
District 76

2021-2022年度 ディストリクト76 第2回評議会　議事録

Date:

Venue: Zoom (Online) + TH Building (Shinjuku, Tokyo) Zoom (オンライン） + THビル（東京都新宿）

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 大橋　祐介

ディストリクトディレクター 松本　真紀 教育担当ディレクター 岸　大介 クラブ担当ディレクター 宮脇　貴英

広報マネージャー 内田　勇輝 財務マネージャー 瀧口　仙子 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 寺井　嘉哉 ディビジョンBディレクター 孫　錦 ディビジョンCディレクター 荒木　麻衣

ディビジョンDディレクター 稲葉　一晃 ディビジョンEディレクター 渡辺　真史 ディビジョンFディレクター 吉川　正彦

ディビジョンGディレクター 松本　久美子 ディビジョンHディレクター 酒井　治美 ディビジョンIディレクター 矢野　正恭

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) 29

☆ クラブ会長, 教育担当副会長( 合計数のみ) Total: 211

ディビジョン A 25 ディビジョン B 27 ディビジョン C 22

ディビジョン D 29 ディビジョン E 29 ディビジョン F 28

ディビジョン G 16 ディビジョン H 12 ディビジョン I 17

ディビジョン J 6

☆ 特任ディストリクトリーダー

ディストリクトパーラメンタリアン ダニエル・ロス

☆ ゲスト / 特別サポータ

IT サポータ 田中　真幸 グローバルリエゾンチーム　リーダー 栗崎　由子 選挙管理委員長 樋口　泰伸

会計監査委員会委員長 山口　博久 計時係 大杉　伸行

Minutes of the 2021-2022 District Council Meeting (DCM) Meeting #2

Sunday May 15, 2022 2022年5月15日 (日)
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時間 議事 担当者

13:00 開会 ディストリクトディレクター 松本　真紀

ディストリクトディレクター松本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 松本　真紀

ディストリクトディレクター松本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 松本　真紀

ディストリクトディレクター松本がディストリクトミッションを確認した。

13:09 インターナショナル会長より挨拶（録画） インターナショナル会長　マーガレット・ページ

インターナショナル会長ページ氏が、挨拶を行った（録画）。

13:13 運営紹介 ディストリクトディレクター 松本　真紀

13:16 定足数の確認 総務マネージャー 柏木　洋彦

議事及び議事運営細則の採択 ディストリクトディレクター 松本　真紀

13:23 アジェンダの採択 ディストリクトディレクター 松本　真紀

DCM#1議事録の承認 ディストリクトディレクター 松本　真紀

2021-2022年度ディストリクト三役報告

13:30 ディストリクトディレクター報告 ディストリクトディレクター 松本　真紀

13:40 教育担当ディレクター報告 教育担当ディレクター　岸　大介

13:52 クラブ担当ディレクター報告 クラブ担当ディレクター　宮脇　貴英

14:03 2022-2023年度クラブ編成案の採択

14:14 ディストリクト再編計画 ディストリクトディレクター 松本　真紀

14:22 休憩

ディストリクトディレクター松本は、会計監査委員会委員長、選挙管理委員長、グローバルリエゾンチーム

リーダー、エリア及びディビジョンディレクター、シニアオフィサ、ITサポータ、並びに計時係を紹介した。

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。ディストリクトディレクター松本は、異論及び質問を受

け付けた。異論及び質問は無かった。本オンライン議事運営細則は全会一致で採択された。

ディストリクトディレクター松本は本会の協議予定を説明した。ディストリクトディレクター松本は異論及び

質問を受け付けた。異論及び質問は無かった。協議予定は全会一致で承認された。

ディストリクトディレクター松本は、DEC#5で採択された2022-2023年度クラブ編成案について説明し、異

論及び質問を受け付けた。

異論及び質問はなかった。投票が実施された。有効投票数171（最終194）。必要賛成数（過半数）91（最終

98）。賛成票179（最終192）、反対票2。賛成が過半数を獲得した。2022-2023年度クラブ編成案は採択さ

れた。

ディストリクトディレクター松本は、ディストリクト７６における最近の会員数及びクラブ数増加について報

告し、ディストリクト７６の再編計画を説明した。ディストリクトディレクター松本は、質問を受け付けた。

質問はなかった。

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224（最終222）、これにより会長と教育担

当副会長の合計数は448（最終444）。定足数は150（最終148） (会長と教育担当副会長の3分の1)。 出席登

録数は211。定足数が満たされたことを確認した。

ディストリクトディレクター松本は、2021-2022年度のディストリクト施策を振り返ると共に、メンバー残留

率及びクラブ数増加について指摘した。

ディストリクトディレクター松本は、DCM#1議事録案の修正要求を受け付けた。修正要求は無かった。

DCM#1議事録は承認された。

教育担当ディレクター岸は、クラブ活性化プログラム、TLI、及びユーモアスピーチコンテストを含む2021-

2022年度ディストリクト教育施策を振り返り、また、年次総会のスケジュールについて告知した。

クラブ担当ディレクター宮脇は、今期のクラブ・・委員会、クラブ維持委員会、及びクラブ品質委員会の活動

を報告し、それらの業績について紹介した。
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14:36 ディストリクトリーダーシップ委員会報告 前ディストリクトディレクター　大橋　祐介

