
 

 

 

 

      第 36 期 ITC テーマ：You Raise Me Up――優しさと励ましのコミュニケーション  

第 37 期カウンスルテーマ：新たな視点で！ 

    

今期の ITC 活動がスタートして 2 か月が経過しました。 

それぞれのクラブでは会員数の減少という課題を抱えながらも 

順調に活動が開始されています。 カウンスル No.2 では 

プログラム・教育委員会が新メンバーのもと第 1 回会合に向け 

プログラムに趣向を凝らし綿密な準備を進めています。 

また、ニューズレター第 1 号は、編集スタッフの熱意ある企画 

のもと No.2 として初の試みであるＥメール添付でお届けする 

               ことになりました。 

     2017 年 7 月 26 日、ＩＴＣ国際はシアトルでの国際大会で 79 年間の航海に終止符を 

    うちました。 

    それに伴いリージョン役員会、組織検討委員会では新生日本リージョンの礎を築くべく 

会員の意見求めています。 クラブやカウンスルを通じて私たちの声を届け、ITC の 

    変化を成長につなげましょう。  私たちの活動は対話することで成長する場です。 

    対話の中で多角的な視点や自分にない考え方、広い視野を身に着けることができます。 

これらを身につけることで自分にはわからなかった問題からも目をそむけず考えられる 

強さが生まれます。思考を停止させず自分の意志を的確な言葉で相手に明確に伝えること 

を続けてゆきましょう。 

                                             

 

 

 

会   長   柚 本 加 代 子（六甲） 

第一副会長 岡 村 洋 子（阪神） 

第二副会長 中 田 敬 子（三田） 

書   記 橋 口 京 子（阪神） 

会   計 浅 井 淑 子（甲南） 
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会合日 場所     内容 ホストクラブ 

第一回 2017年 11月 7日（火） ポートピアホテルトパーズの間 講演会 宝塚･御影クラブ 

第二回 2018年 3月 23日（金） ポートピアホテル スピーチコンテスト 三田クラブ 

第三回 2018年 6月 18日（月） ポートピアホテル 就任式・CMT･他 阪神クラブ 

第一副会長 岡村洋子（阪神） 

ITC の理念を基本とし、伝統と格式を重ん

じるカウンスルとして歴代役員・会員の皆

様が大切に繋いで来られました。大きな変

革の時、８つのクラブが個性を尊重し合い

「新たな視点で！」変革の波を乗り越える

１年になるよう努力したいと思います 

第二副会長 中田敬子（三田） 

ITC の将来に向けて会員と意見交換、情

報交換を行う。クラブの訪問と支援、クラ

ブの現状と会員状況の把握。リージョンへ

の報告書の提出。伝達ルートの徹底。 

第一副会長連携などを行います。 

書記 橋口京子  （阪神） 

書記を務めるには・話題を取り上げる分

野の知識 ・適切な言葉に要約する表現

力・会議で書き残すべき項目を踏まえ正

確に議事録を作成し記録を残していき

ます。会長始め各役員の皆様のお力添え

をお願いいたします。 

会計 浅井淑子（甲南） 

会員の減少ゆえに更に貴重になっている

会費をお預かりするので適正かつ有効に

使われるよう内容をチェックし収支を早

くかつ正確に記帳します。会長始め役員

の皆様と共に予算を守り任務を遂行いた

します 

議会法規役員 伊賀陽子（六甲） 

議事の円滑な運営のために会長を補佐

します。会合前のブリーフィングを主

になって行い、大切に意義のあるもの

にしたい。議事法は奥が深く分からな

いことだらけですがお力添えをお願い

いたします。 

編集者 角田亘子（御影） 

今期は予算が少なく、ニューズレター 

第一、第二号はメール配信となりまし

た。第三号は印刷して皆様にお配りいた

します。原稿の依頼をお願いすることも

ありますがよろしくお願いいたします。 

カウンスル No.2 役員の抱負 
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カウンスル No.2 常任委員会委員長の抱負 

