年間テーマ
国際：Leading the way ・・・
先頭を切って
日本リージョン：見上げて 共に進もう
カウンスル No.4：会員の結束と思いやり
目 標

カウンスル No.4 会長

重中 祥子

１．明日の ITC へ意識を改革する。
２．変わることと変わらないことへの対応を
考える。
３．和気あいあいと、会員であることに楽し
さを見つける。

今期のテーマを「会員の結束と思いやり」としました。
私は人としての本当の価値は、その人がどこまで思いやりを持って、他者のために
尽くすことができるかどうか、ということで決まるような気がします。
また人は変わらないことの良さと、変わることで、より良くなっていくことがある
ようにも思います。
それには異なる考えをも容認し、自分が変わるべきところは、変わることが求めら
れているのだと思います。
しかし近年、見渡してみるといつの間にか人と人との関係がギスギスし、自分の主
張だけが正しいと声高に言い募る人が多い世の中になっているようです。
他者のために尽くすことが忘れ去られているのかも知れません。
大げさに言えば私たちは今、自分と共に生きている誰かのために、それは家族であ
ったり友人であったり、または全くの他人であってもその人たちが喜んでくれるこ
とを実現するために生きているのだと思います。
ITC でも、何かを一人でまたはグループで成し遂げてゆく、その過程で協調性が試
され、振り返り見ればいつの間にか、共に成長しているのを感じることができます。
以前は知らなかった人と分かり合えることで、幸せを感じることもあります。
日々の積み重ねの中で、誰かの役に立ち、誰かに笑顔を与えられたら、私はそれで
幸せです。
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第一副会長

重中会長と共に、カウンスル No.4 第 29 期

村上 洋子

を担ってくださる役員はどんな方々なのでし

① ７年

ょうか。誌上インタビューで、あれこれお尋ね

② テニス・読書・庭仕事・

してみました。

ひろしまクラブ

ボタニカルアート・音楽 etc.

① ITC 歴と所属クラブ
② 趣味
③ ご自身の生活の中で、ITC はどんな存在で
すか。
④ ITC に入会して、何が変わりましたか。
⑤ 今期、役職を通して、必ずやっておきたい
と考えていることは？

③ ちょっとストレス。でもとても楽しい。

第二副会長

書 記

田島 久子

① ８年

安芸クラブ

① 28 年

④ スケジュールや時間の管理を考えるよう
になった。また、準備に時間をかけるよう
になった。
⑤ 皆さんに「会合が楽しかった」と思ってい
ただけたら、うれしいです。

青木 和恵
安芸クラブ

② 高山植物を求めての山

② 音楽鑑賞・美術鑑賞

歩き＆ 気ままな袋づくり

③ 日常生活にメリハリができ

③ 楽しみでもあり、苦しみでもある。

る。緊張感もあり、ステップアップが望め

④ いろんなものが、広い視野で見られるよう

る場だと思う。

になった。同じ価値観を持つ友人の和が広

④ 仕事の段取り、特に時間の使い方が良くな

がっている。

った。

⑤ 皆さまのご協力を得て、退会者をゼロに、

⑤ 他クラブの皆さまと密にコミュニケーシ

入会者を一人でも多く迎える。

ョンを取りながら、活動したいと思ってい

目標は 15 人です。

ます。

会計
① 9年

藤井 啓子

議会法規役員
① 22 年

ひろしまクラブ

河尻 公子

ひろしまクラブ

② “しなければならないこと“

② 小物収集・ジャズダンス

をすること

③ 刺激的な憩いの場

③ いろいろ挑戦する機会が与えられ、自己向

④ 自分自身を好きになった。さらに自己の新

上に欠かせないもの

たな可能性を見いだしたい。

④ 人前で上がることが少なくなった。組織運

⑤ 会計の役割を全うする。また役員会の一員

営、大会開催等のノウハウを得た。パソコ

として、さまざまな例会に参加し、重中会

ンが片腕になった。

長が意図される今期の取り組みが功を奏

⑤ 皆さまのご協力の下、会合が円滑に運べる

すよう、尽力する。

よう議事法をしっかり学ぶ。
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他クラブ訪問
ひろしまクラブ特別例会