14:45 2022-2023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 松本　真紀

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選挙

指名委員会の推薦候補者：岸　大介。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。岸　大介がディストリクトディレクターに当選。

教育担当ディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：花田　敬三、宮脇　貴英。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 204

選出に必要な投票数（過半数） 103

クリス・クーパー 37

岸　大介 167

結果：宮脇　貴英が教育担当ディレクターに当選。

クラブ担当ディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：中保　篤彦。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。中保　篤彦がディストリクトディレクターに当選。

ディビジョンＡディレクター選挙

この役職の候補者はいなかった。

ディビジョンＡディレクター選挙は実施されなかった。

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：志熊　宏。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。志熊　宏がディビジョンＢディレクターに当選。

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：大野　国広。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。大野　国広がディビジョンＣディレクターに当選。

ディビジョンＤディレクター選挙

この役職の候補者はいなかった。

ディビジョンＤディレクター選挙は実施されなかった。

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：山田　匡恵。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。山田　匡恵がディビジョンＥディレクターに当選。

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：渡邊　一美。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。渡邊　一美がディビジョンＦディレクターに当選。

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：二井内　由美。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。二井内　由美がディビジョンＧディレクターに当選。

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：中島　由紀子。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。中島　由紀子がディビジョンＨディレクターに当選。

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：織田　大志。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。織田　大志がディビジョンＩディレクターに当選。

ディビジョンＪディレクター選挙

この役職の候補者はいなかった。

ディビジョンＪディレクター選挙は実施されなかった。

ディビジョンＫディレクター選挙

指名委員会の推薦候補者：大友　香果子。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。大友　香果子がディビジョンＫディレクターに当選。

委員長大橋は、ディストリクトリーダーシップ委員会報告を行った。

ディストリクトディレクター松本は、ディストリクト役員選挙の手続き及びルールについて説明した。
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15:35 財務報告 財務マネージャー　瀧口　仙子

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。

15:52 財務監査報告 監査委員会委員長　山口　博久

15:58 広報マネージャー報告 広報マネージャー　内田　勇輝

16:07 委員会活動の紹介

グローバルリエゾンチーム報告 グローバルリエゾンチーム　栗崎　由子

16:15 ディビジョンディレクターメッセージ

ディビジョンGディレクター松本は、ディビジョンＧに関する報告を行った。

ディビジョンHディレクター酒井は、ディビジョンＨに関する報告を行った。

ディビジョンIディレクター矢野は、ディビジョンＩに関する報告を行った。

ディビジョンJディレクター伊藤は、ディビジョンＪに関する報告を行った。

ディビジョンAディレクター寺井は、ディビジョンAに関する報告を行った。

ディビジョンBディレクター孫は、ディビジョンＢに関する報告を行った。

ディビジョンCディレクター荒木は、ディビジョンＣに関する報告を行った。

ディビジョンDディレクター稲葉は、ディビジョンＤに関する報告を行った。

ディビジョンEディレクター渡辺は、ディビジョンＥに関する報告を行った。

前野（会長、大阪堺）は、国際本部からディストリクト７６に割り当てられた予算は、減っているのかを尋ね

た。

財務マネージャー瀧口は、記憶の限りでは、２０１９－２０２０年度予算は２０１７－２０１８年度予算の約

半分であると回答した。財務マネージャー瀧口は、ディストリクト７６に割り当てられる予算は、全会計年度

にディストリクト７６から国際本部に上納した会費の額に依存すると述べた。

前野は、スピーチコンテストに係る出費のように、ディストリクト７６における支出が最近減っていることに

鑑みて、ディストリクト７６は、国際本部に会費の減額を要求することはできるかを尋ねた。

ディストリクトディレクター松本は、ディストリクトレベルのコンテストの会計はディストリクト７６の会計

とは別になっており、ディストリクト７６は、スピーチコンテストの他にマーケティング、レコグニション等

の予算を用いているとコメントした。ディストリクトディレクター松本は、前野に対して、本要求に関して

は、ビジネスセッションで新規動議を挙げるように求めた。

ディビジョンFディレクター吉川は、ディビジョンＦに関する報告を行った。

委員長山口は、本年度上半期(2021/7/1-2021/12/31)の財務監査報告を行った。

委員長山口は、本年度上半期の財務報告には、不正及び誤りが無かったことを報告した。

広報マネージャー内田は、これまでのディストリクトの広報活動を報告し、継続中のプロジェクト及び、今期

残りの期間で行う予定の広報計画を説明した。

グローバルリエゾンチーム栗崎は、過去２年間のグローバルリエゾンチームの活動を総括し、その業績につい

て報告し、グローバルリエゾンチームの次期継続を求めた。

ディストリクトディレクター松本は、財務監査報告に関する質問を受け付けた。質問はなかった。

ディストリクトディレクター松本は、財務報告についての質問を受け付けた。

田島（会長、松戸）は、クラブ活性化プログラムはディストリクト７６のみのものであり、それに関する支出

は下半期に計上されるのかを尋ねた。
財務マネージャー瀧口は、クラブ活性化プログラムはディストリクト７６のみのものであり、それに関する支

出は下半期に計上されると回答した。

財務マネージャー瀧口が、本年度上半期(2021/7/1-2021/12/31)の財務報告と、下半期の支出見込みの報告

を行った。
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16:35 新規議案 ディストリクトディレクター 松本　真紀