会計監査委員長 大谷 差智子（神戸） 会計監査委員会は会計年度末及びカウンスル役員会の要

請がある場合会計帳簿の監査を行います。委員と共に正確に監査をし、お役に立ちたいと思います。 

予算･財務委員長 中村 記子（六甲） 前期より別途会計で処理されていた会合費の残金が通常会

計に計上されましたが他に流用できないため例年通りの予算が立てられませんでした。少ない予算の

なかで活動していただくことを願ってやみません 

PREM委員長 中田 敬子（三田） 第一副会長と連携し広報･増設･会員の三部門として構成され 1つ

の委員会として活躍する。情報の発信、社会への発信、地域への発信、地域社会での広報、男女参画セ

ンターに参画などの活動をしたい。会員皆様のご協力の下今期は新入会員獲得に照準を合わせたい。 

会則･決議委員長 戸塚 幸（イースト神戸） 国際が解散になって、日本の ITCの会則なども 

いろいろ変わるかもしれません。 カウンスル No.2もできるだけ簡素化が進めばいいと 

期待しています。 

議事録承認委員長 高畠 季子（御影） 書記の記録を的確にチェックし、正しい議事録を残せるよう 

にしたいと思います。 

プログラム･教育委員長 岡村 洋子（阪神） カウンスル会合で出会い、学び会いましょう。クラブで

は味わえない内容豊かなプログラム、全員参加型のワークショップ、楽しい会合を委員会の英知で 

用意します。継続は力なりです。 

スピーチコンテスト委員長 但野 眞理子（阪神） 「規則と任務」が大幅に改訂されましたが、皆様が

参加しやすいように配慮されています。カテゴリーの選択も不要になり、コンテストの進行も簡略化さ

れましたが、スピーカーの公平性は守られています。苦手意識を捨て新たな気持ちでコンテストに挑戦

して見ませんか 

ウェブサイト委員長 梶木 博子（御影） 変革に対応し、カウンスルからの情報やクラブ間の交流と

してクラブ例会案内を日々更新して行きます。A4 にまとめてお寄せください。クラブ HP 作成のお手伝

いもいたします。No.2の HP閲覧を習慣になさってください。 

N0。の HP閲覧を習慣になさってください。 
リージョン資料部 清水 陽子（三田） 昨年同様カウンスル会合での販売をいたします。 

クラブ会計から資料部員に申し込んでください。今期は個人の受付もいたします。事務局へ直接申し込

んでください。申し込んでいただいた次の月に発送いたします。 

資格認証委員会委員長 旭 栄（阪神）  資格認証は今後も検討を続けますが今期は行わないこ

とになりましたので、委員会活動は停止いたします。 

  



クラブ例会前期プログラム予定表 ★はおすすめプログラム 

阪神 クラブ  会員数 17 名 

 

   今期テーマ：   

原点で With the Basics 

 

目標 

Training in Communication 

会長  

 河内 美音子 

 

神戸 クラブ  会員数 ８名 

 

今期テーマ： 

Open the eyes to the     

New World！ 

  

目標  

Enjoy with smile     

                                                                                   

イースト神戸クラブ 会員数 10 名 

    

今期テーマ:  

ソフトランディング 

 

目標 

楽しみと充実感と 

 

 

 

甲南クラブ    会員数 15 名    

          

今期テーマ： 

踏みしめて，噛みしめて 

  更なる一歩 

 

会長       目標 

棟田佳緒理         なし      
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 月 プログラム 

９月 「プロ＆コン」ディべ－ト入門 

10 月 「ワークショップ」 「K J 法」   ★ 

11 月 「さあ！あなたも童話作家」 

12 月 「頭の体操」いろいろ 

1 月 「ちょっと言わせて、もっと言わせて 

      とことん言わせて」 

日時： 第一金曜日 13：30～            

場所： 池田泉州銀行芦屋支店 2 階セミナールーム 

 月 プログラム 

９月 5 日 Convention Report 

10 月 3 日 Open Your Eyes 

11 月７日 Join Council No.2 

12 月 5 日 Celebration  

1 月 16 日 English HAIKU （第３火曜日）  ★ 

日時： 第一火曜  11:00~13:00 (今期より曜日変更)           

場所： 兵庫国際交流会館（JR 灘駅 徒歩５分） 

 月 プログラム 

９月 夏の思い出 & 世界大会報告 

フェニックス ステアリングについてディ

スカッション（日本語で） 

10 月 国際の動きについて 

11 月 ブレインストーミング 

12 月 スピーチ・クリスマスの思い出・オークション 

 1 月 ゲストスピーカー 

日時：第三木曜日：10:30～ 

場所：梅田第三ビル２階 

 月 プログラム 

９月 ブックレポート 

10 月 知ってなるほど！ 

11 月 ワークショップ「評価コンテスト」 

12 月 X‘mas を楽しもう 

 1 月 古典にふれる 

日時：毎月第 4 木曜日 10:00～12：00 

場所：芦屋市民センター 

会長 

会長  

深澤佳代子 

戸塚 幸 



 六甲 クラブ 会員数 12 名 

 

今期テーマ： 
豊かな個性と調和 

 

目標 

例会出席の喜び 

会長 

竹田節子 

 

宝塚 クラブ  会員数 ４名 

 

今期テーマ： 

 心豊かに ゆっくりと 

 

    目標 

会長   4 人だからできることを楽しく 

山﨑眞知   そして基本を一から見直す 

 

