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     絆を深めて 

～時代に合わせた改革を～ 

 

目標   会員増強 

 クラブ訪問 のすすめ 

                       仁熊史枝 Niguma Fumie 

 

 

今年の夏は猛暑でした。会員の皆様如何お暮らしでしたか。環境汚染により地球は

年々温暖化しているようです。私は環境に悪いと思いながら熱中症にならぬように、ク

ーラーの中で過ごしていました。 

 今期、カウンスルＮo.４は１６７名の会員でのスタートです。いろいろと厳しい面が

沢山あります。会員の皆様カウンスル会合に是非参加してください。 

又お互いのクラブ訪問をおすすめします。各クラブではそれぞれに素晴らしいプログ

ラムを企画しています。そのプログラムに参加してみませんか。 

カウンスルＮo.４のクラブは広い地域に散在しています。クラブ訪問をすることによ

り、いろんな地域の文化や人々を知るいいチャンスになります。 

 日本は平均寿命が女性は８６才になり世界一です。ＩＴＣも又高齢化しています。 

しかしそれをマイナスと捉えずプラスに捉えようではありませんか。豊かな経験と英知

にあふれた元気な高齢者は貴重な存在です。ＩＴＣで活躍される年配の方々は実に生き

生きとしていて尊敬に値します。 

若い世代も又必要不可欠です。今社会は色んな面で急速に変化し続けています。そし

て若い人々は多様な楽しみを知っています。私達は若い世代にＩＴＣの素晴らしさ、魅

力をアピールし会員の増強につなげようではありませんか。 

今期の私の方針は簡素化です。会員の皆様の負担をなるべく少なくして、気軽にクラ

ブ例会に、カウンスル会合に参加してもらえればと願っています。  

カウンスル会合で皆様とお目に掛かれること楽しみにしています。 
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Council No4. 28th 5 つの顔 

2nd V.P. 第 2副会長 金子三屋子 Kaneko Miyako 福山 

カウンスル№4第 27期の会員数は、6月 22日現在で 176名でした。 

ところが第 28期のスタートは、減少してしまいました。PREM委員長として、深刻な問題と考えてい

ます。まず、ITCの知名度を高める為の努力をします。各報道機関へ、周年行事の記事の掲載依頼を

試みます。また、元気なシニア層や、魅力的に生きたい若い人をターゲットに、リージョン PREM 委

員会作成のリーフレットを利用して会員獲得をお願いします。この一年間、リーフレットをカバン

に入れて、一週間に 5分 ITCの宣伝に、ご協力の程、どうぞ宜しくお願いします。 

Secretary ＆ CLO 書記 川崎邦子 Kawasaki Kuniko 岡山 

書記は会合と役員会の議事録を、迅速かつ正確に記録することを第一の仕事とし、各種の書類を正

確に保存致します。 

又任命役員の CLOを仰せつかりました。CLO は会員の皆さんに公平、正確、迅速に情報をお伝えす

るための ITC ならではの素晴らしいシステムだと思います。心を込めて務めますので、どうぞご

協力のほどよろしくお願い致します。 

 

Treasurer 会計 早間文子 Hayama Fumiko 福山 

ITC 歴の浅い私ですが、背伸びをしてカウンスル会計という重責をお引き受け致しました。会計の任

務を務めさせていただきながら、色々なことを学ばせて頂きたいと思っています。 

まずは、入出金を正確に記録します。そして速やかに会計処理を進めるよう精一杯努力致します。

皆さまのご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

Parliament 議会法規役員 村山紀子 Murayama Noriko 岡山 

今、ITCには課題・難題が山積しています。そんなときこそ明るく柔軟な思考力が必要です。No.4 の

会員が心を合わせて、サニーサイド（上向き）でスマートに「ビジネス・学び・交わり」を楽しみた

いものです。 

 議会法規役員の主な役割は「議事会合の円滑な運営を補佐する。」です。私は「明るく円滑に」が

モットーです。そのためにはパソコンばかりにかじりつかずに、早寝早起きを心がけます。 

 

 

1ｓｔ V.P. 第１副会長 早津聰子 Hayatsu Toshiko 岡山あくら 

思いがけずプログラム・教育委員長の重大任務を務めることになり、役員やプログラム委員の方々か

ら良いご提案をいただいて、何とかプログラムの形が出来ました。第 1 回会合では「エ二アグラム」

の教育・ワークショップです。「自分を知り」第 3回会合で「相手を知る」を目標に外部からの講師を

お願いしての全員参加型のワークショップを企画しています。 

新しい事に挑戦する絶好のチャンスになる事を目指しています。皆様方の会合へのご出席を期待し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　        九州クラブ 会員数：10名

