
 

  

ITCカウンスル No.2の歴史年表   

 

 

期 会長 年 クラブの変遷  主な出来事 
 リージョン大会・ITC大会開催都市 

 No.2所属のリージョン会長 

  1938 インターナショナル トーストミストレスクラブ(後の ITC)は 

アーネスティン・ホワイト女史（1904~1943）の指導の下、サ

ンフランシスコで設立された。 

  

 

  1949 日本で初めて外国人のみで「名古屋クラブ」設立  

  1966 17年後に日本で 2番目のクラブとしてバイリンガルクラブ 

「阪神クラブ」設立 

 

  1972 その 6年後に英語クラブ「神戸クラブ」設立。  

  1973 カウンスル No.1設立  

アメリカ・ホノルル 

  1977 「東神戸クラブ」（現在のイースト神戸）、設立 アメリカ・サンフランシスコ 

第１期 三宮晶子 1981 

 

 

 

1981.6 

No.1が 15クラブとなり、No.2 No.3の 3つのカウンスルに

分割される。 

カウンスル No.2は５つのクラブ 阪神、神戸、東神戸、九州、

鳥取で、日英のバイリンガルカウンスルとして発足した。 

日本リージョン設立  

神戸：ポートピアホテル 

名古屋：名古屋観光ホテル 

 

オーストラリア・シドニー 

第２期 野田絢子 1982  「甲南クラブ」設立  

カウンスル No.2ニューズレター第１号発行 

 

アメリカ・ボストン 

第３期 バルク良子 1983  大阪：日本生命中の島研究所  



 

 

 

 

 

 リーガロイヤルホテル 

第３期会長：菊池悦子（阪神） 

アメリカ・ダラス 

第 4期 芦田淑子 1984 

1985 

 

「六甲クラブ」設立  「米子クラブ」設立 

名古屋： 名古屋観光ホテル 

第 5期 伊庭文子 1985 インターナショナル トーストミストレスクラブは 

International Training in Communication（ITC）となる。 

 

神戸：ポートピアホテル 

 

アメリカ・カンサス 

第 6期 古市愛子 1986 「宝塚クラブ」設立。  

アメリカ：リノ 

第 7期 菊池悦子 1987 「福山クラブ」 「岡山クラブ」も入り 12クラブ 

「松江」「城北」設立 

カウンスル No.2の最盛期は、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、倉吉の 17クラブが所属していた。 

 

京都：パークホテル 

 

アメリカ・オーランド 

第 8期 泉 和子 1988 クラブ数が増えたため、カウンスル No.2 とカウンスル No.3

を 6 カウンスルに分割 全部で７つのカウンスルに分割され

た。 

カウンスル No2.は「阪神、神戸、イースト神戸、甲南、六甲、

宝塚」の６クラブで発足した。 

名古屋：名古屋観光ホテル 

 

第 9期 笹本晃子 1989 カウンスル No.1 も No.8 と二つに分割され、日本リージョン

は、現在のように 8カウンスルとなった。 

「御影クラブ」設立 

神戸：ポートピアホテル 

第 8期会長：バルク良子（神戸） 

第 10期 羽尾則子 1990 カウンスル No.2 10周年記念会合 宝塚：宝塚ホテル 



 

第 9期会長：広瀬忠子（阪神） 

第 11期 リリアン・

ラッペ 

1991 「三田クラブ」設立 

 

大阪：ホテルニューオータニ 

第 12期 岩田洋子 1992  京都：グランドホテル 

第 13期 山崎眞知 1993 「松山クラブ」設立 （2004年に無所属クラブとなる） 

 

神戸：ホテルオークラ 

第 12期会長：伊庭文子（阪神） 

第 14期 川口敬江 1994 

1995.1 

 

阪神淡路大震災 

東京：ホテルオークラ東京 

第 15期 奥澤節子 1995  名古屋：ヒルトンホテル 

第 16期 堀 容子 1996  神戸：ポートピアホテル 

第 15期会長：野田絢子（阪神） 

アメリカ・リノ 

第 17期 藤本博子 1997  大阪：リーガロイヤルホテル 

第 16期会長：三宮晶子（阪神） 

 

第 18期 柳川公子 1998  京都：国際会議場 

第 19期 今井京子 1999 ITC世界大会が日本で開催された。 東京：ホテルオークラ 

日本：神戸ポートピアホテル 

第 20期 大塚勢津子 2000 カウンスル No.2 20周年記念会合 広島：プリンスホテル 

カナダ・トロント 

第 21期 加藤啓子 2001  神戸：ポートピアホテル 

  第 20期会長：泉 和子（阪神） 

アメリカ：アナハイム 

第 22期 瓜生原稔子 2002 「愛媛クラブ」設立 （2015年に解散） 

 

名古屋：ウエスティンナゴヤキャッスル 

バハマ：ナッソー 



 

第 23期 

 

武内浩子 2003 

2004 

この期からバイリンガルをやめ日本語使用カウンスルとなる。 

カウンスル No.2会則が改正され 24期から新会則になる。 

大阪：大阪国際会議場 リーガロイヤル 

ホテル 

第 22期会長：山崎眞知（宝塚） 

南アフリカ：ダーバン 

第 24期 中田敬子 2004  大津：プリンスホテル 

アメリカ・ボルティモア 

第 25期 森 照子 2005 この期より ITC世界大会は、2年に 1回の開催となる。 

 

横浜 ：パシフィコ横浜 

第 24期会長：泉和子（阪神） 

 

第 26期 横山末子 2006  福岡：JALリゾートシーホークホテル 

オーストラリア・ブリスベン 

第 27期 酢谷道子 2007  大阪： リーガロイヤルホテル 

第 26期会長：加藤啓子（甲南） 

 

第 28期 但野眞理子 2008  京都：ウエスティン都ホテル 

アラスカクルーズ 

第 29期 辻 良子 2009  米子：米子コンベンションセンター 

 

第 30期 伊賀陽子 2010 インターナショナル トレーニング ウィークエンド（ITW）

が日本で開催された。 於：神戸ポートピアホテル 

カウンスル No.2 30周年記念会合 

神戸： ポートピアホテル 

第 29期会長：武内浩子（甲南） 

アメリカ・インディアナポリス 

第 31期 高橋和子 2011  名古屋：東急ホテル 

 

第 32期 奥澤節子 2012  大阪：リーガロイヤルホテル 

第 32期会長：今井京子（イースト神戸） 



 

ハワイ 

第 33期 若林裕子 2013~ 

2014 

 神戸： ポートピアホテル 

 

第 34期 深澤佳代子 2014~ 

2015 

 神戸： ポートピアホテル 

ニュージーランド・ロトルア 

第 35期 西本敬子 2015~ 

2016 

  京都：ホテルグランビア 

 

第 36期 井上明子 2016~ 

 2017 

 奈良：奈良ロイヤルホテル 

アメリカ・シアトル 

第 37期 柚本加代子 2017~ 

 2018 

 名古屋：東急ホテル 

 