例会日時：第３木曜日 13:15～15:30

8 月 4 日（木）、ひろしまクラブで、
『基礎から学ぶ
クラブ例会の持ち方』をテーマに、夏の特別例会が
開かれました。成定正子会長の「ITC はクラブ活動
が基本。まずは基礎を固め、そして行動を起こすこ
と、今日はその第一歩です」の挨拶で始まりました。
今回の例会の目的は、期の初めに、ITC の基礎を
しっかり学ぶことで、例会への理解を深め、今後の
活動に活かすことです。ITC 歴の浅い会員にも理解
できるように、開会宣言から、会員による、分かり
やすい解説付きで、丁寧に進められました。例えば「ITC 宣誓は、ITC の理念なので、その意味を
確認するために唱和する」との解説に、私自身が ITC に少し慣れてきたためか、宣誓を慌ただしく
お念仏のように唱えていたことに気付かされました。これからは、意味をよく確認しながら唱和し
ます。審議事項はひろしまクラブの会則改正。すべての条項が順次読み上げられ、改正部分は修正
が出て、それは一つひとつ 8 ステップに沿って採決されました。そして最後にもう一度、全体の改
正について、採決が行われました。これまで、
「会則改正なんて、とても難しそうで…」と思ってい
ました。が、活発な意見が出てもこうして手順を踏んでやれば、スムースにできることがよく分か
りました。
午後からのプログラムは「基礎を学ぶ：常任委員会に
ついて」をテーマにしたテーブルワーク。委員会ごとに
分かれた各テーブルで、今期の目標や活動計画を話し合
い、最後にテーブルリーダーがそれぞれ発表しました。
瀬戸内、安芸クラブからも合わせて 40 名もの参加者で
充実した例会でした。
報告 萱島 頼子（安芸クラブ）

ひろしまクラブ 12 月例会のご案内
日時：2016 年 12 月 3 日(土)11：20～15：30
会場：広島アンデルセン５階デンマークルーム
例会テーマ：「次世代へのメッセージ」パネルディスカッション
＊基調講演「コミュニケーションの現状と重要性」
講師：広島経済大学経済学部教養教育部主任教授 濱田敏彦氏
＊パネルディスカッション
パネリスト：20 代の学生（濱田ゼミ）、位川智宣様（30 代の社会人）、
中野知子 ITC 日本リージョン会長、成定正子ひろしまクラブ会長
コーディネーター：前田利子ひろしまクラブ第一副会長
ランチ代：3500 円（13 時から始まる午後の部のみの参加は無料）
申込締め切り：11 月 9 日（水）クラブでまとめてお申し込みください。
申込先：前田利子
E-mail：mtoshi@
振込先：ゆうちょ銀行口座
記号 15120
番号 25022431
名義
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ITC ひろしまクラブ

他クラブ訪問
ひがし広島クラブ 9 月例会

例会日時：第１金曜日 13:30～15:00

ひがし広島クラブの 9 月例会は、第 100 回目の例会。この記念すべき日にクラブを訪問させてい
ただきました。
「今期のテーマはつながり。個人を 1 本の糸に例えるなら、赤い糸もあれば黄色い糸もあり、そして
青い糸もあります。それぞれの糸が個性を大切にしながら織りなすハーモニーが、小さくともほっこり
とした布に仕上がればこんなにうれしいことはありません」と、有馬みどり会長が冒頭の挨拶で今期の
抱負をしっかり述べました。

ビジネスが終わると、いよいよプログラム。このクラブのプログラムはいつも盛りだくさんとい
うか、しっぽまであんこのはいった鯛焼きみたいに濃密です。この日の５つのプログラムの中から
３つをご紹介します。

リラックスタイム
毎月行っているストレッチ体操です。ヨガ講師の井手
畑裕記会員が「一つ一つの動きにどんな効果があるかを
説明しながら、リードしていきます。約 10 分の軽い体
操でしたが、ビジネスでの緊張もほぐれ、身も心もリラ
ックスできました。

今月のポイント
新聞やテレビで報道されたニュースの中から、心に残ったもの
を手作りの資料を使いながら紹介します。今月担当の坂本公子会
員は「資料作りは大変だけど、楽しい」と話していました。社会
に目を向け、自分なりの意見を持つ良いプログラムと感じました。

即興スピーチ・ すごろく
ホワイトボードに１から 100 までの言
葉がすごろく風に書かれています。スピ
ーカーはサイコロを振り、出た数だけ進
み、そこに書かれている言葉を使って即
興スピーチをします。終わると次の人を
指名して同じことを繰り返します。ハラ
ハラドキドキ、スリル感たっぷりで、盛
り上がりました。ちなみに、今回は第 100
回例会の 100 にこだわり、言葉の数を 100 個、スピーチの持ち時間を 100 秒としたそうです。
少人数クラブのため、重複して役割を担当するなど忙しそうですが、全員で楽しみながら学ぼう
という姿勢がうかがえる、活気あふれる例会でした。
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報告

青木 和恵（安芸クラブ）

他クラブ訪問
福岡クラブ 9 月例会

例会日時：第４土曜日 13:00～15:00

福岡クラブの 9 月例会を、訪問させていただきました。
会員が庭から持って来られたお花などで美しくコーディネートされた会
場に迎えていただきました。12 時からはホテル特製のおいしランチ。例会が
始まる前から、ほっこり幸せな気分でした。
前期末に数名の会員が退会され、今期は 12 名でのスタートとなったそう
です。野中雅子会長が、最初の挨拶で「自分自身、ともすれば後向き思考になりがちなので、今期
のテーマは『ポジティブ・シンキング』
～プラス思考～としました。しっかり前
を向いて進んでいきたいと思います」と
述べられました。その後、
「私にとってと
ても嬉しいことに、会長としてスタート
を切る今日は、私の誕生日です」と、に
っこりされました。会場からは温かい拍
手がわき起こり、みんなで祝福しました。
アットホームで、フレンドリーな雰囲
気がすてきなスタートぶりでした。
プログラムは、重中祥子カウンスル No.4 会長による教育「ITC の魅力」。続いて、二つのグルー
プに分かれてバズセッションをしました。バズセッション後のテーブル発表ではさまざまな意見が
飛び出して、うなずいたり、感心したり、笑ったり・・・。重中会長も私も、皆さんに励ましてい
ただいたような恰好で、うれしかったです。
例会後、場所を移して皆さんとさらにお話をさせていただきました。同時に、各委員会も同じ場
所で開かれ、｢少人数クラブだから、と愚痴を言っても何も始まらない。こうやって、皆で助け合っ
て活動していくのです｣とおっしゃる通り、皆さんの闊達で、真剣なお姿を拝見できました。
福岡クラブの会員は仕事やご家族のことな
ど、それぞれに事情を抱えていて、何をする
にも物理的に難しいことが多いそうです。
「で
も ITC が大好きだから、頑張って例会に出て、
できるだけのことをしたいと思うのです。」と
口をそろえられ、
「ITC を続けたい」という熱
意が、ひしひしと伝わってきました。そして、
そんな皆さんの様子はとても楽しそうで、福
岡クラブの温かい雰囲気の源は会員一人一人
の熱意なのだな、と印象的でした。
報告

村上 洋子（ひろしまクラブ）
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インフォメーション

カウンスル会合計画
日程

第 1 回（100 回）
2016 年 10 月 28 日(金)

第２回（101 回）
2017 年 4 月 4 日(火)

第３回（102 回）
2017 年 6 月 28 日(水)

予定時間

11 時～15 時 30 分

11 時～15 時 30 分

11 時～15 時 30 分

福山ニューキャッスルホテル

ホテルグランヴィア広島

ホテルグランヴィア岡山

テーマ

リーダーシップ

メンバーシップ

フレンドシップ

プログラム

講演・バズセッション

スピーチコンテスト

役員就任式・ワークショップ・CMT

会

場

カウンスル No.4
開 催 日
2017 年 4 月４日(火)
各クラブ
ク ラ ブ 名
九州クラブ
ひろしまクラブ
福山クラブ
岡山クラブ
安芸クラブ
岡山あくらクラブ
瀬戸内クラブ
福岡クラブ
ひがし広島クラブ

スピーチコンテスト
会
場
日程表

委 員 長
河辺佑子（安芸）

ホテルグランヴィア広島
開 催 日
2016 年１２月１６日(金)
2017 年 ２月１６日(木)
2016 年１２月１６日(金)
2016 年１２月 ８日(木)
2017 年 ２月１０日(金)
2017 年 ２月１５日(水)
2016 年１２月 ９日(金)
2017 年 １月２８日(土)
2016 年１２月 ２日(金)

会
場
ニューライフプラザ
広島アンデルセン
福山ニューキャッスルホテル
ホテルグランヴィア岡山
広島アンデルセン
ホテルグランヴィア岡山
福山ニューキャッスルホテル
タカクラホテル福岡
東広島市役所 北館

記念例会・特別例会
★クラブ記念例会
九州クラブ「40 周年記念例会」
日時：2017 年５月 17 日(水) 11 時～15 時

会場：ホテル白菊

★クラブ地域活動
ひがし広島クラブ主催「第 6 回東広島市
日時：2017 年２月 5 日(日)

小・中学生スピーチコンテスト」

13 時 30 分～15 時 30 分
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会場：東広島市サンスクエア
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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 29 期 第一回会合プログラム
年間テーマ：会員の結束と思いやり
2016 年 10 月 28 日（金曜日）
会合テーマ：リーダーシップ

福山ニューキャッスルホテル

指導者に、ぜひともこれをやりたいという強い熱意があれば、それは必ず人を動かすだろう。
そしてその熱意に感じて、知恵ある人は知恵を、才能ある人は才能をといったように、
それぞれの人が自分の持てるものを提供してくれるだろう。

【午前の部】
開
会
ITC 宣誓
インスピレーション
会長挨拶・来賓紹介
ゲスト紹介
ビジネス

会長
福岡クラブ会長
九州ラブ会長
会長
第二副会長
議長

―松下幸之助―

11：00

重中祥子
野中雅子
大野加津子
重中祥子
青木和恵
重中祥子

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
審

議

西村みつ子様
議長

重中祥子

昼食：登録・資格認証サイン・資料物品渡し
【午後の部】
プログラム

プログラムリーダー

板谷洋子（瀬戸内）

13：10

講演「組織とリーダーシップ」
講師：高木清子様 （第 34 期 ITC 日本リージョン会長）

バズセッション「カウンスルの未来のために」
タイマー紹介
ブリング＆バイ報告
出席者数報告
コーディネーター挨拶
次回会合案内
クロージングソート
閉
会

予算・財務委員長
登録委員長
第一副会長

瀬戸内クラブ会長
会長

遠藤陽子・松川美由紀（岡山あくら）
藤岡敬子
倉田眞澄（福山）
豊田麗子（福山）
村上洋子
服部英子
重中祥子
15：30
ホステスクラブ：福山・瀬戸内
コーディネーター：豊田麗子
コ・コーディネーター：加藤照恵

〔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

会員数
出席者数
ゲスト
その他のゲスト

総合計
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無所属

合 計

