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NEWSLETTER
ITCテ ー マ

リージョンテーマ

カウンスルテーマ

ITC宣誓

我々、インターナショナル  トレーニング イン コミュニケーションの

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。

vve, as rnenlbers of lnternationa1 7rraining in conlnlunication,
hereby pledge to ilnprove our con■ lnunication and leadership skills,

in order to achieve greater understanding throughout the w‐ orld.

“The Right Choice'' 正しい選択

知恵を紡いで、価値ある改革
Collect Wisdol田 [&a Valuable Change

感じて動く “Act with Emotion''

第34期カウンスルNo.2役員

左より

第二副会長  高階 睦子

議会法規役員 武内 浩子

会長     深澤 佳代子

第一副会長  興相 美和

書記     中田 敬子

会計     三宅 裕子

今期ITC活動も2ヶ 月半が過ぎました。 9ク ラブ121名 のメン

バーはそれぞれクラブのレール上を順調に走り始めておられるこ

とでしょう。カウンスルNo。2が 1981年 に発足して33年が経ちま

した。17ク ラブが活動していた時代もありましたが現在は 9ク

_夕 7ビ乙
ル
、ど_  ラブです。会員数の減少にもかかわらず今期も各クラブがそれぞ

会長 珠澤 任代子  れ充実した例会を展開されることと思います。

年月が流れITCも時代の波の中で変化している部分もありますが古きよきものは今につ

なげ、改革や創造を通しながらもカウンスルNo.2の伝統を守りつづけていく必要がある

と思います。「昔はよかった !」 と思う部分と「今もよい !」 と思える部分をかみあわせ

ながら歴史あるカウンスルNo.2であり続けたいと思います。

日本リージョンで 2番 目に歴史の古い阪神クラブは来年4月 には50周年を迎えられます。

50年前のITC、 考えるだけで歴史の重さを感じます。皆様でご一緒にお祝い致しましょう。

今 期 の 目標 のひ とつ と して、WEBペ ー ジ をた ち あげ ま した のでNEWSLETTERは 4ペー

ジにしました。WEBと紙面でNo.2を感じてくだ

さい。又、第 2回会合は会場と開催時間を変更し

ております。ITCを外部の方に少しでも身近に感

じていただければと思います。

第34期それぞれが何かを感 じて動きその思い

を達成して感動をもらってください。

A、ct Mrith Elnotion l
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は推薦プログラム

2014年 9月 5日 1聴 きましょう あのスピーチ !

|

10月 3日
1救

命ボー トに乗 り込め

11月 7日 1音楽と共に甦るシーン

12月 5日 1変身願望 私はこれになりたい !

鑢12015年 1月 9日 1懐かしい昭和のくらし

日  目寺:第 1金曜日  13:30～ 15:45

1場 所 :山村サロン

2014年 9月 6日
1讐祭電器芳漱躍寡ご(群)

.A口 ‥南 InvitatiOn tO thc world of Amc
■υ月■■日

|「赤毛のアン」の世界 (後半)

11月 8日 1清;ぐI剪3テーション
12月 6日 |☆Lct'sE刊 Oy Ch」 istnlas

翌 生 望 __翌_[墜量 L__二 ____
日 時 :第 2土曜日 13:30～ 15:30(9月 12月 は第 1土 )

場 所 :JR灘 兵庫国際交流会館

2014年 9月 18日 連遮幡Ъ標:卜樹埋∫
C写

譜L13TSC
10日 1^日 1鉤祖 csc Scasonal Evcnts:Oct

_____土比上±■三二茎望立FavO五

“
&_My■ lcrest,12 Up En貫 壼L______

IJapancsc Scasond Evcnts:Nov.

11月 20日 |☆裕uest Spcakcr,“ Kcqi Miyaztta"by Ms Sas歯 Botta Jaよowska

lStcp Up English

IPItEMヽ 4onth      Silcntノ uヽction

12月 lB目 l hmcsc Scasonal Evcnts:Dcc~~ン ●~シ ー
|☆

'Myね

voritc&Mylic“ st Stcp Up English

lPREM Mo壼 h

2015年 1月 15日 |☆ PrcscntatiOnおr Outing PlaCe

lJapanesc Scasonal Evcnts:Jan.Stcp Up English

日 時 :第 3木曜日  10:30～ 12:30

場 所 :東灘区民センター 8階会議室

2014年 9月 25日 1書評合戦 (ビブリオバ トル)テーマ 「美」

善塔貴美子

24

o一つに

さらなる一歩

心と言葉を大切に

各自の向上を目指

しましょう

戸 塚  幸

13

Livc,Love,Laugh

“Yesterday is Histo,,

TOmOrrow is,Mystery,

TOday is a Gi■ ,■at's

why it's called the

Prescnt.''E卿 Oy Today!!

大谷差智子

10

Assun■ ca

lヽこatural Pose!

