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第 37 期 ITC-J  テーマ  「継承と創造」 Succeed  and  Create 

第 38 期カウンスルテーマ  「和と活気」  
           和のうちに 活気あるカウンスルとして前進を！      
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第１回会合は関わったすべての皆さんのお力によりカウンスルテーマ「和と活気」に沿っ

た楽しいものとなりました。パリの雰囲気の漂う就任式もあり ２つのプログラム入りのと

ても欲張ったものでした。京都クラブの方々とのつながりもお互いに深まりました。他カウ

ンスルからも大勢のゲストがあり、おかげで懐かしく交流でき、ここにカウンスル会合の意

義があるとのお声もありました。またテーブルセッティング、お菓子、自由席の配置なども

大好評でした。ありがとうございました。 

派遣員さんからは議事録について、他の会員からは 指名委員選挙について、特別審議事項

ではないのかとの質問を受けましたので回答を掲載しました。どうかお目通しください。 

トランプ大統領はじめ、重要な立場にある人々が、都合が悪くなれば言ったことを言わなか

ったこととしたり、出来事を故意にまげて伝えたりするなどして、嘘が堂々とまかり通って

います。このような時こそ私たち ITC-J 会員は正しいことを伝えるコミュニケーションの大

切さを心に刻み、少しでも世の中を明るく楽しく出来るように前進したいものです。   

 

 

 

会長挨拶 

 



 

                       後 期 プ ロ グ ラ ム 予 定 表

阪神クラブ    月　　日 　　　　　　プログラム

2月1日 スピーチコンテスト

3月1日 アウティング　宇治平等院

4月5日 リサーチスピーチ

5月10日 ◎サポートビューローより　石川恵悟会員講演

6月7日 永田登志子氏講演　役員交代式

日時： 　第１金曜日　１３：３０～１５：４５

場所： 　池田泉州銀行芦屋支店２Fセミナールーム

神戸クラブ 　月　日                プログラム

2月14日 Making(English Haiku)

3月14日 Visiting & Seeing (Outing)

4月11日 Speaking

 ✲　5月  9日 Knowing  (Guest Speaker)

6月13日 Installation

日時： 　第２木曜日　１４：００～１６：００

場所： 　　芦屋市民センター

E・神戸クラブ 　　月　　日 　　　　　　プログラム

2月21日(木） ◎スピーチコンテスト

3月14日(木） ◎プロ・コン　と　ペチャクチャプレゼンテーション

4月25日(木） 　　野外例会

5月23日(木） ◎ゲストスピーカー

6月20日(木） 　　役員就任式と今期を振り返るスピーチ

日時： 第三木曜日　10：30～１２：３０

場所： 大阪駅前第一ビル12階　北京料理「神仙閣」

京都クラブ 　月　　日 　　　　　　プログラム

2月15日 ◎スピーチコンテスト　5名が競う個性豊かなコンテスト

3月15日 ◎ストーリーテリング　

4月19日 ◎インプロ　即興劇を楽しむ

5月17日 ◎座右の銘　心に残るモットー

6月21日 ◎40周年記念例会　講演　佐藤弘樹氏　「母語の底力」

日時： 　第３金曜日　１３：３０～１５：３０

場所： 　ガーデンパレス

甲南クラブ    月　　日             プログラム

2月28日 全会員スピーチ

3月28日 ワークショップ

4月25日 アウティング

　◎５月２３日 グループワーク　　(テーマ：平成）

6月27日 グループワーク　（テーマ：平成）　役員交代式

日時： 　　第4木曜日　　10：:00～12：00

場所： 　　芦屋市民センター

 

 

 



