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：ロータリー活動を楽しもう
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BE THE INSPIRATION

１．真実かどうか ２．
みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．
みんなのためになるかどうか
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副会長 : 鳥山 優子
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2 月 14 日

会員数 57 名

対象者 55 名 出席者 38(38) 名

出席率 69.09 %

前々回

1 月 31 日

会員数 58 名

対象者 56 名 出席者 32(32) 名

出席率 57.14 %

本日の卓話者ご紹介
世界とつながるダンス教室
代表 中込孝規様

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）
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計

34

名

修正率

日

本

例会日
会 場
事務局
連絡先

60.34 %

1 つ目は、英語ができないと思っていたこと。
2 つ目は、お腹が弱いこと。
3 つ目は、海外に行ったことなくて怖いと思っていたこと。
そもそも自分で新しいことにチャレンジをしたことがなかっ
たぼくは、何かに新しく挑戦すること自体に恐怖を感じてい
ました。そんな僕は、夢である世界一周には出られず、
留学も憧れていたけど行けず、大学を卒業してそのまま就
職し、働き始めました。
社会人のときも、大学生時代に教えていたダンス教室の
生徒や保護者のかたにまたダンスを教えてほしいと言われ
たのですが、
「やりたいけど、忙しいのでできません」と言っ
て断っていました。でも本当は忙しいというのはただの言
い訳で、自分で人を集めて実施するのが怖かったんですね。
やったことがなかったので。

卓話

「やりたいことを口に出す」

世界とつながるダンス教室
代表 中込孝規

日本とアフリカなど、世界中の子供たちを「ダンスとイン
ターネット中継」でつなぐ活動をしています。中込孝規と
申します。平塚市高浜台で、
「世界とつながるダンス教室」
という教室を運営しています。先日は、スイスで行われて
いる「ダボス会議（世界経済フォーラム 年次総会）」に、
日本・アジアの代表として参加させていただきました。
今まで 22 か国、1 万 5 千人以上の子供たちにダンスを教
えて、
そのうち 3000 人以上の子供たちをつないできました。
みなさんにお伝えしたいメッセージは 1 つだけです。
それは、「やりたいことを口に出そう」ということです。
今は全国・海外を飛び回っているので、活動的な人だと思
われることが多いですが、元々は、自分に自信がなかった
し、コンプレックスだらけでした。
学生時代はダンス漬けの毎日だったのですが、漠然とした
夢もありました。世界一周がしたかったんです。世界中を
見てみたい、何か大きなことをしたいと思い世界一周に憧
れていたのですが、大学生のときは行けませんでした。
怖かったんです。
世界一周に行けないと思っていた理由は、3 つあります。

転機が訪れたのは社会人の 4 年目。たまたま参加した教
育関係の交流会でした。
「ダンスを教えたいと思ってるんですけどね」ってつい言っ
てしまったんです。そしたら、「やってみなよ」とたくさん
の人に背中を押されました。
「やらない理由がないじゃん」
って言われました。そして、会社員をしながら、週末にボラ
ンティアでまた子供たちにダンスを教えることになりました。
20 人以上集まってくれて、
レッスンは大成功。幸せすぎて、
震えるような経験でした。
このときに「やりたいことってできるんだ。こういう感動を
大切にするのが生きるってことじゃん」と心から思いました。
やりたいことを口に出したら、いろんな人が手伝ってくれ
て、みんながハッピーになる形で実現できるんだ、そう思
えた初めての経験でした。
そうして僕は、4 年間働いた会社を退職し、夢だった世界
一周に出ることにしました。大好きなダンスを教えながら
世界中をまわることにしたんです。
世界一周中には、たくさんのステキな出会いがありました。
世界一周を終えて、子供たちの世界・可能性も広げたい。
国・言語・文化のちがいを超えて、世界中の子供たち同士
も友だちになってほしい、そんなふうに思うようになりまし
た。
だから、帰国後は、平塚で自分のダンス教室を始めて、全
国の学校も訪問しながら日本と世界中の子供をダンスとイン
ターネット中継でつなぐ活動をしています。今後は、いろん
な世代の人が集まって、世界中の人とお互いに学び合える
地域の場を平塚につくっていきたいと思っています。
こわくてもいいんです。こわいけどやりたいことが、本当に
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やりたいことなんだと思います。世界一周も、ダンス教室
も始めるのはこわかったです。でも、やりたいことからは逃
げられないんだと思います。やりたいことを口に出したら、
いろんな人が協力してくれて、一緒に実現できました。反
対する人もいるかもしれません。でも、自分の人生の責任
を取れるのは、自分だけです。
ぼくが一歩踏み出せたキッカケは、
「やりたいことを口に出
したこと」です。やりたいことに一歩踏み出したら、人生が
大きく変わりました。やりたいことを口に出し、自分の好き
なことにチャレンジする人がひとりでも増えたらいいなと思
います。
ありがとうございました。

