
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITC-J  Council  No.2 

「40年のあゆみ」 

2020年 11月 17日 
ここに出典を記載します。
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ITC 宣誓 

我々、インタラクティブ トレーニング イン コミュニケーション ジャパンのメンバーは、 

世界中の相互理解促進のために、コミュニケーション技術と指導力の向上に努めることを 

ここに誓います。    

ITC Pledge 

We, as members of Interactive Training in Communication-Japan, hereby pledge to 

improve our communication and leadership skills, in order to achieve greater 

understanding throughout the world    

 

 

 

 

 

 

祝 辞 

 

ITC-J第 39期会長 海老原あかね           

カウンスル№2高階睦子会長をはじめ、会員の皆様、 

設立 40周年を迎えられました事、心よりお祝い申し上げます。 

40年間、会員の皆様は相互にコミュニケーションを取りながら、 

リーダーシップ力を磨き、常に創意工夫し、楽しみながら学ぶ姿勢を 

脈々と受け継いで来られた事と思います。少し、№2の歴史を辿ってみました。 

1973年 カウンスル№1が設立 

1981年 カウンスル№1が 3カウンスルに分割（№1、№2、№3) 

1988年 カウンスル№2、№3を 6カウンスルに分割（№2、№⒊、№4、№5、№6、№7） 

1991年 カウンスル№1を 2カウンスルに分割（№1、№8） 

とカウンスルは分割を繰り返し、№2もその時代の中で着々と力を継続して来こられた事が、 

想像できます。 

今回のカウンスル№2、40周年記念会合も、コロナ禍であるという事から、録画配信という手法に 

早い段階で英断されました。とても勇気のいる決断ではなかったでしょうか。 

これこそがカウンスル№2の皆様が培われた対応力と実行力の賜物だと思います。 

これからもしなやかに、そして細やかなコミュニケーションを通して、益々のご繁栄を心よりお祈り申し

上げております。 
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「 扉を広く開きましょう 」  “ Opportunity knocks ” 

「チャンスが貴女のドアをノックしています。 

貴女はドアを開けて招き入れますか？ それとも、素通りさせますか？」 

 

カウンスル No.2 第１期会長 三宮晶子(阪神） 

日本で最初のクラブ、名古屋トーストミストレスクラブが 1949年に設立されて 

から 10年以上を経て阪神クラブ、神戸クラブが設立され、カウンスル No.1が 

発足しました。その後、15クラブとなり 3カウンスルに分割、カウンスル No.2が 

発足したのです。同じ年、リージョン設立準備委員会が発足。毎年国際役員が 

来日され、その指導を受けて組織としての着実な歩みを進めたのです。 

 

カウンスル No.2は阪神、神戸、E神戸、九州、鳥取の 5クラブでバイリンガルカウンスルとして 

発足しました。神戸のカナディアンスクールが会場でした。カウンスル No.2の大きな特徴は、 

各クラブがそれぞれに違った条件をもっている事でした。日本、米国、英国、フランス、イラン､ 

インド、ドイツ、ノールウエーの国籍のメンバーで構成され多様な国の文化に触れる機会となり 

ました。クラブ例会の使用言語は日英両国語、英語、日本語と分かれました。 

地理的にも遠隔地の九州クラブ、鳥取クラブもカウンスル No.2の所属となり、海を越え峠を越えて

神戸まで遠い道程でしたが、他クラブの会員にお逢いできるのを楽しみに出席されました。 

大きな課題は、条件の違った 5つのクラブが、各クラブの持っている特性をプログラムに反映させ、

活発で魅力的なカウンスル活動を盛り上げて行かなければならない・・ということでした。   

 

 

 

カウンスル No.2 第 21期会長 加藤啓子(甲南) 

第 21期は 所属クラブ数 ９クラブ（後に松山クラブは廃部）会員数 162名で 

スタート致しました。上部レベル（日本リージョン）でのコンピューターの導入により、 

カウンスルでも IT化が加速した頃でした。 

多くの会員がコンピューターを扱いはじめていました。私たちは IT化の功罪を 

考えることもなく、出来るだけ多くの情報発信に務めていました。 

発信さえすれば、全ての情報は伝達されているという考えが蔓延して、確実に情報が 

受け取れているかどうかの検証はなされないままの IT化に不安がありましたが、遠隔地の 

愛媛県松山市に増設された松山クラブが No.2の所属クラブとして活動できたのは ITの効用でした。 

 

その後、19年後の現在も「21会」と名付けたカウンスル会長と８クラブの会長の会で年１−２回の集まり

が続いています。ご逝去された方がお二人あり、会のメンバーは現会員４名と 

元会員３名の７人になりましたが、毎回、「こんなに長く会を続けられるのは ITCでご一緒に活動したお

蔭ね！」でお開きとなり ITCでの出会いに感謝しております。   

「IT を学び、IT 時代を楽しむ」“ Learn IT and Enjoy IT ” 

