最大のパフォーマンス 

バランスが人格を形成 

心 

技 

体 

志、精神力、心の強さ、やり抜く力、 
あきらめない気持ち、自分に負けない強い意志 

技術、スキル、テクニック、熱い情熱が技を磨く 

身体能力、地道な努力と取り組む姿勢、 

「心技体」はバラバラではなく 
一つのものとして磨いていく 

自分の力を 
最大限に発揮できる 

人を理解し、人と協力し、人を育てることができる 

明確な目的、方向性、戦略を示すことができる 

明確な価値観に基づき、正しいことを行うことができる  

正直である 

仕事ができる 

先見の明がある 

信頼 

良質な人間関係 

リーダーシップは、皆を共通の夢へ向かわせる人間関係 

やる気にさせる 

リーダーひとりの力では、けっして非凡なことは成し遂げられない 

熱心にメンバーを導く人と、その人についていきたいメンバーの関係が、尊敬と信頼

で結ばれていればこそ、どんな逆境も乗り越え、偉大な功績を残すことができる 

リーダーシップは 

人間関係 信頼 

優れたリーダーの５つ行動 

挑戦 ビジョン 仲間 模範 励ます 

行動 

（クーゼスとポズナー） 

だれでも素晴らしいリーダーになれる 

現状打破に 

挑戦する 

優れたリーダーの５つの実践 

ビジョン 
を共有する 

模範 
を示す 

心から 

励ます 
環境 
をつくる 

優れたリーダーシップは、 

ひと握りのスターや性格にあるのではなく、 

人と組織をこれまでにない高みに押し上げ、 

平凡のものを非凡なものへと変革する、 

挑戦に立ち向かう行動ができる、すべての人が行えるもの 

優れたリーダーになるために 何をすればいい？  

現状打破に 

挑戦する 

優れたリーダーの５つの実践 

ビジョン 
を共有する 

模範 
を示す 

心から 

励ます 
環境 
をつくる 
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ビジョンを共有する とは 

どんな組織も活動も夢から始まる 
夢、ビジョンこそ、未来をつくる力となる 

リーダーの夢はみんなの夢であり、それが全員のためになると示すことでひとつになる 

リーダーがビジョンへの情熱と興奮を表せば、それがメンバーの情熱に火をつける 

可能性を 
想像する 

共通の目的 
を見つける 

未来を描く 

ライオンズを楽しむ 

S.M.A.R.T.な目標を設定 

Ｓ = 具体的（Specific） 

Ｍ = 測定可能（Measurable） 

Ａ = 実行可能（Actionable） 

Ｒ = 現実的（Realistic） 

Ｔ = 期限付き（Time bound） 

目指すものが明確となるよう 
目標は可能な限り具体的に 

目標は、 
指標と進捗度を測定できるもの 

目標は、 
達成可能でなければならない 

目標は、 
非現現実的であってはならない 

目標は、いつまでにどこまで進めるか 
をまとめたスケジュールを持つ 

ビジョンを描けたら… 

未来の姿  映像 

ビジョンを実現するにあたって 

ストーリー  を作るセンスが大切 

個々のアクションプランを作って、時間軸でつなげる 

・会議（例会） ・資料作成 ・公式訪問 ・人材育成 
・記念事業 ・セミナー ・会員増強 ・広報 
・ＬＣＩＦ  ・イベント ・年次大会 ・国際大会 etc. 