ディストリクトディレクター松本は、新規議案を受け付けた。

16:53

ディストリクトディレクター松本は、デュアル会員の会費とは、２つ目以降のクラブに関する会費の意味であ

ると回答した。

山田は、クラブに対する会費と国際本部に対する会費とは、どのように峻別するのかを尋ねた。

ディストリクトディレクター松本は、クラブの会計係が２つのクラブ費をまとめて徴収して適切に管理するこ

とが好ましいと述べた。

ロス（ディストリクトパーラメンタリアン）は、会費の割引の額を具体的に指定した修正動議を上げるように

コントロールすることを、ディストリクトディレクター松本に助言した。）

三好（会長　ICF千葉）は、ディストリクト７６は多額の資金を有しているのであるから、ディストリクト７

６はクラブサポートにその資金を使うべきであると述べた。

ディストリクトディレクター松本は、三好の提案を、ディストリクト７６の来期の執行部に引き継がれる事項

として受け付けた。

前野（会長　堺）は、トーストマスターズインターナショナルの財務情報は公開されているのか尋ねた。

ディストリクトディレクター松本は、トーストマスターズインターナショナルの財務情報は、年次総会におけ

る取締役会議の議事録として、トーストマスターズ国際本部のウェブサイトに公開されていると回答した。

休憩

山崎（会長　ハイタッチ）は、デュアル会員の増加に対応させクラブを活性化するため、デュアル会員の会費

を割り引くことを提案する動議を提出した。

ディストリクトディレクター松本は、「会費」とは国際本部に対する会費かを尋ねた。

山崎は、「会費」とは国際本部に対する会費であると回答した。

ディストリクトディレクター松本は、デュアル会員の会費を割り引くことを提案する動議に同意する者がいる

かを尋ねた。ディストリクトディレクター松本は、同意する者がいることを確認した。

ディストリクトディレクター松本は、本動議に反対する者がいるかを尋ねた。

上平（会長　広島フェニックス）は、デュアル会員の会費の割引はディストリクトで決定できることなのかを

尋ねた。

山崎は、本動議は、デュアル会員の会費の割引をディストリクト７６から世界的に訴える意味であると述べ

た。

DDディストリクトディレクター松本は、本動議は、ディストリクト７６がデュアル会員の会費を割引の提案の

レターを国際本部に提出する動議であるみなす、と述べた。

ディストリクトディレクター松本は、本動議に賛成又は反対の意見があるかを尋ねた。

山田（教育　徳島）は、デュアル会員の会費とは、最初のクラブに関する会費か２つ目以降のクラブに関する

会費のどちらの意味かと質問した。
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17:10

17:22 今期ディストリクトディレクター挨拶 ディストリクトディレクター 松本　真紀

ディストリクトディレクター松本は、挨拶を行った。

17:25 来期選任ディストリクトディレクター挨拶 来期ディストリクトディレクター　岸　大介

来期ディストリクトディレクター岸は、挨拶を行った。

17:28 閉会

ディストリクトディレクター松本は、クラブ会費はクラブ自身で決定できるが、本要求は来期に議論される事

項に含まれうると述べた。

太田は、本要求は、ディストリクト予算を各クラブに分配する提案を含んでいると述べた。

ディストリクトディレクター松本は、クラブからトーストマスターズインターナショナルに支払われた会費は

トーストマスターズインターナショナルにより管理され、その支払われた会費の一部がその後ディストリクト

に再分配されると述べた。ディストリクトディレクター松本は、太田の提案に関する議論もまた、そのような

財務システムの観点から、来期ディストリクト執行部に引き継がれると回答した。

山崎は、減額する金額は、ディストリクト７６の執行部で議論してほしいと述べた。

ディストリクトディレクター松本は、一つの動議には一つの事項のみを含んでいなければならないと回答し、

本動議は、２クラブ目のクラブ会費を減額することを要求するレターをトーストマスターズ国際本部に提出す

る動議であると決定した。

古川（エリア５４ディレクター）は、本動議に賛成であることを述べた上で、減額する金額を議論する作業部

会を組織することを要求する新規動議を上げた。

ディストリクトディレクター松本は、これまでに議論されてきた一連の事項は、来期のディストリクト７６の

執行部に引き継ぐものとし、それら事項は、ＤＥＣ会議にて議論することを提案した。

太田（会長　倉敷）は、ディストリクト７６に、会費に関して最近の円安の影響を議論するよう要求した。

ディストリクトディレクター松本は、出席者に、本動議は２クラブ目のクラブ会費を半額にすることを要求す

るレターをトーストマスターズ国際本部に提出する動議であることでよいかを尋ねた。
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