九州クラブ第39期は、今期テーマを 『出会い』 としました。
クラブメンバーにとってこれからの1年を、出会いの年にしたいと思います。
私たちは日常、様々な事・人・物と出会います。このＩＴＣでも多くの学びや感動と出会い、
共有し、より豊かな学習の場を作りたいと思います。
メンバー同士のつながりを深め、広げることで多くの出会いと学びを求め、失敗を恐れず
前を向く、今の自分に満足せず一歩前へ出てみよう！を目標に、真面目で楽しい
九州クラブにしたいと思います。

例会月 月テーマ プログラム 場所・時間

真面目に楽しく 9月 輪 ワークショップ「即興スピーチ」

委員会活動への抱負・

会長　釘宮久美子 アーネスティン・ホワイト像

11月 伝 私も貴女もジャッジマン

12月 話 スピーチコンテスト

1月 笑 楽しい川柳

　     ひろしまクラブ 会員数：28名

今期のテーマのReは「再び」 「新たに」 「繰り返し」 という意味があります。
今期は、私自身を含め、クラブの会員の皆さんがそれぞれの立場で、チャレンジする
年であれば、と願っています。

例会月 月テーマ プログラム 場所・時間

9月 伝えたいこと 私のトピック

10月 評価に強くなろう 円卓（グループ）　評価

11月 議事法に取り組む 議事法のワークショップ

12月 素敵な時の共有 朗読・音楽

和やかに 1月 和の心 安芸クラブ合同例会　　雅楽

会長　村上洋子

    http://hiroshima.itcjr.jp/

　       福山クラブ 「日に新た」　～昨日より今日、今日より明日、一歩前へ～　　　　会員数：24名

今期、福山クラブは30周年を迎えますので、来年6月24日(金)に記念例会を開催
致します。プログラム内容はまだ 「ヒ・ミ・ツ」 ですが、趣旨としては「昨日よりは
ちょっぴり成長した自分を見つけたくてITC活動を続けている私たちの成長を表現できる
ものにしたい」と願っています。どうぞ皆さま、来年のこの日は福山ニューキャッスルホテル
にお越しくださり、30周年を共に祝っていただきますようお願い申し上げます。

例会月 月テーマ プログラム 場所・時間

9月 笑いを学ぶ 落語家をお迎えして「私と落語」

10月 スピーチが見える スピーチの構成

阿吽（あうん）の呼吸で 11月 ITCを知る ITCよもやま話

一年乗り切ります 12月 自分の言葉で スピーチコンテスト

1月 和やかに 懇活パーティー

　　　　　　　会長　米門公子 * 12月例会・・・12月18日(金）11:00～

福山ニューキャッスルホテ
ル　第3金曜日
13:30～15:30

Club introduction  ようこそ　クラブへ！

ニューライフプラザ内
社会教育センター

第3金曜日　10：30～

楽10月

「Re ―Challenge」　　～しなやかに～

『出会い』

広島アンデルセン
デンマークルーム

第3木曜日
13：15-15：30

* 1月例会・・・1月8日（金）13:30～15:30
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　岡山クラブ 会員数：28名

前期・今期で4人の若手新人会員をお迎えでき、とても嬉しく思っております。
多くの新入会員にご入会頂いておりますので、役員及び常任委員会で活躍して頂き
たく思っております。それには研鑽を積み重ねてきた会員がお手伝いをして新しい
方々が早く伸びて頂けるように、新旧でガッチリスクラムを組んで新しい意見を取り入れ
ながら進んでいきたいと思っております。
30期記念例会を11月26日に行います。全会員が一致団結し総合力により皆様をお迎え
したいと思っております。皆様のご出席をお待ち致しております。

例会月 月テーマ プログラム 場所・時間

30期を迎えて 9月 新たに 導入式・回転寿司

　　　　新旧スクラム組んで 10月 学ぼう スピーチの構成

11月 喜び 30期記念例会

　　　　　　　会長　佐藤睦子 対面評価の説明

対面評価

バザー

寸劇

　安芸クラブ 会員数：23名

安芸クラブ30周年・30人メンバーに向けて、今期28期はクラブの根幹を強め、会員
一人一人の意識の向上をはかり、組織力の活性化をめざします。
27年間の歩みの中に育まれた、大切なクラブカラーである、のびやかさと、知的好奇心、
相手を思いやるやさしさ、これらを途切れることなく繋げていきたいと思います。