個々のプランをコーディネイトする 

時間的につなげてストーリーを作る 

目標（メンバーの喜び）を設定し、さかのぼって繋げていく。いつ会議し、資料をつくり、 
広報し、メンバーの意識向上、楽しみ、人材育成等を順序よく時間軸で計画する 

Better（より良く）より 
Different（違い） 

国際協会のビジョンは… 

ライオンズの次の100年への道を示す戦略プラン 

 

ＬＣＩ フォーワード 

奉仕のインパクトを３倍に 
奉仕を通じて２億人以上の人々の生活を変えるために 

会員数を170万人に増やし 

2020年までに50万人以上の会員に学習の機会を提供します 

2016年～2021年 

の戦略目標 

1952 1973 1992 2013 

日本のライオンズクラブ 

日本のライオンズクラブ 

退会率 
11.1→10.5％ 
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（家族会員含む） 

クラブ平均人数 

アメリカ 27人 

日本 38人 

インド 40人 

韓国 39人 

世界のライオンズクラブ 

20 

１．奉仕のインパクトと焦点を強化 

２．社会イメージの再形成と 
  知名度の向上 

３．クラブ、地区、 
  組織全体の向上を追求 

４．会員の価値の向上と 
  新たなマーケットへの働きかけ 

ＬＣＩフォーワードの目標：４つの主要分野 

４つの主要分野 

奉仕 

 活動 

ＰＲ 組織の 
充実、 
活性化 

会員の質の向上 

新会員勧誘 

グローバル・アクション・チーム（ＧＡＴ） 

ＧＳＴ 

ＧＬＴ 

ＧＭＴ 

マーケティング 
コミュニケーション 

委員会 

グローバル 

サービスチーム 

グローバル 

メンバーシップ 

チーム 

グローバル 

リーダーシップ・チーム 

ＧＳＴ グローバル・サービス（奉仕）・チーム 

奉仕 

会員の勧誘 

ＬＣＩ フォーワード 

糖尿病、環境保全、食料支援、小児がん、視力保護 

マーケティング・コミュニケーション委員会 

Website 

ＭｙＬＩＯＮアプリ、 

新しいウェブサイト、 

SNS、ライオン誌デジタル版、他 

PR 

会員の勧誘 

ＬＣＩ フォーワード 

ＭｙLion 

なぜ、イメージを向上しなければ 
ならないのでしょうか？ 

組織の一般的な受け止められ方 

その名前から思い浮かべる印象 
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ライオンズクラブに入ったのは、なぜでしょうか… 

入会のきっかけは、何だったでしょうか？ 

自分に、どんなメリットがあったでしょうか？ 

• 奉仕 

• 成長 

• 楽しみと仲間意識 

恵まれない人々に奉仕するため 

個人として成長し、 
自分のしている事に誇りを持つため 

楽しみ、仲間意識、友情を得るため 

内部のイメージ（コミュニケーション） 
会員の体験によって生まれ、 
会員自身の体験が、自分がクラブに 
留まるかどうか、ライオンズ以外の人 
にそれをどのように伝えるか、決める 

外部のイメージ（マーケティング） 
計画的なマーケティングによって生まれ 
ライオンズの活動や会員としてのメリット 
を計画的にＰＲしていくことで、 
新しい会員の獲得につながる 

内部 

外部 
会員維持 

会員増強 

ライオンズの 
イメージ向上 

熱心で幸せを感じている会員は、 
最も優れた広告塔になる 

内部 

退会する会員の内、50％が入会５年以内のメンバー 

ご存知でしたか？ 

会員が退会する理由 

1. だらだらと長い退屈な例会 

2. クラブ内の派閥や人間関係 

3. 意義のあるアクティビティがない 

メンバーが、入っていて良かった 

        と 思えるクラブ 

素晴らしいクラブとは？ 

新しい仲間が増える 

会員の満足度は
イメージに影響 

新会員が確実に会員であり続け、それぞれの地域社会 
でプラスのイメージを広めてくれるようにするのが大切 

会員の体験とライオンズの奉仕のＰＲは 
新しい会員を引き込むことに不可欠 

会員を呼び込む魅力的なメッセージ 
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イメージとは何か 
組織の一般的な受け止められ方、 
あるいはその名前から思い浮かべる印象 