六甲クラブ    月　　日 　　　　　プログラム

2月16日 ココ・シャネルの世界

3月16日 ◎講演「食能力を養い、未病から健康へ」　

　講師：片山幸子氏（城北クラブ）

4月20日 35周年記念例会その２

異文化にふれる「ペルシャ文化と料理」

5月18日 新たな教育を学ぶ

「アクティブ　ラーニング」

6月15日 インスタレーション

日時　　　　　　第３土曜日　１４：００～１６：１５

場所　 　神戸市医師会館

宝塚クラブ 月日 　　　　　　　プログラム

2月12日 スピーチコンテスト（デモンストレーション）

3月12日 アウティング　ひな祭り　お茶会

4月15日 カウンスル会合

5月14日 会則を学ぶ

6月11日 就任式　・講演「老後の心得」

日時　　　　　　 第２火曜日　　１３：００～１５；３０

場所　　　　　　 宝塚市立男女共同参画センター

御影クラブ 　　月　日 　　　プログラム

2月12日 　俳句　　講師により添削

　　　　　　　　　 3月12日 　プロ　・　コン

4月12日 　アウティング

5月14日 　ラフティーヨガ

6月11日 　役員交代式・これからの○○（全員）

日時　　　　　　第２火曜日　９：５０～１１：５０

場所　　　　　　西宮市立夙川公民館第二集会室

三田クラブ 　　　　　　プログラム

2月2日 　スピーチコンテスト

3月2日 ◎ヨガ健康法　～いつまでも若々しく～

4月13日     アウティング（篠山方面）

, 5月     他クラブ訪問

6月1日   　役員交代式 　・ リサーチスピーチ

日時　　　　　　  第1土曜日　　１０：３０～１２：３０

場所　　　　　 　三田まちづくり協働センター

 

 

 

 

住所・電話番号変更 

                 

(神戸クラブ） 

立花 眞琴   〒659-0072 芦屋市川西町 11－2－207       (Tel)  090－1595－4070  

（阪神クラブ） 

木下 惠美子  〒545-0037 大阪市阿倍野区帝塚山 1- 11- 8- 301 

Tezukayama.Abeno-ku.Osaka (Tel)  06-4980-0913  FAX はなし  



  

 

 

阪神クラブ 
＊弁護士武本夕香子会員による身近な問題についての講演が興味深くためになった。 

外部にも呼びかけ、狭い部屋に６名のゲストを迎えた。 

 

神戸クラブ 

12月 13日の 12月例会では甲南クラブ、高井和代さんをお招きして珍しい楽器「チター」の魅力を

紹介してくださいました。ゲストを含め 28 名の参加者は高井さんの歌と楽器に引き込まれうっとり

とする 1時間でした。その後美味しいケーキを味わいながらお喋りも弾み連想ゲームで一足早いクリ

スマスを楽しみました 

 

イースト神戸クラブ 
* Websiteについて：イースト神戸は今期新たな Websiteを日英で開設しました。 

* ITC-Jからのリンクができるようになりました。新たになった Websiteをご覧ください。今後は毎

月更新していく予定です。 

* 3月 21日（第三木）は祭日ですので 1週間早めて 3月 14日（第二木）に変更いたしました。 

   

京都クラブ 

◎10 月例会 「決め手の 2分」∼会話を始める時に～ 

初めて出会った人と話す時は、最初の 2分が大切です。4テーブルに分かれて「きにかけていま 

した」（季節・ニュース・家族・健康・天候・衣装・街の話題・趣味・食べ物）を話題にし、指 

名された人は相手を選んで 2人一組で行い、笑いの止まらないプログラムになりました。 

◎11 月例会 「ことばで遊び 言葉を学ぶ」 

前月に宿題を出し、「知っているようで 知らない言葉」についてリサーチし、当日発表しても 

らいました。門前の小僧・お相伴に与る・やぶさかではない・のるかそるか・いたいけな・目 

くじらを立てる・揚げ足をとる など多くの言葉を学び新しい発見がありました。 

◎12 月例会 「トラブルシューティング」 

日々起こるトラブルをどう解決したらよいかを 2つのパートに分けて考えました。 

Part1．嫁姑問題と母親と息子夫婦  

Part2．クラブの総評でする側と受ける側の在り方について。 

考えさせられるいいプログラムでした。深刻な問題も皆で考えれば解決の道が見つかることを 

知りました。いずれもアイデア溢れる全員参加型プログラムで、笑いあり深刻な話ありの楽し 

く且つ内容の濃いプログラムでした。 

 