御影 クラブ 会員数 ９名 

 
今期テーマ： 

できることを 心をこめて 

 

目標 

出席して良かったと思える 

例会に・会員の維持 

    

 

三田 クラブ 会員数 12 名 

 

今期テーマ： 

可能性へのチャレンジ 

 

目標        

 発想の転換人生を楽しむ 

 

藤之原仁美 
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 月 プログラム 

９月 私たちの新生 ITC＆国際リンク案について 

10 月 世界大会報告 

11 月 六甲クラブ会則の検討 

12 月 You Raise Me Up  

ITC テーマを歌う 

1 月 評価スピーチコンテスト     ★ 

日時：第 3 土曜日，14:00～16:15      

場所：不確定             

 月 プログラム 

９月 スピーチ 「私とあなたのきらり度」 

10 月 遊 学（他クラブ訪問） 

11 月 ブックレビュー ・ 他クラブ訪問報告 

12 月 御影クラブとジョイント    ★ 

1 月 スピーチ 

日 時：第 2 火曜 13:30~15:30  

場 所：宝塚市立男女共同参画センター 

 月 プログラム 

９月 3 分間スピーチ 継続は力なり 

10 月 私の旅物語 

11 月 脳を鍛えよう 

12 月 

 

琵琶演奏に親しもう（宝塚クラブと合同例会）

場所：さらら仁川（阪急仁川駅前）★ 

1 月 DVD 鑑賞 エルミタージュ美術館 

日時：第 2 火曜日 9：50 ～11：50  

場所：西宮市立夙川公民館 

 月 プログラム 

９月 インタビュー「ITC について」 

10 月 講演 

11 月 百歳体操             ★ 

12 月 アウティング「神戸市立博物館」 

1 月 出前講座 

日時：第 1 土曜日 10：30～12：00              

場所：まちづくり協働センター 

会長 

依藤誉子 

 

会長 

会長 



       存在感を示した日本リージョン（第６９回 ITC 世界大会報告） 

                                八日市屋多榮子（神戸クラブ） 

 

2017 年のＩＴＣコンベンションは 7 月 21～26 日アメリカの西北部、兵庫県と姉妹都市のシアトルで 

行われた。 

私はこの大会が最終であると覚悟をして行き、そうなったので、まずＩＴＣ解散案が可決されるまでの 

経緯、次にどのようにこのシアトル大会を楽しんだか、最後に今後の私達の行く末を考えたいと思う。 

  1 日目の最初の行事は各リージョンによるタレントナイト。毎回の歓迎オンリーのムードではなかった。 

ＩＴＣ役員会とホステスリージョン、出場のリージョンの綿密な準備によるもので出席者の多くが、解散 

を覚悟しているとの感触を得た。日本は高山さんがプログラムリーダーで、①横山、奥澤さんが音楽に 

合わせて着物姿で『おてもやん』の踊り。②奥澤さんのシャンソン“My Way”③横山さんが”Madam 

Butterfly”のストーリーを英語で要約説明。④山崎さんがこのアリアを熱唱。⑤アンコールで山崎さんが 

浜辺の歌を日本語で独唱。私は‥昔のことぞしのばるる・・と歌われた時には古き良き ITC 時代を思い 

涙が止まらなかった。海外の人達の涙も誘い日本は予想通り見事優勝。 

  2 日目は 8 時半から派遣員ブリーフィング。解散となればどうなるのかとの質問に ITC 役員会が応答、

元会長アニタヘンツラーの財政状況の報告の後、解散投票方法の説明。ランチョン。 

この日の夜 7:30 から 9:00 まで Bylaws Forum が行われた。7 月 12 日付で ICLO から各リージョン宛に 

送付の最終の Bylaws Amendments の説明会。Consent Calendar すなわち Consent Agenda という 

意味で、審議予定事項に関連している全ての修正案を同時に載せて採決する方法。パワーポイントを 

使ってアンダーソン委員長から説明。出席者は 50 人程いたかと思われる。Forum は修正案を懸命に 

考えていた人には欠くべからざるものであった。修正案を提出したい会員には手助けする会員 3 名が 

発表された。 3 日目の朝 8:30 から 9:30 までは新しい組織を考えているグループやリージョンからの 

発表会。オーストラリアリージョン、日本からもカウンスル３の英語クラブからの発表等。 

9:30New Business では解散決議案についてのディスカッション。反対意見もいくつか出され、昼食前に 

投票の結果、賛成 97、反対７で決議案可決。また会則決議委員提出の儀礼的決議案も採択された。今期 

の ITC 役員方の周到な準備に敬意を表したいと思った。 

 