例会月 月テーマ プログラム 場所・時間

9月 　基本を大切に　Ⅰ　 私が行動したい事

ワークショップ

　　「安芸クラブがより良い 広島アンデルセン

笑顔で優雅に クラブになる為に」 第2金曜日

11月 思考のギアーチェンジ 6つの考える帽子 13:30～15:30

会長　籔田邦子 12月 共感する クリスマス例会　「朗読」

1月 和の心 ひろしまクラブ合同例会　「雅楽」

　岡山あくらクラブ 会員数：20名

「岡山あくらクラブ」は26年目をむかえました。経験豊富な会員からITCの基本的なことを
学び、また「あくら」らしさも大切に中堅・新人会員へとつなげていけたらと思います。
またITCの魅力の一つである「新しいことを知り、学ぶこと」　この楽しさを一層体験できる
1年にしたいと思います。

例会月 月テーマ プログラム 場所・時間

9月 月を愛でる 議事法

10月 灯火親しむ　 対面評価

楽しく　チャレンジ！ カウンスルNo.4第1回会合 ホテルグランヴィア岡山

への参加 第3水曜日

会長　馬田乙世 クリスマス例会　ブリング&バイ 10:30～12:30

フラ体験Part2

1月 心新たに 朗読

12月 過ぎ去りし日々

「心つなぐ言葉を　磨こう」

「新旧スクラム組んでさらなる前進」

「知る喜び・学ぶ喜び」

10月 基本を大切に　Ⅱ

11月 紅葉の便りを聞く

http://itcokayamakurabu.jimbo.com

Please come and join us !

ホテルグランヴィア岡山
第2木曜日
13：00　～12月 受け入れよう

1月 楽しもう
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　瀬戸内クラブ 会員数：10名

瀬戸内クラブは25期を迎えますが、今期も10名でのスタートとなりました。
10名の少人数クラブですが、自分のできる事は積極的に行い、一人ひとりが、力を出し
合い、更に、自己の持つ可能性の向上を目指し、楽しく学び、言葉の力を養い、磨き、
“みんなが主役”であって欲しいと願っています。個々の素晴らしい魅力の花を咲かせ、
一人でも多くの仲間を増やしていけたらと望んでおります。

例会月 月テーマ プログラム 場所・時間

シェークスピア

『ハムレット』オフェーリア 福山ニューキャッスルホテル

プラチナスマイル ジェイン・オースティン （松の間）

『誇りと偏見』エリザベス 第2金曜日

会長　近本節子 エミリー・ブロンテ 14：00～16：00

『嵐が丘』キャサリン

ビクトル・ユーゴー

『レ・ミゼラブル』コゼット （曙の間）

モーパッサン

『女の一生』ジャンヌ （ふじ）

　福岡クラブ 会員数：15名

例会を持ちたいと思います。

例会月 月テーマ プログラム 場所・時間

9月 「学ぶ」 「ITCとはなあに？」

　　笑顔で今期、福岡クラブ！会長 10月 「読む」 「島津いろは歌」 タカクラホテル福岡

11月 「話す」 「カタルタ」 第4土曜日

会長　井上弘子 12月 「楽しむ」 「クリスマス例会」 13:00～

1月 「伝える」 スピーチコンテスト

*　12月例会・・・12月19日（土）17：30～

　ひがし広島クラブ 会員数：8名

今期は10期をむかえすべてを＜１＞にリセットしてのスタートです。
改めて組織を知りこれからの時代に合った学びでありたいと・・・
またITCでの学びが社会生活に活かせるよう10回の例会を充実させていきたいと思います。
入会した当時、話す度にドキドキしていたあのドキドキを　「ときめき」に変えて一層活気
あるクラブを目指したいと思います。それには何より増員を・・と願っています。

例会月 月テーマ プログラム 場所・時間

9月 新たなるときめき １０周年記念の集い HAKUWAﾎﾃﾙ　

10月 知るときめき 対　面　評　価 東広島市役所北館　

　　　ときめきの中の乙女たち！ 11月 感じるときめき 秋の声を聴こう 憩いの森　

12月 語るときめき クラブスピーチコンテスト 東広島市役所北館　

会長　平重映子 東広島市内小・中学生 アザレアホール

スピーチコンテスト 第1金曜13:30～
若さへのときめき

今期テーマ「プラス1」は、この1年間何か一つでも新たに得た事を、ご自分の引き出しに

加えて頂けることを願い決めました。久し振りの会長で、気力、体力、知力全て退化し、い

ささか心配です。近年リージョン、カウンスルからの要望、指示、事務処理、膨大なメール

とクラブ例会よりその処理に時間を割き、高齢化も伴い役員を引き受ける事を躊躇する

会員が少なくありません。「Simple&Speed」をモットーに、負担を軽くする工夫をし、楽しい

Splendid program from each club !