ライオンズのイメージを形作る要素には 
どんなものがありますか？ 

広告、イベンドの告知、受益者や参加者の印象、メンバーの意見、 
ライオンズの看板やマーク、マスコミやメディアの記事等… 

ライオンズのイメージ向上のためには、 
ソーシャルメディアが必要不可欠 

ソーシャル・メディア  って何？ 

コミュニケーション 

インターネット 

コンピューター 

インターネットを通じて、誰もが双方向に情報をやりとりしたり、 
アイデアを共有したりする仕組み 
個人的な体験や話したい事を周囲の人に伝える一番の手段 

コミュニケーション・ツール 

地域社会や世界中の会員とつながり、 

様々な情報を共有できます 

1 つながり 

アイディア 
アクティビティ（活動） 
イベント（行事） 
関心事 

情報を共有 

なぜ、ソーシャル・メディアを使うの？  

コミュニケーション 

なぜ、ソーシャル・メディアを使うの？  

２ 新会員との出会い 

ライオンズの会員が増えれば増えるほど、 

地域社会に影響力が大きくなります 

私たちの仲間も、将来の会員も、 
ソーシャル・メディアの向こう側にいます 

なぜ、ソーシャル・メディアを使うの？  

３ ＰＲ 

最新の情報を広く伝え 
奉仕活動を世界中に 
示すことができます 

なぜ、ソーシャル・メディアを使うの？  

４ 携帯端末の進化 

携帯端末の進化が、 
地域や世界中とつながリ、 
様々な情報を共有でき、 
地域に対する奉仕活動を 
世界中に示すことができます 
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10年前… 

携帯端末の進化が、 
すべてを簡単に、一つに共有できるようになりました 

現在 

なぜソーシャルメディアなのか？ 

コスト効率がよい 
 

将来のリーダーに見てもらえる 
 

情報をコントロールできる 
 

読み手が参加できる 

Ｅメール 

クラブ 

クラブ 
メンバー 

地区、 
国際協会 

メンバー 

コミュニケーション 

情報交換 

行事の連絡、確認 
  会議資料の送付 
      会報の配布 

        各種連絡 
     資料の送付 
  会報の配布 
問い合わせ 

  問い合わせ 
 資料の請求 
各種手続き 

Ｗｅｂサイト 
（ホームページ） 

クラブ 

メンバー 

地区、 
国際協会 

会報の配布 
 行事の確認 
  情報の収集 
    資料の取得 

          情報の収集 
       資料の取得 
   会報の配布 
問い合わせ 

    情報の収集 
   資料の検索 
  問い合わせ 
 研修の受講 
各種手続き 

ＰＲ、情報発信 

ライオンズクラブ国際協会は、Ｅクラブハウスという 
クラブが無料で簡単に利用できるウェブサイトを用意しています 

ＰＲ、情報発信 
検索 

検索 

新ウェブサイト 

ニュースレター 

クラブ 

メンバー 

広報、ＰＲ、情報発信、各種案内、勧誘 

一般 

行政、 
他団体 

紙 

経費節減 
環境に優しい 
タイムリー 
（迅速） 

オンライン 

デジタル版 
ライオン誌 → 
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ＳＮＳ 
ソーシャルネットワーク 

サービス 

TM 

ライオンズクラブの新たなモバイルアプリ 
世界を変えることがより簡単に 

あらゆる場所のライオンズとつながりましょう 
携帯やタブレットでクラブの活動を企画し、参加を呼びかけましょう 
あらゆる場所の素晴らしい奉仕活動を見つけましょう 

ＭｙＬｉｏｎ映像 

 

真のマーケティングとは 
自分の情熱を伝えることに 
他ならない マイケル・ハイアット 

ＧＬＴ 
グローバル・リーダーシップ（指導力育成）・チーム 

クラブ活性化計画（CQI）、 

公認ガイディングライオン、 

指導力育成プログラム、 

各種ツール、学習センター、他 

指導力育成 

ＬＣＩ フォーワード 

１クラブ会員数 
（２人目以降の家族会員は除く） 

１クラブ会員数 
（２人目以降の家族会員は除く） 

10人以下 

６％ 

20人以下 

31％ 
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１クラブ会員数 
（２人目以降の家族会員は除く） 