恒例の開会式は２日目の午後から始まった。コスモポリタンスピーチコンテストではテラーを頼まれてい

たので、間違いのないようにとこの仕事に取り組ませていただいた。 高山さん見事優勝。 

３日目の午後からのスピーチコンテストの予選でもテラーの役を受けていた。安芸クラブの沖野直子さん

惜しくも敗退。 ４日目 Final Speech Contest,バンクエットで結果発表、広島クラブの狩谷美穂さん、堂々

の３位入賞。 ５日目午後は元神戸クラブメンバーの Joan Frank の 13:45 のワークショップに出席。 

６日目の午後３時からは Beatrice Squire のワークショップ Effective meeting management のプログ

ラムリーダーを受けさせて頂いた。議事法のプロのような方で良い出会いが出来感謝している。最終日の 

晩餐会での元会長皆さんが思い出話をされた。Turner 会長は日本のメンバー皆さん優雅で、着物を着せて

もらったことが大変楽しい思い出だったとのこと、私達日本のメンバーとして当時立派におもてなしをさ

れた役員の皆さんにお礼を申し上げたい。 

 

  最終の６日目のビジネスでは次期会長の Flentge さんから 2019 年に予定していた ITC 世界大会は 

オーストリアのウィーンで 7 月 10-17 日開催の予定であったと発表あり。また Europe75 リージョン大会 

はオーストリアで 2018 年 5 月 25-27 日開催とのアナウンスあり。出席者は歓迎との事であった。 

 

 

 

６ 



 

その後 My Platform では、再度将来の組織を考えている Mary Wong, Linda Bergman, Mary Flentge 

からの説明があった。 

今後の方針を決めているのは、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパか。 

アメリカは国が大きすぎてまとめるのは難しいと何人かのメンバーから聞いている。日本リージョンは 

一つにまとまって継続すると決まり、来年の日本リージョン大会の開催ホテルも決まった。 

何人かのワークショップリーダーも決まっているのだろう。組織検討委員会では何が決定されるのであろ

うか。その前に各クラブでは自分のクラブをどうしたいのであろうか。小さなクラブがどんどんつぶれてい

きませんようにと願う。 

  念のため、今年の世界大会登録者は 160 人。出席会員の多い国順に、アメリカ 75 人、日本 43 人、 

カナダ 13 人、オーストラリア 10 人、ニュージーランド 7 人、英国 5 人、オランダ、アスランド共に 3 人、 

オーストリア 1 人であった。                         （原文のまま） 

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                        

                                     写真提供：戸塚 幸（イースト神戸クラブ） 
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 カウンスル No.2 第 36期 第 3回会合 会計決算報告 （単位：円） 

     2017年 6 月 28 日   

収入の部         支出の部 

科目 金額 備考 科目 金額 備考 

前回繰越金 62,873   ホテル支払い 470,372 4420x104=459,680 

          マイク追加、スクリーン 

      茶菓子 23,760 216x110 ダルビッシュ 

登録費 505,200 全日 4800ｘ104＝499,200   1,962 クッキー・キャンデー等 

    半日 1500ｘ4＝6,000   1,038 スタッフ 3 人へお菓子 

プ・委員会より   講師 1 名分登録費に含む   5,400 レクターンの花 

        4,293 13 テーブルとサイドのバラ 

      事務費 3,200 ゲスト名簿・席札・名札他 

      送料 872 引き継ぎ物宅急便 

      小計 510,897   

      次回繰越金 57,176   

合計 568,073   合計 568,073   



 

No.2 の HP が新しくなりました ‼                            

        カウンスル No.2 http://council2.itcjr.jp/          

 

   ITC からも入れます。 

 

 

ITC HP 上段→ITC のクラブ→カウンスル No.2→カウンスル No.2HP 

 

  

 

トップページ      ☆37 期会長柚本加代子 

会則 役員 常任委員会 ☆最新の会則を掲載 ☆役員、常任委員会名簿  

会合案内 お知らせ   ☆カウンスル会合の案内 ☆各役員,委員会からのお知らせ  

☆会計関係,派遣員関係各種書式  

所属クラブ       ☆各クラブの例会日、会場、 プログラムのお知らせ  

歴史          ☆35 年間の歴史と今期発行の ニューズレターを掲載 

 

カウンスル情報満載！あなたの強い味方になります。！是非アクセスを！！ 
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編 集 後 記 

今期は会員へ直接メール配信でのお届けです。印刷代の削減にもなり，第 1 号の構成は 

今までの基本を踏襲した中にも委員会手作りのページとなるよう努力しました。 

原稿へのご協力ありがとうございました。ご意見ご要望をお寄せください。 

編集者：角田亘子（御影）  スタッフ：善塔貴美子（阪神）・高畠季子（御影） 

                  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。 

 

 

 

 

 

 

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。 

 