甲南クラブ 

＊10月例会 新聞の読み方セミナー 講師に日本経済新聞社員を迎えとても興味深いセミナーで愉しく 

意義ある講義で勉強になりました。 

＊12月例会 「クリスマスを愉しむ」のテーマにふさわしくメンバーの高井和代会員と音楽仲間３名で 

       オペラ「コジ・ファン・トゥッティ」の一場面をユーモア満載の解説と演奏で本当に素晴ら

しい楽しい例会でした。 

前期 お推めプログラムの様子 



六甲クラブ 

＊９月例会 ITC-J次期会長 高山敦子氏の講演 

「あなたは目的に向かっていますか？」 

日本のアーネスティン・ホワイト女史と自称する高山氏が、「達成可能な目的を定めて 

共に学ぶことの大切さ」を熱く語って下さり、ITC-Jへの思いを大勢の出席者と共に 

ITC-Jの発展的な未来を予想致しました。 

＊12月例会 アートを学ぶ テーマ：「クリスマスの生花を活ける」 

講師：林美代子様（千里 C）の丁寧なご指導を受け、豪華なフラ

ワー・アレンジメントに挑戦いたしました。心豊かなひと時で会

場は沢山のばらの香りで一杯でした。 

 

宝塚クラブ 

＊多くのゲストをお迎えしての例会で不安もあったが、ゲストから下記のようなお言葉を頂きほっと 

致しました。 

＊カウンスル内の会員を招いて、分かりやすく理論的にお話を伺えて良かった。 

＊4名にもかかわらず、議事法などもきっちりてきぱき進められていた。 

＊チームワークの良さに感心した。 

＊少人数のクラブのお手本にしたいようであった。 

など、皆様にご心配をおかけしながら、ご協力頂き感謝致しております。 

 

御影クラブ 

＊１０月例会の落語体験です。 

E神戸クラブの筆本さんをお迎えして落語を楽しみました。 

登場人物の動作などをお教えいただき落語をいっそう楽しむことが 

できそうです。 

 

三田クラブ 

＊イースト神戸クラブ藤木桂子様による講演 

ちびた鉛筆 と手のひらサイズメモ帳をいつも携帯し、閃いた言葉をメモし大切な小箱に入れ、

それらの言葉をつなぎ合わせて思いが上手く表現できたり、ご自分の経験を柔らかな語りでユーモ

アを交えながらお話しくださいました。 

 

 

会合日 場所 内容 ホスト部 

第２回 

2019年４月１５日（月） 

 

ポートピアホテル 

レインボーの間 

 

スピーチコンテスト 

役員就任式 

 

甲南クラブ 



 

★阪神クラブ                         

 ・クラブ自慢対抗が楽しく興味深かった。          

 ・役員就任式も新役員を新鮮に受け入れられてよかった。 

 

★神戸クラブ 

カウンスル第 1回会合ではイースト神戸と神戸クラブが 

ホストクラブを担当しました。  

No.2会員の座席は今までと違ってくじに致しました。 

テーブルセッティングやお菓子にも細やかに秋を取り入れました。 

クラブ自慢の練習は十分な練習時間がとれませんでしたがひとつにまとまって神戸クラブを紹介

できました。クラブの会員数が少ない上 10月 11月にはそれぞれ個人的に忙しいことを抱えている

中皆が一丸となって取り組むことができたと思います。 

 

★イースト神戸クラブ 

・全体的に良い会合だった。 

・座席のことで新しいアサインに慣れない方から疑問の声が聞かれたが、会合準備の簡素化を考え

ると納得という結論である。 

・ゲストスピーカーの声が後方席には聞こえにくかった。 

・会長のリードはよく準備できていたが、ビジネスの中の審議の中で時間が十分でないのでフロア

ーからの意見を聞く時間がなかったことは残念です。 

 

★京都クラブ   

・先ず、会場にあふれるような沢山のメンバーが笑顔一杯に挨拶を交わしていらっしゃる 

お姿に、「ああ、これがカウンスル会合なんだワ。」と胸がいっぱいになりました。 

初めて知り合った隣席の方もやさしくお話の輪に入れて下さいました。 

・会長の優しいお声に導かれて、ビジネスは整然と進行しました。 

・プログラムの講演は、今私たちが知りたい薬の話で、皆熱心に引き込まれました。 

「クラブ自慢は」は全員参加方の、とても良いアイデアでしたネ。わがクラブ全員、久しぶりに

大きな口を開け No.2 に迎えていただいた喜びを歌いました。次の会合を心より楽しみにしてお

ります。 

 