10人以下 

６％ 

20人以下 

31％ 

西高東低 

埼玉 

全国 

20人以下 

51％ 

20人以下 

52％ 

東京 さいたまYOU LC 

やる気をなくす10の障害 

１０．改革に抵抗する 

 １．クラブ内の雰囲気が勢力争いに満ちている 

 ２．メンバーへの期待が不明確である 

 ３．規則が細かく定められている 

 ４．非生産的な例会 

 ５．活動の計画立案に一部の会員を優遇する 

 ６．情報を与えない  

 ７．建設的な助言ではなく、批判する 

 ８．メンバーの経験や興味を活用しない 

 ９．細かく管理しようとする 

メンバーを理解し、 
その価値観と求めてるものがわかれば、 
モチベーションを上げることができ、 
それを妨げる障害を排除することができる 

メンバーにやる気を出してもらうには？ 

聞く 見る 尋ねる 

１．ライオンズの会員であることを楽しんでいますか？ 

７．新しいことにチャレンジするように求められてますか？ 

９．指導力を身につける機会を与えられていますか？ 

２．クラブの例会は楽しいですか？ 

８．皆さんの努力は、アワードなどで認められていますか？ 

３．クラブのアクティビティは楽しいですか？ 

10．国際協会や地区の行事に参加したり、他の会員と交流し 

   コミュニケーションをとる機会を与えられていますか？ 

４．活動や委員会に関する責任を与えられていますか？ 

５．自分がクラブにとって重要な存在だと感じていますか？ 

６．クラブの人間関係等、雰囲気はいいですか？ 

元気のない 
クラブとは？ 

正しいクラブ・例会運営が 

できていない 

一部の人だけで企画運営してる 

前例踏襲、新しいアイディアがない 

例会出席率が低い 

有効なアクティビティをしていない 

会員増強の努力をしない  

地区役員を出さない 

ライオン誌を読まない 

他クラブと交流しない 

地区行事に参加しない 

自信、プライドが高い 

 うまくいっているクラブの６つの傾向  

意味のある 
奉仕事業 

会員増強 充実した 
例会 

コミュニ 
ケーション 

セミナーに 
参加 

クラブの 
管理・運営 



10 

2018/10/30 MD336 変革のリーダーシップ 

MD336次世代リーダーシップセミナー 

会員の価値
の向上と新
マーケットの

開拓 

 

ＧＭＴ 
グローバル・メンバーシップ（会員増強）・チーム 

スペシャルティクラブ 

クラブ支部 

ファミリーメンバー 

レオクラブ、他 

会員増強 

春日部LC 

ＬＣＩ フォーワード 

３３６複合地区会員動向 

退会率 
9.9→10.5% 

退会率 
14.2→10.5% 

退会率 
10.5→9.0% 

退会率 
13.9→12.6% 

クラブを強くするためにメンバーができること 

他クラブ訪問 合同アクティビティ・例会 

地区・クラブ 

行事に参加 

地区・クラブ 

役員を経験 

自慢の 
アクティビティ 
   を作る 

メンバーを 
ひとり 
純増する 

 

 
 

                                     - ボブ・ネルソン（ベストセラー作家、講演者） 

現状打破に 

挑戦する 

優れたリーダーの５つの実践 

模範 
を示す 

心から 

励ます 
環境 
をつくる 

ビジョン 
を共有する 

現状打破に挑戦する には 

変革はリーダーの仕事 常に向上と成長と革新の方法を模索する 

変化は挑戦であり、現状への挑戦なしに、偉大な成果は生まれない 

現状維持が最高の結果につながったことはない 

自発的に 
行動する 

外部に 

アイディアを
求める 

チャンスを 
模索する 

変化に対する様々な反応をあらかじめ予測し備えておく 

そのために、問題の根本的な原因を正しく見極める 

うわべだけの変化や変えやすい部分を変えるのではなく 

本当に変える必要のある部分を改革する 
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変革の実現における役割 

