
District 76

2020-2021年度 ディストリクト76 第2回評議会　議事録

Date:

Venue: Zoom (Online)+Fukurashia Yaesu (Tokyo) Zoom (オンライン）+フクラシア八重洲（東京）

Attendees:

 ☆ ディストリクト執行役員及びディビジョンディレクター

前期ディストリクトディレクター マシュー・オンビ

ディストリクトディレクター 大橋　祐介 教育担当ディレクター 吉野　直樹 クラブ担当ディレクター 的場　智美

広報マネージャー クリス・クーパー 財務マネージャー 鈴木　兼四 総務マネージャー 柏木　洋彦

ディビジョンAディレクター 高田　敬久 ディビジョンBディレクター 岸上　友香 ディビジョンCディレクター 岸　大介

ディビジョンDディレクター 田中　真幸 ディビジョンEディレクター テイ　クアンチュン ディビジョンFディレクター 内田　勇輝

ディビジョンGディレクター 山根　阿樹 ディビジョンHディレクター 前川　智子 ディビジョンIディレクター 松本　真紀

ディビジョンJディレクター 伊藤　貴志

☆ エリアディレクター (合計数のみ) 40

☆ クラブ会長, 教育担当副会長( 合計数のみ) Total: 179

ディビジョン A 16 ディビジョン B 16 ディビジョン C 18

ディビジョン D 28 ディビジョン E 29 ディビジョン F 21

ディビジョン G 18 ディビジョン H 13 ディビジョン I 13

ディビジョン J 7

☆ 特任ディストリクトリーダー

ITディレクター 酒井 一樹 ディストリクトパーラメンタリアン ダニエル・ロス オンラインロジスティクスマネージャー 瀧口　仙子

ウェブマスター 浜野 卓二 総合広告宣伝マネージャー 土井 改太 グローバルリエゾンマネージャー栗崎　由子

エバンジェリスト 翻野　喜餅 クラブエクステンションチェア 内藤　一郎 クラブクォリティチェア 藤本　多恵

クラブリテンションチェア 柴田　登子

☆ ゲスト

2020-2021 監査委員会委員長 眞山　徳人 リージョン１４アドバイザー マーシー・ガンスラー 前期総務マネージャー 伊東　雅人

（下線は欠席者）

Minutes of the 2020-2021 District Council Meeting (DCM) Meeting #2

Sunday May 16, 2021 2021年5月16日 (日)
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時間 議事 担当者