プログラムの充実

太田 容子

19

10月 23日 ヮークショップ 「プレゼンテーション」

11月 27日 |ス ピーチコンテス ト

12月 18日
1各蛤否::こ倉!」 クリスマス起源

2015年 1月 22日 1初笑い 「天満天神繁昌亭」

日時 :第 4木曜日 10:00～
場所 :芦屋市民センター
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ありのままで。・・

クラブ例会

前 期 プ ログ ラ ム予定 表

月  日

月  日 ロ

月  日 プ ロ グ ラ ム



2014年 9月 20日
ショー トスピーチ
「今期の目標や今期はじめたいこと」

10月 18日 特別例会
講演会と神戸大学見学 講師 :喜多裕一氏

11月 15日 スピーチとその評価

12月 6日 クリスマス 全員で神戸クラブ訪間

2015年 1月 17日
ワークショップ 「プレゼンテーション」
講師 :武内浩子さん (甲南)

時

所
日
場

第 3土曜日 14:00～ 16:15(変更の場合あり)

ひようごボランタリープラザセミナー室 (変更の場合あり)

会 長 :塩崎員喜子

会員数 :15

テーマ :新たな一歩

日 標 :和みあい、

支え合い、

高め合う

会 長 :奥澤 節子

会員数 111

テーマ :山椒は小粒でも・・・

目 標 :少人数でも

意気高く

2014年 9月 9日

10月 遊学 (他クラブ訪間)

導入式 。自己紹介

11月 11日 リサーチスピーチ・遊学報告

12月 9日 スピーチ

☆ITCと シャンソンのコラボレーション2015年 1月 13日

日 時 :毎月第 2火曜日 13:30～ 15:30

場 所 :宝塚市立男女共同参画センター・エル ソリオⅡ4F

2014年 9月 9日 ク ラ
「′かに る○○

10月 14日 カレントトピック・ス トーリーテリング

京都 観世会館11月 22日 能楽鑑賞

12月 9日

2015年 1月 13日

会 長 :角 田 亘子

会員数 :9

テーマ :生きることは

学ぶ こと

目 標 :会員の増員

日

場

いはコミュニケーションの達人な り」
高山敦子

カレントトビック・歌会はじめ

‖公民館 (10月 以降はプレラ西宮)

時 :第 2火曜 日  9:50^Vll:50

会 長 :岡 田 京子

会員数 :14

テーマ :小 さなものごと―

すべてのこと

スピーチコンテス トの在 り方2014年 9月 6日

ア ティン

ォーキング
10月 4日

食について おっ |イ タリアン

輪になろう 1 新春オークション

11月 15日

12月 13日

2015年 1月 10日

つながり唄 本庄小学校

日 時 :毎月第 1土曜日 10:30～
場  :所 :ま ちづくり協働センター 但し10月 11月 12月 はこのかぎりではありません。

「 =‐
`

2014年 9月 30日 映画 (ド ラマ)レポー ト

10月 28日 議会法規を学ぶ 修正案の出し方

☆ス トーリーテリング

2015年 1月 27日

11月 25日 アウティング

12月 16日

デモンストレーション

会 長 :鍋嶋 早苗

会員数 :6

テーマ :基本にかえる

目 標 :できるを楽しむ

日 日寺:第 4火曜日 13:30～
場 所 :コ ムズ 3F 会議室 1-2

:ミミヽ

月  日

`―1｀

月  日 プ ロ グ ラ ム
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カウンスルを考える
33期プログラム・教育委員長

鵜山 紀子

33期第 3回会合のCMTでは、「カウンスルを考える」について、

話し合いを行いました。カウンスルの役割について結果を報告します。

カウンスルの役割

① 「学習の場であり経験を積む場」一カウンスルはリージョンとク

ラブの仲介。カウンスルでの活動を通して情報を得ることができ

る。クラブでは出来ない内容豊かなプログラムを経験できる。

カウンスルで場を踏んでリージョンに臨む。ビジネスはクラブのお手本になる。

② 「出会いの場」一魅力ある会員と接することができる。リーダーとなる会員の人柄にふ

れることができる。同じ役職に就く他クラブの会員と親交を深めることができる。少人

数クラブであってもカウンスルでの交流を通じてクラブ会合に出席してもらうことがで

き、活気をもらえる。

③ 「気づきの場」一自分のクラブで見えていなかったことが見えてよい勉強になる。自分

のクラブの良さにあらためて気がつく (欠けている点にも気がつく)

以上のことから、上部レベルでリーダーとして個人ワークを発揮することも組織にとっては

必要なことです。個人が上部レベルのお役を務めた後クラブレベルに戻って、いち会員とし

てその経験を活かすITC独特のシステム、このシステムをうまくまわすことでITC全体の底

上げが確かなものになるのではないでしょうか。基本的な役割を学び、与えられた役割をき

ちんとこなしながら、会員同士が刺激し合い磨き合うことで、クラブはレベルアップ出来る

と思います。楽しい仲良しクラブというだけでは、あるレベル以上には成長しません。それ

ぞれのクラブが成長につながる充実した活動をすれば、必ずカウンスルに相乗効果があらわ

れると思います。

= Attent:on I ,: Happy Anniversary -l.
カウンスルNo.2第 34期 第 2回会合

阪神クラブ50周年記念例会のご案内

日 時 :2015年 3月 12日 (木 )

13時 ～ 16時 15分

場 所 :神戸国際会館

セミナーハウス 9階大会場

時

所

日

場

:‐2015年 4月 3日 (金 )

:神戸ポー トピアホテル

==_=============二■‐F

カウンスルNo.2の websiteは、ここ!  http://counci12.itcjr.jp/

「もてこい !も てこい !」 の掛け声が威勢のよい秋祭 りの頃、1回 目の校正ができあがりました。秋祭 り

には、「松山鮮」「もぶり鮮」と呼ばれるちらし鮮が振舞われます。この鮮を作るように楽しみながら取 り

組みました。「われ愛す わが豫州 松山の鮮」正岡子規   編集者 西村雄子 委員 愛媛クラブー同

″

許誦 誼絣 〃

後記
印刷 :上野タイプ印刷株式会社