提唱者 

承認者 

遂行者 

対象者 

ガバナー、会長、提案メンバー 

総会、CAB会議、理事会 

委員会、メンバー 

クラブ、メンバー、地域社会 

変革の実現 

変革の導入（抵抗レベルの分析） 

2.5% 
13.5% 34% 34% 

16% 

【革新者】  改革を提案し新しいアイデアを生み出す 

【指導者】  進歩的で挑戦を理解 

【一般メンバー】現実的で中立だけど新しい情報は受け入れる 

【ベテラン】  懐疑的で因襲的（しきたり）抵抗するが、 
         周囲の反応や時流に従う 

【抵抗勢力】 負担を恐れ変革に抵抗し他者の意見に耳を貸さず 
         変革を取り入れようとしない 

革新者 

 指導者  抵抗勢力 

ベテラン 一般メンバー 

変革の導入 

抵抗勢力 

説明 
説明・協力要請 

革新者 

指導者 

一般メンバー 

ベテラン 最適な人材に 
声をかける  

情報の内容と 
コミュニケーションの方法は、 
グループごとに変える 

ベテランを抵抗勢力にしない 

新しい点・変更点・利点 

風説を論破し 
目的と期待される成果を提案 

変革の理由・利点 
     を詳細に 

変革の理由・利点 
変わる事と変わらない事 

質問に答えて 
不安を解消 

変わらなければ 
成長しない 

成長しなければ 
本当に生きている 
ことにならない 
 
  作家：ゲイル・シーヒー 

優れたリーダーの５つの実践 

模範 
を示す 

心から 

励ます 

環境 
をつくる 

ビジョン 
を共有する 

現状打破に 

挑戦する 

行動できる 環境をつくる 

大きな夢は、ひとりでは実現できない、仲間の努力が必要 

優れたリーダーは、信頼関係を築くことに力をそそぎ、 

士気が高く団結し、 家族のように感じられる  

チームつくる 

リーダーがメンバーを信じ、メンバーがリーダーを信頼し、 
メンバー同士が信頼し合う時、絆が生まれ、 
だれもがより積極的に挑戦し、現状を変革し、 
組織と活動に命を吹き込むようになる 