13:30 開会 ディストリクトディレクター 大橋　祐介

ディストリクトディレクター大橋が評議会開会を宣言した。

挨拶 ディストリクトディレクター 大橋　祐介

ディストリクトディレクター大橋が開会の挨拶をした。

ディストリクトミッションの確認 ディストリクトディレクター 大橋　祐介

ディストリクトディレクター大橋がディストリクトミッションを確認した。

13:33 定足数の確認 総務マネージャー 柏木　洋彦

13:35 オンライン議事運営細則の確認 総務マネージャー 柏木　洋彦

13:40 協議予定の確認 ディストリクトディレクター 大橋　祐介

ディストリクトディレクター大橋が本会の協議予定を説明した。協議予定は全会一致で承認された。

2020-2021年度 トーストマスターズ日本　トリオレポート

13:45

ディストリクトディレクター 大橋　祐介

13:55

教育担当ディレクレター　吉野　直樹

14:05

クラブ担当ディレクター　的場　智美

14:20 DECからの共有事項の報告 ディストリクトディレクター 大橋　祐介

14:25 休憩

14:35 2021-2022年度クラブ編成案の承認 クラブ編成委員会委員長　的場　智美

14:53 2021-2022年度ディストリクト７６年次総会の開催方法の承認 ディストリクトディレクター 大橋　祐介

ディストリクトディレクター大橋は、質問・異論を受け付けた。質問・異論は無かった。

15:05 休憩

総務マネージャー柏木が定足数の確認をした。 クラブの合計数は221、これにより会長と教育担当副会長の合

計数は442。定足数は148(会長と教育担当副会長の3分の1)。 出席登録数は179。定足数が満たされたことを

確認した。

総務マネージャー柏木が,DD,PQD,CGD,AM,FM,PRMを委員とする議事録承認委員会の提案を含む、ディスト

リクト評議会のオンライン議事運営細則を説明した。本オンライン議事運営細則は全会一致で採択された。

委員長的場が、委員会が作成しDEC#5で承認された2021-2022年度クラブ編成案を報告し、異論・質問を受

け付けた。

教育担当ディレクター吉野が今期の教育活動に関する活動報告を行った。DCPポイントの高さとオンライン活

動の成功及び、メンバー数の減少等を指摘した。

クラブ担当ディレクター的場が今期のメンバー・クラブ増強活動、OPEN HOUSEに関するレポートを行った。

会員数の減少、小規模クラブの増加、クラブ数の増加等を指摘した。

ディストリクトディレクター大橋が今期のディストリクト７６の活動報告を行った。会員更新率の高さ等を指

摘した。

ディストリクトディレクター大橋が、ディストリクトエグゼクティブコミッティで議論されたDistrict 76の将

来について報告した。

エリア36ディレクター・芦屋会長　吉川正彦がクラブ編成案に賛成した上で意見を述べた。京都TMCはバイリ

ンガルクラブであり日本語クラブではないので訂正を求めた。

動議「2021-2022年度クラブ編成案を承認すること。」

投票が実施された。有効投票数187。必要賛成数（過半数）94。賛成票183、反対票４。賛成が過半数を獲得

した。2021-2022年度クラブ編成案は承認された。

投票が実施された。有効投票数185。必要賛成数（過半数）93。賛成票182、反対票3。賛成が過半数を獲得

した。2021-2022年次カンファレンスの開催方法は承認された。

ディストリクトディレクター大橋は、2021-2022年次ディストリクト７６年次総会の開催方法（オンライン開

催。委員長を大橋祐介とし、運営チームは全ディビジョンの混成とする。）について説明した。

動議「2021-2022年度ディストリクト７６年次総会の開催方法：オンライン開催とする。委員長を大橋祐介と

し、運営チームは全ディビジョンの混成とする。」
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15:15 2021-2022年度ディストリクト役員選挙 ディストリクトディレクター 大橋　祐介

ディストリクトリーダーシップ委員会委員長オンビがリーダーシップ委員会の報告をした。

ディストリクトディレクター大橋が、2021-2022年次ディストリクト役員選挙の進行及び規則を説明した。

各役職について立候補者が一人の場合は秘密投票を免除し当選とする旨の動議が、全会一致で承認された。

ディストリクトディレクター大橋が、選挙管理委員会委員を紹介した。

15:23 ディストリクトディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：松本　真紀。フロア候補者はいなかった。

この役職の候補者は一人のみ。松本　真紀がディストリクトディレクターに当選。

15:29 教育担当ディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：クリス・クーパー、岸　大介。フロア候補者はいなかった。

この役職は2名の候補者となり、選挙は投票で実施。

集計報告

出席者の有効投票数 212

選出に必要な投票数（過半数） 107

クリス・クーパー 74

岸　大介 138

結果：岸　大介が教育担当ディレクターに当選。

15:37 クラブ担当ディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：宮脇　貴英、向田　マイク。フロア候補者はいなかった。

この役職は2名の候補者となり、選挙は投票で実施。

集計報告

出席者の有効投票数 209

選出に必要な投票数（過半数） 105

宮脇　貴英 122

向田　マイク 87

結果：宮脇　貴英がクラブ担当ディレクターに当選。

15:48 ディビジョンAディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：寺井　嘉哉。フロア候補者はいなかった。

この役職の候補者は一人のみ。寺井　嘉哉がディビジョンAディレクターに当選。

15:52 ディビジョンBディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：小松　誠子、ジン・スン（孫　錦）。フロア候補者はいなかった。