”



「　　」は現No.2所属クラブ
年代 会　長 テーマ
1966 「阪神クラブ」設立
1972 「神戸クラブ」設立
1973

1977
「東神戸クラブ」
（現イースト神戸）設立　＊

1979
「京都クラブ」設立         ＊
（1981年当初はNo.3に所属）

第1期 1981~1982 三宮　晶子
扉を広く開けましょう
Opportunity Knocks

阪神、神戸、東神戸、九州、
鳥取の5クラブでバイリンガル
カウンスルとして発足
「甲南クラブ」設立

5

第2期 1982ｰ1983 野田　絢子
視野を広く

Towards Broadening Your Vision

News Letter第1号発行
奈良クラブ設立(2018年解散）

6

第3期 1983ｰ1984 バルク良子
可能性の実証

Proving Potential

ひろしまクラブ設立
「六甲クラブ」設立

8

第4期 1984ｰ1985 芦田　淑子
達成への意欲

Motivation for Achievement
米子クラブ設立 10

第5期 1985ｰ1986 伊庭　文子
責任の厳しさと喜び

Pain and Joy of Responsibility
福山、岡山クラブ設立 12

第6期 1986ｰ1987 古市　愛子
美しい花はしっかりとした根から

From firm roots come our prettiest

flowers

「宝塚クラブ」設立
松江、城北クラブ設立

15

第7期 1987ｰ1988 菊池　悦子
ゆとりの心で再び創ろうさわやかに

Relax Recreate,Refresh

カウンスルNo.2の最盛期で
17クラブが所属　＊右ページ参照

倉吉、安芸クラブ設立
17

第8期 1988ｰ1989 泉　和子
初心と信頼をもって

Keeping Your First Enthusiasm

and Trust

阪神、神戸、イースト神戸、
甲南、六甲、宝塚の6クラブ
で発足
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第9期 1989ｰ1990 笹本　晃子
豊かなみのり

ABUNDANTHARVEST
「御影クラブ」設立 7

第10期 1990ｰ1991 羽尾　則子
効果的なコミュニケーション

Effective Communication
カウンスルNo.2　10周年 7

第11期 1991ｰ1992 リリアン・ラッペ
ITC-A BONANZA

ITCーそれは金鉱
「三田クラブ」設立 8

第12期 1992ｰ1993 岩田　洋子
一日一しん

Everyday Something New

「松山クラブ」設立（2010年に
解散）

8

第13期 1993ｰ1994 山﨑　眞知
宇宙からの発想

A Viewpoint from Beyond
9

第14期 1994ｰ1995 川口　敬恵
本質を極めて

Focus on the Essential
9

第15期 1995ｰ1996 奥澤　節子
心のボタンを一つはずして

Let's  Open Our Hearts and Minds
9

        クラブの変遷         クラブ数

カウンスルNo.2　40年のあゆみ
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＊クラブ変遷の項目内容
上部及び他カウンスル変遷 リージョン大会・会長 世の中の動き

（17年前の1949年名古屋クラブ設立）

カウンスルNo.1設立

＊1977.7に九州クラブ設立

＊1981.4に鳥取クラブ設立

カウンスルが3つに分割
日本リージョン設立

チャールズ皇太子・ダイアナ妃
ご成婚

リージョン会報第1号発行
第1回年次大会

International Toastmistress Clubs

として最後の期
第3期会長 菊池悦子
大阪ロイヤルホテル

ITC (International Traininng  in

Communication)となる

チャールズ皇太子ダイアナ妃来日

＊阪神、神戸、イースト神戸、九州、鳥取、
甲南、奈良、ひろしま、六甲、米子、福山、
岡山、松江、城北、宝塚、安芸、倉吉クラブ

カウンスルが6つに分割
京都クラブはカウンスルNo.6に所属

カウンスルが今の8つに分割
第8期会長 バルク良子
神戸ポートピアホテル

平成に改元

第9期会長 廣瀬忠子
宝塚ホテル

リージョン10周年
第10期会長 常田道子
ホテルニューオータニ大阪

PREMチーム発足(2017.7まで）

第12期会長 伊庭文子
ホテルオークラ神戸

皇太子・雅子妃ご成婚

日本リージョンは、ディビジョンⅣに所属 1995.1.17　阪神大震災
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年代 会　長 テーマ