12月

1月

9月 トレーニング「詩の朗読」

10月 スピーチの組み立て

11月 模擬スピーチコンテスト

スピーチコンテスト

お正月

『　プラス1　』

「みんなが主役」

「躍進　日常にときめきを・心躍る日々！」

1月
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 第 1回会合 第 2回会合 第 3回会合 

日程 2015年 11月 16日（月） 2016年 3月 25日（金） 2016年 6月 13日（月） 

予定時間 11:00-15:30 11:00-15:30 11:00-15:30 

会場 福山ニューキャッスル ホテルグランヴィア岡山 ホテルグランヴィア広島 

テーマ 助走 力走 完走 

プログラム 

 

プログラムリーダー 

教育とワークショップ 

「エニアグラム」 

昼田 恵美子（福山） 

スピーチコンテスト 

 

遠藤 陽子（岡山あくら） 

役員就任式 

講演会とワークショップ 

高橋 真弓（ひろしま） 

コーディネーター 

コ・コーディネーター 

服部 英子（瀬戸内） 

武市 福美（瀬戸内） 

佐山 昌子（岡山） 

島村  忍 （岡山） 

青木 和恵（安芸） 

萱島 頼子（安芸） 

 

 

 

 

 

 

 

カウンスル No.4 第２８期会合プラン 

《カウンスル第 1 回会合》  

教育・ワークショップ 

「エニアグラムの智恵に学ぼう」 

自分を知る ～エニアグラムを手がかりに～ 

 講師  

寺澤 重光（てらさわ しげみつ）氏  

国際エニアグラム学会認定ファシリテーター 

エニアグラムの日本における第一人者である、元聖心女子大学教授の鈴木秀子先生に師事。 

鈴木先生が開発された「文学療法」のベルリーダーを務める。その他、栃木県「瞑想の森・

内観研究所」にてボランティア面接員も務める。 

    木村 秀幸（きむら ひでゆき）氏 

     国際エニアグラム学会認定ファシリテーター 

岡山県済生会病院副院長を定年退職後、鈴木秀子先生に師事。現在岡山済生会ライフケアー

センターで年間６回のエニアグラムワークショップを開催。 

    木村 泉（きむら いずみ）氏   

国際エニアグラム学会認定ファシリテーター 

  木村 秀幸氏の奥様として、木村氏をサポート。 

♪ＩＴＣ用語 豆知識♪ 

CLO・・・Communication Liaison Officer   連絡係 

CMT・・・クラブ → Club Management Training  カウンスル→ Council Management Training 

            各クラブ、各カウンスルの運営研修 
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フリーナイトの日には参加国から持ち寄って蚤の市が開催されました。

スピーチコンテスト晩餐会では、日本リージョンの有志が書道や 

日本舞踊のエンターテインメントを披露しました。 

・新役員-クリス・エンドウ新会長の元、オランダの Mary Flenge さんが 

次期会長に選出されました。No.8の小管あけみさんは、ディビジョ 

ンⅣ副会長に再選。2017年、第 69回 ITC大会は、 

シアトルで開催されます。参加しましょう。 
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I T C 大会  

 世界大会でのスピーチコンテストでは予選落ちとなりましたが、ネイティブ

のたくさんの方を前に自分の思いを伝える事ができ、大きな達成感を得られま

した。大会の期間は、知らない方々からスピーチ聞いたよと、親しく声をかけ

て頂き、なんだか来てよかったなあと、ささやかな喜びをかみしめました。ま

た、世界の方々のスピーチは皆大変素晴らしく、とても刺激になりました。特

に優勝者のスピーチは会場の皆を巻き込んだ、躍動感のあるもので、その場に

参加できた喜びを感じました。 

三宅 慶子（ひろしまクラブ） 

沖田 道子（ひろしまクラブ） 

2015年 7月 17日から 22日まで Val Harper 会長の元、NZ の温泉保養地 

ロトルアでの開催。日本からは 30人ほどが出席しました。 

・ビジネス・スピーチコンテストも盛り上がりました。 

・ワークショップ－ITC会員がリーダーを務めます。日本リージョンからは 

乙野泰子さんが日本文化を紹介、坂口正子さんは通訳付きで「潜在能力

の開発」のワークショップをされました。 

・晩餐会－ほぼ毎晩晩餐会があります。前夜祭ではマオリ文化の紹介があり 

三宅さんと私は Blogチームに加わり、 

公式カメラマンとして写真を撮りました。 

どうぞ、リージョン・カウンスル No.4・ 

ひろしまクラブの HPでご覧ください。 

 