信頼できる
環境をつくる 

絆を強める 協働を育む 
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クラブに 

活気を 

もたらす 

奉仕活動に 

役立つ資料の提供と 

事業サポート 

すべてのメンバーの 

能力を底上げする 

リーダーシップ育成 

社会に貢献したいと願う 

新しいメンバーの勧誘と、既存会員の参加の促進 

＋ ＬＣＩＦ活動の周知 

2億人以上へ 

の奉仕 
50万人以上の 

メンバーへの 

学習の機会の提供 

会員数を170万人へ 

退会率を５％減 

GLT＋GST＋GMT＋LCIF＝車の四輪（４WD） 68 

地区キャビネット 組織図 

ガバナー
チーム 

①副地区
ガバナー 

②副地区
ガバナー 

名誉顧問会 ガバナー 

運営会議 

キャビネット 
幹事・会計 
事務局長 

リジョン 
チェアパーソン 

リジョン会議 
委員会 

クラブ 
会長 
幹事 
副会長 

ゾーン 
チェア 
パーソン 

ガバナー 
諮問委員会 

キャビネット幹事団 

キャビネット会議 

コーディ 
ネーター 

優れたリーダーの５つの実践 

模範 
を示す 

心から 

励ます 
環境 
をつくる 

ビジョン 
を共有する 

現状打破に 

挑戦する 

模範となる 

尊敬されるには、共通の価値観の中で、 
      まず自分がそのように 

振る舞わなければならない 

リーダーの真剣さを理解してもらうには  

言葉より行動 

自分の 
言葉で語る 

共通の理想 
を確認する 

価値観を 
明らかにする 

価値観を 
実践する 

手本を 
示す 

優れたリーダーの５つの実践 

模範 
を示す 

心から 

励ます 

環境 
をつくる 

ビジョン 
を共有する 

現状打破に 

挑戦する 

心から励ます 

目標への挑戦の道は、つらく険しい… 
そんな時、メンバーを前へと進ませるのは、 

相手を思いやる行為、メンバーに感謝を示すこと 

期待する 褒める 

貢献を認める 

励ましの言葉が、 
メンバーの気持ちを盛り上げ、成功へのモチベーションを高める 
熱い想いを刺激し、メンバーに勇気を与え、新たな目標に挑戦させる 

成功を讃える 

リーダーとして 
一番大切 
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    メンバーのやる気ベスト10 

2.積極的に参加し、刺激を受ける 

1.人とのつながり、集団の一員としての意識 

3.事業に主体的に参加できる 

4.充実感、満足 

5.決定権を与えられる 

6.人間的成長 
7.目標の達成 
8.社会への貢献 

9.感謝され社会的に認知される 

10.指導力を発揮するチャンスがある 

  心から 

  励ます（応援する） 

メンバーの努力をたたえる 
メンバーに感謝する 
一緒に成功を祝う 

だれでも素晴らしいリーダーになれる 

リーダーシップには 

地位 

肩書 

組織の力 

権威 

富 

名声 

家柄 

有名人 

スーパースター 

ヒーロー 

無関係 

リーダーシップは 
人間関係 信頼 

優れたリーダーの行動とは 

現状
打破 

ビジョン 
の共有 

仲間 
づくり 

模範 
になる 

心から 

励ます 

５つの行動 

国があなたのために何をしてくれるのかを望むのではなく、 

あなたが国のために何ができるのかを考えてほしい 
 ジョン・F・ケネディ 

ライオンズが変わるのを待っているのではなく、 

みんなでライオンズを楽しめるように、変えてほしい 

ライオンズを楽しむのは皆さんです 

主役はあなた 

あなたは、 
ライオンズが 
好きですか？ 

あなたは、 
ライオンズが 
楽しいですか？ 

競争ではなく、 
自分なりの目標にチャレンジする 

人と一緒に楽しんだり親しい関係になる 
他人に親切にして喜ばれる 

心配の先取りはしない 
ちょっと意識を変えてポジティブに 

他人の目を気にしたり、比較しない 
自分らしく、マイペースで 

ライオンズを 
楽しくする 

４つの力 
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あなたは、どうしますか？ 

誰の功績になるかを気にしなければ 
皆さんのボランティアに限界はありません 

あなたのライオンズは何のために？ 

330C 
映像 

無事、職務を全うできたのは、 

自分の力だけで、できたものではない 

ガバナーを終えて 

きっかけは何であっても、 

リーダーとしてのチャンスをいただいたので、 

これからは、将来のリーダーの発掘と育成で 

ライオンズを支えていくのが役割 

よく言われました～ 

よく決心したね 

大変だね 
好きでやってますから 

毎日ご苦労様です 

仕事ができないだろう？ 

お金がかかるでしょう？ 

気を遣って大変だね？ 

好きでやってますから 

好きでやってますから 

皆さんはライオンズが好きですか？ 

ライオンズのリーダーは、ライオンズが一番好きな人 

みんなにライオンズを好きになってもらうのが仕事 

愛情 
地域を愛し 
仲間を愛し 
ライオンズを愛する 

頭で考えるのではなく、いつも人間らしく、謙虚に 

 心で感じるライオンになってほしい  

そして 

そして、皆さんには 

ライオンズを楽しむ 
私のキーワード 

ハイ、喜んで 

好きで 
 やってますから 

最後に 

できない理由を探すより、どうしたらできるか考える 

ありがとうございました 
  

いつも応援しています 

３３０複合地区ＧＬＴコーディネーター Ｌ．濱野雅司 


