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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。

We, as rneIIlbers of lnternational Training in Coinlnlunication,

hereby pledge to irnprove our coinlnlunication and leadership skills,

in order to achieve greater understanding throughOut the、 vOrld.

“The Right Choice'' 正しい選択

知恵を紡いで、価値ある改革
Collect Wisdolm[&aV・ aluable Change

感じて動く “Act with Emotion"

″

ざり罐丁緻

春 3月 。息吹を感じる月です。

日本では多くの企業、学校が期の終わりで4月 からの準備に忙

しくなります。新入社員、新入生、新入会員・・・新しい場所へ

と何かを感じて動かれていくことでしょう。ITCの活動は後半に

カウンスルNo.2   はぃってぃますが、ここで深呼吸をして新しい空気をいれてみて
会長 深澤 佳代子   はどぅでしょぅか。

人間の五感は、視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚ですが、「最も言葉で伝えやすい五感」

は 「視覚」で75。7%。 「最も感動を覚える五感」も「視覚」で72.6%だそうです。人間は多

くの情報を視覚から得ています。物事を聞くだけでなく、見てはじめて感じ、自分の中で

味わうことができるものです。

さて 「ITCっ て何 ?」 こういう風に聞かれたことはありませんか ?ITCを言葉で説明

しても理解してもらえないことがあります。いくら説明してもすればするほど難しいと思

われるのでしょうか。確かにITCと いう言葉で活動されている団体はたくさんあり違った

概念でITCと いう言葉を理解されている方もおられるかもしれません。ITCが社会に浸透

していないのは事実です。まずはITCを見てもらい存在

を知ってもらうことです。

人間の五感の視覚を通 して見て感 じてもらうために

ITCの ハイライ トである 「スピーチコンテス ト」の第

2回会合を交通の便のよい場所で開催しました。ITCの

存在を社会に知ってもらうために、新しい息吹をちょっ

と入れてみました。
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人 間 の五 感  最 大 限 に使 づて感 じて 動 き ま し ょ う !  役員会&忘年会 山里料理 仁木屋にて
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クラブ例会

後期プログラム予定表
☆は推薦プログラム

顔|〃クラダ
目E

心一つに さらなる一歩

目圏
心と言葉を大切に

各自の向上を目指しましょう

日時 第1金曜日 13:30～ 15:45

山村サロン場所

目 ■
Assume a Natural Pose!

目国
プログラムの充実

日時 第2土曜日 13:30～ 15:30

(9月 12月 は第 1土)

JR灘 兵庫国際交流会館場所

目■
Live,Love,Laugh

回圏
“Yestrday is HistoW,Tomo■ ow
is Mystew,Todtt is a Gi■ ,  ..
that's why rs cdled■ e PК sent,″

E可oy Todり ||

日時 第3木曜 日 10:30～ 12:30

東灘区民センター8階会議室場所

ありのままで・ 00

日時 第4木曜日 10:00～ 12:00

芦屋市民センター場所

″戸タラノ:

イーズハ″戸クラ

嘱席クスプ

目 日

スピーチコンテス ト英語 デモンストレーション

日本語 コンテスト
2月 6日

3月 6日 春 芽生えの時 「心に残る芽生え」 スピーチ

4月 3日 50周年記念例会 (神戸ポー トピアホテル)

5月 1日
NLPっ て何 ?
心理学でコミュニケーションの達人になる

役員就任式6月 12日

月  日
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2月 14日 Speech Contest 7Y'*A>77.1

3月 14日 cOncept of Beauty  美しさとは

4月 11日 Leammg Shakespcac シエクスピアを学ぶ

5月 9日 アウティングOuting

6月 13日 インスタレーションInst』1江ion

月  日

営
lnicil&li$snl
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2月 19日 SpeechContest 7Y-+3>77.F

3月 19日
Workshop "Q&A about ITC" Eng.&Japanese

V *, > 3 y / IITCTC?L)TOQ&AI

4月 16日
Outing:Mystcry Tow
アウティング :ミ ステリーツアー

5月 21日
Smdy Eng.In Movie
映画 に出て くる英語を学ぶ

hs●lhion就任式
Thc Final S@eech tt EKC“ 14‐ 15"

14-15ク ラブの例会最終スピーチ
6月 18日

2月 22日
ヮークショップ コーチングの世界へようこそ !

リーダー 行政書士 石井美千代様

教育資料を使って準備の要らないワークショップ3月 26日

4月 23日
グループワーク ありのままで・・・春夏
春 :井上 後藤 イ白井 播磨 棟田
夏 :加藤 太日 武内 鵜山

グループワーク
秋 :浅田 笠置
冬 :柳川 浅井

ありのままで 。・・秋冬
高井 石村 瓜生原
酢谷 若林 入江

5月 28日

6月 25日 インスタレーション
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月  日



2月 21日 デモンストレーションスピーチ

3月 14日

(第 2土曜日)

☆ワークショップ「メンターって何 ?」

講師 :ITCメ ンタリング委員長
杉谷和代様 (E神戸クラブ)

4月 18日
野外例会
大阪ダックツアー (日 本初 。水陸両用観光バス)

5月 16日
スピーチ 特技披露など
「期首に揚げた目標の達成度は ?」

6月 20日 インスタレーション

月  日
片rクラダ

■■
新たな一歩

団霊
和みあい、支え合い、

高め合う

日時

場所

第3土曜日 14:00～ 16:15
(変更の場合あり)