 



 

 

 

              

 

 

 

ともに 町づくりを 

5年前より、ITCひがし広島クラブによる小中学生のスピーチコンテストは、子どもたちの大きな学びの

場となっています。゛次世代のため頑張る″という私どもと共通の思いをもって、これからも ともに

人材を育て、町づくりに貢献していただきたい。          東広島市長 藏田義雄様 

 

 

 

 

笑顔あふれる記念の集い 

のびやかで空気のおいしい、子どもたちを育てやすい町。ひがし広島クラブは、このような地で 10年

間活動されてきました。小中学生のスピーチコンテストは地域貢献の大きな実績となっています。ITC

リージョンも 34年目を迎え、時代の流れを感じ、岐路ともいえる状況ですが、歴代育まれた基本の精

神を守って継続していけば、その活動は盤石なものであると確信しております。ひがし広島クラブの皆

様に、笑顔あふれる素晴らしい集いとなりましたこと、お祝い申し上げます。 

ITCリージョン会長 高木清子様 
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9月 4日・・・高木清子リージョン会長はじめ元増設委員長高木彬子様他、ｶｳﾝｽﾙ№４の皆様がご一緒に 

「ひがし広島クラブ 10周年」をお祝いしてくださいました。本当に嬉しく新しい一歩を踏み出せました。 

最初は少人数であるし内々でと話しておりましたら「10周年のお祝いでしょ」と周りの先輩ｸﾗﾌﾞの方々に 

背中を押していただき開催の運びとなりました。22名でスタートしたクラブでしたが介護や諸事情でクラブを 

卒業していかれ現在 8名になりました。時には弱気になる事もありますが、例会の鮮度はいつも抜群でした。 

10 周年を迎えるにあたり第一回の例会からひもといていくうち、その時にタイムスリップしたように懐かしく、楽しく、嬉しくなんだ

か元気が出てきました。ITC の不思議な魅力に酔いしれながら少人数・・でもこんなに充実した例会がもてることに感謝していま

す。それもまわりのクラブの方々のご支援があればこそ。さりげなく気遣いをいただき弱気を元気に変えて今、20 年にむかって張

り切ってスタートをきっています。アーネスティンホワイト女史が今の私達をみて何と言われるでしょうか。笑みを浮かべて見つめら

れているような気がします！  

ひがし広島クラブ会長  平重映子 

*デザインは当日配布されたプログラム使用 

 

10周年を迎えて・・・ 

増設時を振り返って 

ひがし広島クラブの設立を目標に定め活動を開始したものの、筋書通りにはなかな

か物事は進まず、活動開始から 3 年目にようやく設立する事ができました。10 年目

の節目に当たる今日、是非もう一度原点を振り返って、これからクラブの未来をどう

作っていくのかを考える機会として頂きたいと思います。この町は大きな可能性を秘

めた町であり、このクラブはもっと栄えて ITCの基幹となっていくものと思います。

この町の為に、ご自身の為に、今後も前向きに進んでほしいと願っています。 

             ひがし広島クラブ増設委員長 高木彬子様 
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 カウンスル 

日時 場所 委員長 

2016年 3月 25日（金） ホテルグランヴィア岡山 原 順子（岡山あくら） 

 クラブ 

クラブ名 日時 場所 

九州 2015年 12月 18日（金） ニューライフプラザ 

ひろしま 2016年 2月 18日（木） ANAクラウンプラザホテル広島 

福山 2015年 12月 18日（金） 福山ニューキャッスルホテル 

岡山 2016年 2月 18日（木） ホテルグランヴィア岡山 

安芸 2016年 2月 12日（金） ANAクラウンプラザホテル広島 

岡山あくら 2016年 2月 17日（水） ホテルグランヴィア岡山 

瀬戸内 2015年 12月 11日（金） 福山ニューキャッスルホテル 

福岡 2016年 1月 23日（土） タカクラホテル福岡 

ひがし広島 2015年 12月 4日（金） 東広島市役所 北館 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[文書の引用文や注目すべき箇所の