この役職は2名の候補者となり、選挙は投票で実施。

集計報告

出席者の有効投票数 198

選出に必要な投票数（過半数） 100

小松　誠子 95

スン・ジン 103

結果：スン・ジンがディビジョンBディレクターに当選。

16:03 財務報告 ディストリクトディレクター 大橋　祐介、財務マネージャー　鈴木　兼四

ディストリクトディレクター大橋が本年度の支出が大幅に（65%）削減される見込みであることを報告した。

質問は無かった。会計報告は確認された。

委員長：柏木　洋彦、Div.A：稲垣　朋彦、Div.B：長谷川　雅啓、Div.C：柴田　登子、Div.D：伊藤　和紀、

Div.E：杉田　吉子、Div.F：清水　彰子、Div.G：田村　実、Div.H：賀来　述子、Div.I：石塚　登志夫、

Div.J：鈴木　ゆか

財務マネージャー鈴木が、本年度上半期(2020/7/1-2020/12/31)の財務報告を行った。本年度途中から経費

請求をオンライン化したことを報告した。

ディストリクトディレクター大橋は、財務報告についての質問を受け付けた。

3/4 http://www.district76.org/



16:09 財務監査報告 監査委員会委員長　眞山　徳人

委員長眞山が、本年度上半期(2020/7/1-2020/12/31)の財務報告に対する監査報告を行った。

本年度上半期の財務報告に、不正及び誤りがなかったことを報告した。

異論・質問は無かった。監査報告は適正である旨承認された。

16:15 ディストリクト７６再構成委員会報告 ディストリクト７６再構成委員会委員長　大橋　祐介

16:22 休憩

16:26 ディビジョンCディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：荒木　麻衣。フロア候補者はいなかった。

この役職の候補者は一人のみ。荒木　麻衣がディビジョンCディレクターに当選。

16:29 ディビジョンDディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：稲葉　一晃。フロア候補者はいなかった。

この役職の候補者は一人のみ。稲葉　一晃がディビジョンDディレクターに当選。

16:32 ディビジョンEディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：飯岡　一馬、渡辺　真史

この役職は2名の候補者となり、選挙は投票で実施。

集計報告

出席者の有効投票数 191

選出に必要な投票数（過半数） 96

飯岡　一馬 92

渡辺　真史 99

結果：渡辺　真史がディビジョンEディレクターに当選。

16:42 ディビジョンFディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：吉川  正彦。フロア候補者はいなかった。

この役職は候補者は一人のみ。吉川  正彦がディビジョンFディレクターに当選。

16:45 ディビジョンGディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：松本  久美子。フロア候補者はいなかった。

この役職の候補者は一人のみ。松本  久美子がディビジョンGディレクターに当選。

16:48 ディビジョンHディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：酒井  治美。フロア候補者はいなかった。

この役職の候補者は一人のみ。酒井  治美がディビジョンHディレクターに当選。

16:52 ディビジョンIディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：矢野  誠恭。フロア候補者はいなかった。

この役職の候補者は一人のみ。矢野  誠恭がディビジョンIディレクターに当選。

16:56 ディビジョンJディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：伊藤  貴志。フロア候補者はいなかった。

この役職の候補者は一人のみ。伊藤  貴志がディビジョンJディレクターに当選。

17:01 新規議案 ディストリクトディレクター 大橋　祐介

新規議案を受け付けたが、新規議案は提案されなかった。

17:05 次期ディストリクトディレクター挨拶 次期ディストリクトディレクター　松本　真紀

次期ディストリクトディレクター松本が挨拶をした。

17:07 閉会

ディストリクトディレクター大橋は、トリオの選挙スピーチは英語で行うべきではないかとの質問を受け付け

た。ディストリクトディレクター大橋は、そのようなルールは存在しないが、必要な場合は動議をあげること

ができると回答した。

委員長大橋は、ディストリクト７６の再構成について、来期DCM#2を目途として本格的に検討を行うべきこ

とを報告した。

ディストリクトディレクター大橋は、ディストリクト７６再構成委員会報告についての異論・質問を受け付け

本件報告は後日公開されるかという質問が受け付けられた。ディストリクトディレクター大橋は、本件報告は

後日ウェブで公開されると回答した。

ディストリクトディレクター大橋は、監査報告についての異論・質問を受け付けた。
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