第16期 1996ｰ1997 堀　容子
心豊かにITC

Put Your Heart Fully into ITC
9

第17期 1997ｰ1998 藤本　博子 成功をめざして GO FOR SUCCESS 9

第18期 1998ｰ1999 柳川　公子
何が大切か考えよう

Let's Think of What's Important
9

第19期 1999ｰ2000 今井　京子
ミレニアムを楽しむ

Enjoy the Millennium
9

第20期 2000ｰ2001 大塚勢津子
紡ぎ合うよろこび

The Joy of Close-Knit Friendships
カウンスルNo.2　20周年 9

第21期 2001ｰ2002 加藤　啓子
ITを学び、IT時代を楽しむ
Learn IT and Enjoy IT Life

9

第22期 2002ｰ2003 瓜生原稔子
咲かせよう　あなたの花を
Bloom in Your Own Way

「愛媛クラブ」設立（2015年に
解散）

10

第23期 2003ｰ2004 武内　浩子
活気！元気！やる気！

Vigorous,Energetic,Motivated

バイリンガルから日本語使用の
カウンスルに

10

第24期 2004ｰ2005 中田　敬子 一つの世界の華 改正後の新会則でスタート 9

第25期 2005ｰ2006 森　照子 今日　本日限りなり　ー爾今ー 9

第26期 2006ｰ2007 横山　末子
響き合う　言葉磨きを!

Let's polish our word to tune each

other!

9

第27期 2007ｰ2008 酢谷　道子 和 9

第28期 2008ｰ2009 但野眞理子 智と情 No.2ウェブサイト開設 9

第29期 2009ｰ2010 辻　　良子 凛と。 9

第30期 2010-2011 伊賀　陽子 伝えること　伝わること カウンスルNo.2　30周年 9

第31期 2011ｰ2012 高橋　和子 達成する喜びー可能性を信じてー 9

第32期 2012ｰ2013 奥澤　節子 ストレスは心のスパイス 9

第33期 2013ｰ2014 若林　裕子 基本に立ち返って 9

第34期 2014ｰ2015 深澤佳代子 感じて動く”Act With Emotion" No.2ウェブサイト委員会発足 9

第35期 2015ｰ2016 西本　敬子
「言の葉を紡ぐ」
ｰ心の絆を大切にｰ

9

第36期 2016ｰ2017 井上　明子 悠々として前へ 8

第37期 2017ｰ2018 柚本加代子 新たな視点で 8

第38期 2018ｰ2019 興梠　美和
　　　「和と活気」　　和のうちに
活気あるカウンスルとして前進！

京都クラブ編入 9

第39期 2019ｰ2020 播磨由美子 つなぐ心　つなぐ伝統　つなぐ知恵 9

第40期 2020ｰ2021 高階　睦子 成長から成熟へ カウンスルNo.2　40周年 9

　　　クラブの変遷       　　クラブ数
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上部及び他カウンスル変遷 リージョン大会・会長 世の中の動き
第15期会長 野田絢子
神戸ポートピアホテル
第16期会長 三宮晶子
大阪リーガロイヤルホテル

ITC世界大会が神戸で開催
1999.7.17-7.21

リージョンウェブサイト開設
事務局が名古屋から大阪に移転

第20期会長 泉 和子
神戸ポートピアホテル

2001.9.11アメリカ同時テロ

ITC副会長ディビジョンⅣに
泉和子就任

第22期会長 山﨑眞知
大阪国際会議場、リーガロイヤルH大阪

2004.12.26スマトラ沖津波

CLO任命役員設置
第24期会長 泉 和子
ヨコハマグランドインターコンチネンタ
ルホテルパシフィコ横浜

新マスターマニュアル8章まで翻訳完
成

新マスターマニュアル9章まで翻訳完
成

第26期会長 加藤啓子
リーガロイヤルホテル大阪
第27期会長 大野三恵子
ウエスティン都ホテル京都

新マスターマニュアル10章翻訳完成
インターナショナル トレ－ニング
ウィークエンドが神戸で開催

第29期会長 武内浩子
神戸ポートピアホテル

2011.3.11東日本大震災

第32期会長 今井京子
リーガロイヤルホテル大阪

第34期会長 高木清子
ホテルグランヴィア京都

2017.7.31 ITC 国際解散

2018.2.1「ITC-J」の新名称となった 2018.6.18大阪府北部地震

令和に改元

新型コロナウィルス流行
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編集後記 

 

会報第１号と同じく表紙は成長のカラーで長いあゆみの階段をイメージで 

表しました。会員委員会のご協力のもと、カウンスルNo.2「40年のあゆみ」を 

発行できました。No.2の歴史を感じていただけましたでしょうか。 

記事掲載への皆様のご協力に感謝申し上げます。 

                         編集者：深澤佳代子 スタッフ：西田加代子   会員委員会 

 

                                       

 

 


