Letter from District 76, January
District 76 便り 1 月号
Contents/目次
■ Message from Program Quality Director/教育担当ディレクターからのメッセージ)
■ Division Speech contest schedule / ディビジョンコンテストの日程
■ Announcement of upcoming online-seminars/オンラインセミナーのご案内
■ Announcement from alignment committee/アライメント委員会からのおしらせ
■ Announcement of recorded online-seminars/オンラインセミナー録画版公開のご案内

■ Message from Program Quality Director/教育担当ディレクターからのメッセージ)
When the introduction date of Pathways in District 76 comes to April 24 (US West Coast time), the
International Headquarters contacted us. An e-mail will be delivered to everyone from the
International Headquarters on this day. The mail seems to have a link to start Pathways.
So if you are a member of Toastmasters, anyone can start it as soon as the first program because
of that is free. Since the program of Pathways is in the site of the international headquarters, the
preparation which can be done now is to access the site of international headquarters
https://www.toastmasters.org/pathways-overview right now, and "When Please press the "can I
start?" button and check your introduction date with your own eyes. Our turn is "Rollout 7: Regions
4 and 13".
At this time, you are asked for "Log In". If you have never logged in, you can also start the
procedure simply by clicking "Forget password?" Please try it.
From now on, everyone in Pathways Guide will visit your club. In District 76, we will proceed with
the introduction of Pathways with 46 members of Pathways Guide and Pathways Trio consisting of
Bunzo Suzuki, Sumiko Futana and me, who supports the guides.
ディストリクト 76 の Pathways 導入日が 4 月 24 日（米国西海岸時間）になると国際本部より連
絡がありました。予定では、この日にみなさんのところに国際本部から 1 通のメールが届きます。
そのメールには Pathways を始めるためのリンクがついているそうです。
そこでトーストマスターズの会員であれば、誰でも最初のプログラムは無料ですからすぐに始めら
れます。Pathways のプログラムは国際本部のサイトの中にあるので、今出来る準備は、国際本部
のサイト https://www.toastmasters.org/pathways-overview に今すぐアクセスして、画面の真ん中
にある「When can I start?」のボタンを押してご自分の目で、Pathways 導入日をご確認ください。
私たちの順番は「Rollout 7: Regions 4 and 13」です。
この時に、みなさんは「Log In」を求められます。もし Log In をしたことがない方も「Forget

password?」をクリックするだけで簡単に手続きが始められます。ぜひやってみてください。
これから Pathways Guide のみなさんが、みなさんのクラブを訪問します。ディストリクト 76 で
は 46 名の Pathways Guide のみなさんと、ガイドのみなさんをサポートする鈴木文三さん、二名
澄子さんと私から成る Pathways Trio で Pathways の導入を進めてまいります。
(▲トップへ戻る/Return to the top)
■ Division Speech contest schedule / ディビジョンコンテストの日程
Division A

4/21（Sat）Westa Kawagoe / ウエスタ川越

Division B

4/7 (Sat) Bunka-kaikan Tadukuri / 調布市文化会館たづくり

Division C

4/15（Sun）Tokyo Work Center / 東京しごとセンター@飯田橋

Division D

4/14（Sat）Green Palace / 江戸川グリーンパレス

Division E

4/15（Sun）Kawasaki Lifelong Learning Foundation / 川崎市生涯学習プラザ

Division F

4/15 (Sun) Osaka Prefectural Labor Center / エル大阪＠天満橋

Division G

4/1（Sun）Nishikawa-Aipulaza / 岡山西川アイプラザ

Division H

4/15（Sun）Kumamoto prefectural Exchange Center Palea / くまもと県民交流

館パレア
(▲トップへ戻る/Return to the top)
■ Announcement of upcoming online-seminars/オンラインセミナーのご案内
（Title)：Zubolars: How to conduct HPL (High Performance Leadership) Program (Language :
Japanese）
Did you already try HPL (High Performance Leadership) program? High Performance Leadership
(HPL) is designed to give leaders a chance to put into practice leadership skills. This project is one
of the requirements for the Advanced Leader Silver (ALS) award.
This online seminar introduces High Performance Leadership program. Members who recently
completed HPL will show actual examples how to conduct HPL inside and outside of Toastmasters
activity.
Your daily experiences become the project of HPLP. Why don’t you try it?
Registration: https://attendee.gotowebinar.com/register/808268978125410563
2/11 (日)

7:00 - 8:00

「ずぼらーず せっかくだからめざそう DTM HPLP(High Performance Leadership Program)にト
ライしよう！」

HPL(High Performance Leadership)はご存知でしょうか？
リーダーシップのために必要なスキルを実践する機会を得るプログラム。 ALS 取得のための要件
でもあります。
今回のオンラインセミナーでは、HPL のご紹介、そして最近 HPL を取得された方に、トーストマ
スターズ内、トーストマスターズ外の活動を含めた事例紹介をお願いします。
HPL は難しいものだと思っていませんか？是非、やってみましょう。
なお今回のプログラムは日本語のみです。
登録はこちらから

：

https://attendee.gotowebinar.com/register/808268978125410563

(▲トップへ戻る/Return to the top)
■ Announcement from alignment committee/アライメント委員会からのおしらせ
Districts must review and amend, if necessary, its alignment of the clubs, areas and divisions once
each year. As already reported in DCM1, we formed an alignment committee to consider a plan
that services the clubs in the most effective way possible and meets the requirements for the next
Toastmasters year.
In February, we will announce the first draft and conduct online survey.
The schedule is as follows.
Your understanding and cooperation are greatly appreciated
ディストリクトは、毎年１度、必要に応じて、エリア、ディビジョンのアライメントを見直すこと
が必要とされています。DCM にてご報告しました通り、更なるクラブ支援のため、アライメント
委員会を結成し、現在次年度のアライメントを検討しています。
２月に入りましたら第 1 次案の発表、及び最初のオンラインサーベイを行います。
全体の検討スケジュールについては以下となります。
皆様のご協力をよろしくお願い致します。

(▲トップへ戻る/Return to the top)
■ Announcement of recorded online-seminars/オンラインセミナー録画版公開のご案内
The recorded online-seminars (July to January) are uploaded at the following URL. Please refer
them.
http://district76.org/en/ols/
以下の URL にオンラインセミナー（7 月～1 月分）の録画版を公開しています。是非ご覧くださ
い。
http://district76.org/ja/ols/
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