委員会報告
・会員研修委員会 馬上委員長
2/20(水)米山梅吉記念館への研修申込み、現在23名です。
集合9:45NTT前、沼津漁港にて昼食、平塚到着17:00、予定
です。宜しくお願い致します。
・長期計画委員会 升水委員長
2/21(木)アンケート集計の説明を致します。例会にぜひご
出席下さい。
・IM実行委員会 清水雅広委員長
2/9(土)IM、無事終えました。153名ご出席、当クラブからは
39名でした。講師の安武先生からも丁寧なお礼のメール
をいただきました。皆さまご協力大変ありがとうございま
した。

卓話者ご紹介
中込孝規（なかごめたかのり）様
「世界とつながるダンス教室」代表。1988年生まれ。
早稲田大学商学部卒。元ベネッセ社員。
ストリ ートダンス(POPPIN)歴13年。
大学在学中にオ ールジャパン学生ダンス選手権大会で優
勝。教育系企業ベネッセに4年間勤務した後、退職。
1年半で18か国57都市をまわり、1万人以上の子どもたち
にダンスを教えた。
ラオス・ルアンパバーン国際映画祭、
ジンバブエ・ハラレ国際芸術祭など国際的なイベントにも
ダンサーとして出演。現在、日本とアフリカの子どもたちを
インタ ーネット中継でつないだダンス交流会を世界各地
で開催中。
また、子どもたちの世界・可能性が楽しく広がる
「世界とつながるダンス教室」を神奈川県平塚市に開校し
た。NHK「人生デザインU-29」
「Eダンスアカデミ ー」や「日
テレNEWS24」出演、読売新聞連載など、幅広くメディアか
らも注目を集めている。2017年、ダボス会議（世界経済フ
ォ ーラム）により、世界の33歳以下の若手リーダー
「グロ ー
バルシエイパーズ」に選出された。
幹事報告
◎「2020地区研修協議会実行委員会 第1回会合」が本日
18:00〜18:30 農協ビル地下の「みづほ野」
で開催され
ます。関係者の方はお集まりください。
◎2019-20年度版「ロータリー手帳」の予約申し込みを回覧
しております。
一冊600円＋消費税です。お申し込みの方はご記入願い
ます。締切は2月21日
（木）
といたします。
◎第9回インター・ローターアクト委員会が開催されます。
日時：2月16日
（土） 13:30〜17:00
場所：アイクロス湘南6階
秋山インターアクト委員長が出席されます
◎「第46回平塚市緑化まつり」第2回実行委員会が開催され
ます。
日時：2月19日
（火） 14:30〜15:30
江藤社会奉仕委員長が出席されます。
クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

２月９日のＩＭが無事終わり︑
お礼を述べられる清水雅広
ＩＭ実行委員長

・職業奉仕委員会 高橋賢二委員長
会員健康診断のお知らせ

雨の中メイクアップでいらして下
さいました茅ヶ崎 RC の池上實様

1月のスマイル大賞
1/10例会 平井敬規 会員
新年明けましておめでとうございます。今年はイノシシ年、
年男です。前のみ見て全力で進みます。
まちがった店に行
ってしまったら教えて下さい。
1/17例会 青山紀美代 会員
今年初のマラソンを屋久島
で走りました。私は25Ｋｍ。
島一周100Ｋｍのコースに
240名も参加されており、一
生のうちいつかは…参加で
きると良いのですが。
メークアップ（MUP)

3名

常盤卓嗣、三荒弘道、山口紀之会員
本日のスマイル

20名

ゲスト

1名

中込孝規様

1名

ビジター
茅ヶ崎RC

池上實（いけがみ まこと）様

卓話・行事予定
2月21日(木)
2月28日(木)

卓話：中小企業診断士 今瀬勇二様
卓話：野村不動産(株) 開発企画本部
松江健吾様、近藤千晴様
現在ございません

市内例会変更
○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋

