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Our Mission/��������

District Mission /
ディストリクト・ミッション

We build new clubs 
and support all clubs in 
achieving excellence.

私達は新しいクラブを作り、かつ、すべてのクラブが卓越するよう支援します。

Area Alignment Committee
Takashi Tadooka, 

Division A D
Emi Maruyama, 

Division B D
Chris Cooper, 
Division C D

Hidesuke Itadzu,
Division D D

Hitoshi Kawaguchi, 
Division E D

Hiroyuki Yamaguchi,
Division F D

Naoki Yoshino, 
Division G D

Yumiko Otsuka, 
Division H D

Yohei Shimura, 
Division I D

Kimochi Honno, 
Division J D Yukimasa Matsuda, CGD

Schedule: 2019/11, 12, 2020/1,2,3,4     Finalize by 1st week of April, 2020 
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今期終了時に215クラブを予測

現在の成長度で
三年後には250クラブを超える→  クラブ数成長期



2020-2021 Area alignment

1. Maintain the current 10 Division formation. 10ディビジョン維持
2. Instead, increase Area numbers in Division A, B, C, D and I, Tokyo area.

東京にエリア数を増やす
3. Zero 3-club-areas in Division E ディビジョンEから３クラブエリア廃止
4. Maintain 5 Areas in Division F and have 6 club areas. ディビジョンFは維持
5. 1 Area increase in Division G due to growth in Okayama and Hiroshima.

ディビジョンGは岡山で１エリア追加し広島に２エリア
6. Increase area in Division H.ディビジョンHも成長のため１エリア追加
7. Align geographically as much as possible. 出来る限り地理的要因を考慮
8. Increase growth capacity for the new clubs to adopt.

新クラブが加入できるよう成長容量を増強

3 years to split D76 三年後の分割を見据え
- Continuous Tokyo Growth 東京での継続的成長

→ Increasing Growth Capacity in Tokyo 東京での成長容量を増加
- More 4-club Areas in Tokyo 東京に4クラブエリアを増加
- Maintain Divisions and Increase Areas 

ディビジョン数は維持し、エリア数を全国で7増やす
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District Alignment

▸ Districts must review and amend, if necessary, its alignment of the 
clubs, areas and divisions once each year. Form an alignment 
committee to consider a plan that services the clubs in the most 
effective way possible and meets the requirements outlined 
in Policy and Protocol 7.0 District Structure, 1. Club Assignments in 
the Governing Documents. It is important for the committee to 
consider club growth as well as club loss when contemplating an 
alignment. The alignment is subject to the approval of the district 
council at its annual business meeting in April/May and must be 
reported to Toastmasters International by July 15. Changes cannot 
be made after the approval by the council, so it's important to 
ensure that the alignment is correct and will be effective 
throughout the year.

▸ Please note: Alignments that do not meet policy requirements 
cannot be accepted. The alignment committee will need to ensure 
that the alignment is within policy prior to bringing it forward to 
vote and submission to World Headquarters.

https://www.toastmasters.org/Leadership-Central/Governing-Documents
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Protocol 7.0: District Structure

▸ 1. Club Assignments
▸ The best interests of the clubs and District are taken into 

consideration when assigning clubs to Areas.
§ Areas consist of 4 to 6 clubs; however, an Area may consist of 3 clubs on 

July 1 only when an effort to charter a fourth club is in process.
§ Under no circumstances may an Area have more than 6 clubs on July 1.
§ Advanced clubs may not be segregated into Areas.
§ Areas may be segregated by language, subject to the approval of the 

District Council.
§ Districts assign clubs to Areas based upon:

• Geographic proximity to other clubs
• The ability of an Area Director to effectively provide service
• Club size and strength (e.g., paid, active, disbanding)
• Prospective clubs and expected growth
• The likelihood of eligibility for Distinguished programs (e.g., club base of the 

Area or Division)
▸ A Division must have a minimum of 3 Areas.



Alignment by Division

ディビジョンごとの編成案



Division A – “Alignment with reasons”

意図のある編成ー東北のディビジョン独立支援、交通網を中心に考えた編成

エリア11ー 北東北＋仙台

エリア12ー 南東北＋仙台

エリア13ー 上越線・高崎線沿線

エリア14ー 埼玉南部

エリア15ー 東北本線・宇都宮線沿線

エリア16ー 池袋エリア

エリア17ー 新宿湘南ラインエリア



Division A – “Alignment with reasons”  



Division B “Balanced Growth”

現状維持 ー 現状の勢いを維持しながら、新しいクラブを追加

エリア21ー 現状維持

エリア22ー 現状維持

エリア23ー 現状維持

エリア24ー 地理的条件（永田町、麹町、四谷）＋全体バランス（広尾）

エリア25ー 地理的条件（春日、後楽園、飯田橋）

エリア26ー 地理的条件（飯田橋、神楽坂、市ヶ谷）

エリア27ー 地理的条件 （九段、御茶ノ水、神田）



Division B  “Balanced Growth”



Division C - “Comprehensive alignment”

流動的 ー 地理的再編でエリア拡大 企業クラブ対応考慮
運営の難しい小規模クラブを統合

エリア31ー 大手町 企業クラブ

エリア32ー 東京ウイメンズプラザ周辺４クラブ + 虎ノ門（銀座線）

エリア33ー 大手町外資系企業クラブ＋La Voce

エリア34ー 青山生涯学習センター４クラブ

エリア35ー 神谷町・六本木 エリア（日比谷線）

エリア36ー 銀座・京橋・日本橋エリア（都営浅草線）

エリア37ー 日比谷・内幸町・三田エリア（都営三田線）



Division C - “Comprehensive alignment”



Division D - “Discovery for New Era” 

チバラキ・ディビジョン（41-44）を見据えて ー 現状の成長路線と新しい成長

エリア41ー 現状維持 茨城

エリア42ー 現状維持 千葉 ー I Have a Dream

エリア43ー 現状維持 千葉 ー 柏Advancedと千葉論評

エリア44ー 総武線エリア＋千葉在住Advanced（Tokyo Phoenix）＋谷津Advanced

エリア45ー 日本橋 ＋ 札幌

エリア46ー 新橋ばるーん４クラブ



Division D - “Discovery for New Era” 



Division E - “Establishment on Mission” 

現状維持しつつ４クラブエリアに再編し、成長への基礎固め

エリア51ー ４クラブエリアに

エリア52ー 現状維持 ４クラブ

エリア53ー 田園都市線エリア ４クラブ

エリア54ー 横フロ参加で、４クラブエリアに

エリア55ー 厚木座間参加で、４クラブエリアに

エリア56ー 熱海湯河原参加で、４クラブエリアに



Division E - “Establishment on Mission” 



Division F - “Fueling for Explosion”

現状維持しつつ5クラブエリアに再編し、将来6エリアに増えて行く準備

エリア61ー 京都地区を中心に

エリア62ー 京阪＋南海＋近鉄 ただし大阪サンシャインはバランスのため62に

エリア63ー 新大阪エリア

エリア64ー 西宮・宝塚・芦屋

エリア65ー 神戸・明石・鳥取



Division F - “Fueling for Explosion”



Division G - “Growing firmly”

岡山のゴアジャパンに牽引され、岡山で１エリア誕生。広島でも１クラブ増加で、
四国１岡山１広島２エリア。

エリア71ー 四国５クラブ

エリア72ー 岡山

エリア73ー 広島

エリア74 ー 広島



Division G - “Growing firmly”



Division H - “Holistic Alignment”

沖縄の成長を福岡空港に近い博多地区で協働。全体的なバランスを考慮。

エリア81ー 北九州、下関、九州北部

エリア82ー 博多＋沖縄

エリア83ー 長崎、太宰府、久留米

エリア84ー 南九州



Division H - “Holistic Alignment”



Division I - “Increase Area on Growth”

成長に伴い、川崎・武蔵小杉地区で、エリア増。

エリア91ー 渋谷区（新宿・渋谷）エリア

エリア92ー 現状維持 目黒・五反田エリア

エリア93ー 品川・大井町・自由が丘エリアで再編

エリア94ー 現状維持 武蔵小杉・溝の口・多摩川エリア

エリア95 ー 蒲田・川崎エリア ＋ Avant

エリア96 ー 武蔵小杉・日吉・川崎周辺



Division I - “Increase Area on Growth”



Division J - “Jumping toward future”

現状最小のエリア構成だが、今後毎年クラブを増加し、将来に向けた基盤を作る

エリア101ー 現状維持＋１Prospective

エリア102ー 現状維持＋ことのは

エリア103ー 現状維持＋岡崎



Division J - “Jumping toward future”



Challenges for the next term, 2021-2022

▸ Increase Division up to 12?
§ Chiba-rakiE(BGA/�1DivisionF
§ Tokyo realignment E;#.'�$<8F

▸ Where to divide in the future? Tama-River?  E195%&HF
▸ 2 District Contest Semi-Finals with 6 Divisions?

E����� �0���������� �����

�������7CF

▸ 2 CGDs?  2 PQDs? E%&
+���CGD2*�PQD2*?F

▸ Division Name Reordering?E����� *@:? A-F�
K54�Y=>�N*)3�O2D�Peace!,-�Q"6	�F



Appendix: Questions
Against 1st proposal



Against 1st proposal



Against 1st proposal



Against 2nd proposal