要約を入力してください。テキスト 

ボックスは文書のどの位置にも配

置できます。抜粋用テキスト ボッ

クスの書式を変更するには、[描画

ツール] タブを使用します。] 

《クラブ記念例会》 

 岡山クラブ 「30 期記念例会」 

     日時/ 2015 年 11月 26 日（木）11：30～ 

     場所/ ホテルグランヴィア岡山 

 福山クラブ 「30 周年記念例会」 

     日時/ 2016 年 6月 24 日（金） 場所/ 未定 

《クラブ地域活動》 

 ひがし広島 「東広島市内 小・中学生スピーチコンテスト」 

     日時/  2016 年 1月 24 日（日） 場所/ 東広島市アザレアホール 

 岡山あくらクラブ 「チャリティ茶会」後期に計画中 

 

スピーチコンテスト日程表 

 

Welcome & See You Again～ 

 

 退会者：林 妙子（九州クラブ）  

小谷眞喜子、隅元美穂子（ひろしまクラブ） 

更井紀子、永井信(岡山クラブ） 

木本いず美、倉田志奈子、太田雪（安芸クラブ） 

 入会者： 三島当子（福山クラブ） 

大森陽子（岡山クラブ） 

 

～編集後記～ 

表紙は調和を表す緑色に。9つの輪は個性あふれる

9クラブをイメージしたものです。今期テーマ「絆を

深めて」より、クラブ間の交流に機能的な会報を目指

します。カウンスル HPから本誌をご覧になり、奮っ

てクラブの情報を編集室へお寄せくださいませ。 

編集者：藤井啓子  

スタッフ：松野千景、三宅慶子 

     谷本美寿子、吉岡裕子（ひろしま）  

 

 

谷本美寿子、吉岡裕子（ひろしま） 
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                        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 members of International Training in Communication, hereby pledge to improve our communication  

and Leadership skills, in order to achieve greater understanding throughout the world 

 

カウンスル№４ 第 28期 第 1回会合 
 年間テーマ：絆を深めて 

                                                                                      

                                                          

                                                                                           
                    

 

 

 

 

 

【午前の部】 

 

【昼食】登録・資格認証サイン・「ブリング＆バイ」        12：00 

【午後の部】                                                                            

                    

 

 

                                    

〔会合出席者数〕 

クラブ 九 州 ひろしま 福 山 岡 山 安 芸 岡山あくら 瀬戸内 福 岡 ひがし広島 無所属 合 計 

会員数 10 28（１） 24 28 23（４） 20 10 15 8 ７ 173（５） 

出席者数            

ゲスト            

その他のゲスト                                       総合計   

開会挨拶 会長 仁熊 史枝 11：00 

ITC宣誓 瀬戸内クラブ会長 近本 節子  

インスピレーション 九州クラブ 大野 加津子  

会長挨拶・来賓紹介 会長 仁熊 史枝  

ゲスト紹介 第二副会長 金子 三屋子  

ビジネス 議長 仁熊 史枝 11：10 

リージョンインフォメーション   

   公式訪問者・ITC 日本リージョン次期会長 中野 知子様  

審議 議長 仁熊 史枝  

プログラム プログラムリーダー 昼田 恵美子(福山) 13：00 

教育・ワークショップ    

「エニアグラムの智恵に学ぼう」 自分を知る ～エニアグラムを手がかりに～ 

講師 寺澤 重光氏  木村 秀幸氏  木村 泉氏  

 （国際エニアグラム学会認定ファシリテーター）    

  

タイマー紹介 川西 順子・谷本 寿重（(岡山あくら) 

ブリング＆バイ報告 予算財務委員長 青木 和恵（安芸）  

出席者数報告 登録委員長 板谷 洋子（瀬戸内）  

コーディネーター挨拶  服部 英子（瀬戸内）  

次回会合案内 第一副会長 早津 聰子  

クロージングソート 福山クラブ会長 米門 公子  

閉会挨拶 会長 仁熊 史枝 15：30 

第 1回会合テーマ【助走】 

 

「勇気と自信を持って前に進みなさい。 

誇りを持って前に進みなさい。 

  今日は私達の指導力の始まりなのです。」 

アーネスティン・ホワイト 

 

日時：2015 年 11 月 16 日(月) 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

 

            ホステスクラブ ／ 瀬戸内・福山 

コーディネーター／ 服部 英子（瀬戸内） 

コ・コーディネーター／武市 福美（瀬戸内） 
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