ひょうごボランタリープラザセミナー室

(変更の場合あり)

:錢卜 ｀゙
:

宝塚クラダ
目■

山椒は小粒でも・ 00

日調
少人数でも意気高く

日時

場所

第2火曜日 13:30～ 15:30

宝塚市立男女共同参画センター・

エルソリオⅡ4F

鶴
Intmdonal

rdqilq h ( {rtr-rn.tcailr,n

CLUB

2月 10日 スピーチコンテス ト

3月 10日 楽しい雛祭 り

4月 14日 御影、三田、宝塚 合同例会 ビブリオバ トル

5月 12日 バズセッション

6月 9日

「役員就任式」
「講演」講師 奥澤清秀氏
*歯科医師奥澤清秀氏の歯と口腔ケアに関するお話

″影タスグ

2月 10日
☆デッサンに挑戦
講師 画家 正明義行氏

3月 10日 なりきってインタビュー

4月 14日 宝塚、御影、三田 合同例会 ビブリオバ トル

5月 12日 香道体験 アウティング京都

6月 9日 役員交代式
「認知症の方々と共に」講師西浦純子氏

月  日 目E
生きることは学ぶこと

口■回
会員の増員

日時

場所

第2火曜日9:50～ 11:50

西宮ブレラ

男女共同参画センター
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三″クラダ

日時

場所

■■
小さなものごと―

すべてのこと

第1土曜日 10:30～

まちづくり協働センター

2月 7日 スピーチコンテス ト

3月 7日 ワークショップ ビブリオバトル 教育

4月 14日 御影、宝塚、三田合同例会 ビブリオバ トル

5月 9日 自然との協調 カラスについて興味ある講演
例会終了後 役員就任式

6月 6日 番外例会
リージョン大会・カウンスル会合への全員参加

2月 24日 チャプリンスピーチ

3月 24日 回転寿司

4月 28日 貝口:剪ξ濠1

5月 26日 ☆子規かるた

6月 23日 グラブバッグとインスタレーション

愛塀タスブ
■■

基本にかえる

日国
できるを楽しむ

日時

場所

第4火曜日 13:30～

コムズ3F 会議室1-2

凰はベ



講師 玉岡かおる (作家)

「未来のヒントは歴史にあり」

先人たちの足跡に学ぶ

プログラムリーダー

浅井 淑子 (甲南)

関西弁のテンポ良い講演。 日本人は凄い !と 高揚感に

包まれたまま、閉会後にはサイン会も行われました。

雅な衣装で女帝になりきり、その時代のリーダーシッ

プについて熱いトークが展開されました。

推古天皇    持統天皇    元明天皇

戸塚 幸 (E神戸)高 井 和代 (甲南)喜 多 邦子 (六甲)

みなさま、ありがとうございました。

カウンスルNo.2 第34期
支出の

テーブルには、秋らし

く紅葉まんじゅう。広

島からのお取り寄せで

す。チョコもカラフル

に袋詰めされ微笑んで

いるようです。

「コーディネーター」
中村 記子

コーディネーターの大役を受け戸惑いなが

らもホステスクラブ委員会を構成する。申込

書に基づきゲスト表の作成。入金の確認。会

合前日には演台・各テーブルの花を会員宅で

作成。ニューズレターに名前シールを貼り、

テーブル記号を記入する。当日は全クラブ員

が、持ち場を把握し敏捷に働き会合に備えた。

ホステスクラブとしてクラブ会員全員の協

力の許、無事に終了できたことに感謝です。

1月 24日 、美味しいお料理を楽しみなが

ら、各クラブの現状を話 し合いクラブ間

の交流を深めることができました。No.2

の各クラブは素晴 らしい !と 感 じた会長

会でした。
会長 深澤佳代子

第 1回会合決算書 20141年 11月 17日

*ホテル支払明細  控室料・講師軽食代 (税・サ込)15,562  1TCプ ラン 〈税・サ込)4,420× 130=574,600

会合会計 森谷 スミ子  会合コーディネイター 中村 記子

伊予路に春を呼ぶというお祭り「椿さん」。正式には伊豫豆比古命神社 (通称・椿さん)の旧暦のお正月を祝う

祭りです。松山地方ではこの椿さんの時期が最も寒くなると言われています。今年は2月 25日 から27日 。その

頃には2号も完成です。春の香りがする2号 となりますように。   編集者 西村雄子 委員 愛媛クラブー同

^醸
炒写 警

=蟻轟,なお

科   目 金 額 備  考 科   目 金額 備  考

前期繰越金 84,840 ホテル支払 590,162

利 子 20 振込手数料 432

登録費 639,000
全日 130名 ×4800=624000 お菓子 17,654 もみじ慢頭・フルーツチョコ

半日 10名 ×1,500=15,000 飾付け 12,918 飾り花他

事務費 5,566 用紙・コピー代・ゲスト名簿・送料

小 計 626,732

次回繰越金 97,128

合  計 723,860 合   計 723,860

後記

4

印刷 :上野タイプ印刷株式会社

「会長会」を行いました

/カタンズ″rr出席軍,/7インでノ″
リージョン第33期カウンスルPREM委員会報告まとめ