★甲南クラブ 

・ 久しぶりの会合に和気あいあいと 喜びを感じる会合でした。 

 

★六甲クラブ 

  「飲んだらいけない薬と、そのやめ方を考える」 薬に頼らないことの重要性など、とても参考

になりました. クラブ自慢は和気藹々と準備する過程を楽しみ、意義もあるものとなったと思い

ます。 

 

カウンスル N0.2  第 1 回 会合の感想 

 

 



★宝塚クラブ 

・出席者数（ゲスト）も多く、内容も豊富、時間通りお見事であった。 

・お薬について、大いに参考になった。 

・「クラブ自慢」はそれぞれのクラブの特徴がでて、楽しく良い企画であった。 

 

★御影クラブ 

   ・ 明るいお部屋でよかったです。 

・ クラブ自慢は楽しく、京都クラブの方にも各クラブの紹介になってよかったと思います。ただ 

6分でしたか？ 時間厳守と聞いていたのにかなりオーバーしているクラブがあったようです。 

 

★三田クラブ 

・第一回会合 概ね全員の方が楽しんでられたように感じました 

・1～3位と言う賞でなくて、いいね賞とか 良かったで賞とか機知に富んだのも良かったのでは 

 ないかと意見がありました  

     

  

 

      
 

   

 

 

 

 

 

編集後記 

当初、後期プログラムのみをウエブで掲載予定でしたが、会長の要請により「ニューズレター第 2 号

として編集しました。原稿へのご協力ありがとうございました。ニューズレター第 2 号は 4 月第 2 回

会合後プリントパックして配布する予定です。         編集者 辻 良子・森谷スミ子 

カウンスル No.2 ウェブサイト (ホームぺージ) 会員ログインの方法 

htpp://council2.itcjr.jp/ をクリック 

ITC-J のホームページからも入れます。 

ユーザーＩＤ：会員番号  ・パスワード：会員姓のローマ字の小文字で 

 

 

インスピレーション 

落ちこぼれ  和菓子の名前につけたいようなやさしさ 

     落ちこぼれにこそ 魅力も風合いも薫るのだ 

     落ちこぼれの実 いっぱい抱容できるのが豊かな大地 

     落ちこぼれ   華々しい意志であれ     ― 茨木のりこ 

―  

   

 

 

講師：浜 六郎氏 会 場 風 景 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1547644305/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5jb2RpbmctYm95LmNvbS9ibG9nLz9wPTgyMg--/RS=%5eADBne4bp.YB56.3ghQpQSqlgEEtqFM-;_ylt=A2RinFkQ3D1cGgwArBGU3uV7


 

 

 

 

 

派遣員の任務について 

１． カウンスルへの派遣員は、カウンスル会合に参加し、その会合及び活動において 

クラブ を代表します。審議事項では、クラブの指示に従って、又はクラブの最大の 

利益を考えて投票します。 

この時、場合によっては新たな意見により派遣員自身の判断でクラブの可決、否決を 

変更することができます。 

これは、派遣員には全権が委任されているからです。 

2． カウンスル会合で行なわれた事や、決定事項などをクラブ例会で報告します。 

3． カウンスル会合議事録は、カウンスル書記から会合後 2 週間以内に派遣員に送付 

されます。 

派遣員に届いたら受信の返事、訂正、付加、承認の返信は速やかにしましょう。 

議事録の承認は、派遣員が全責任を持っています。 

派遣員自身がチェックしても良いですし、クラブ役員会で検討しても、クラブで検討す 

るのも自由です。方法はクラブで決めると良いでしょう。 

但し派遣員が、カウンスル書記に承認、又は訂正、付加の書類を送る時は CC.でクラ 

ブ会長もそれを知っていなければなりません。 

    4.  クラブ役員の一員として必要に応じてその他の任務を行ないます。 

 

特別審議事項について 

選挙は特別審議事項ではないのですが、議事の順序として特別審議事項とみなし、審 

議事項の最初に持ってきます。 

特別審議事項というのは、前回未解決になっているものや前回ある事項を特別審議事 

項とすると決定されたものを言います。時間指定があれば他のことが審議中でも取り 

上げなければなりません。 

 

                               参照 ロバート議事規則 

 

                           大野三恵子 No.2 議会法規役員 

 

 

会員の疑問に答える 


