
Letter from District 76, February 

District 76 便り 2 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 

【Early May is the club officers election day / 5月の初めの例会がクラブ役員選挙日です】 

【Contest Consideration Committee/コンテスト検討委員会】 

■ About club dues that can be transferred to Toastmasters International./ クラブ会費の支払いについて 

■ Next Webinar / オンラインセミナーのお知らせ 

■ 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 

 

【Early May is the club officers election day / 5月の初めの例会がクラブ役員選挙日です】 

 

Would you like to present a wonderful start to the upcoming club officers? 

I am considering one big challenge. That is to hold club officers training in June to have the next club 

officers prepare sufficiently in July and start the term of office. The International Headquarters 

'Agreement sets the club officers' training to be held twice a year, and the first one has to be held from 

June to August. Until now the COT#1 was tend to be late due to preparations. Even now I am a club 

officer, but every time I feel like "Why will I learn what I should know from the beginning since many 

years since the term of office has been over?" And I feel that since the position as the organizer I have 

done it. How wonderful it would be if you knew your role and were able to establish club planning as a 

club officer before the term of office began. I would like to work with you on this big challenge so that 

the next club officers will be able to start work comfortably. 

There is something absolutely necessary for that. 

That means that everyone of the next club officers has been elected by June. The international 

headquarters' guidelines are to have the elections held at the first regular meeting in May. You must 

busy for contests but by all means everyone please prepare your club officers election. 

 

次期クラブ役員の方に素晴らしいスタートをプレゼントしませんか？ 

ひとつの大きなチャレンジを考えています。それは、次期クラブ役員のみなさんに 7 月から十分に準備して任期をはじめてもらうため

に、クラブ役員研修会を 6月に開催するというものです。国際本部の規約では年に 2 回開催されるクラブ役員研修会の第 1回

の開催時期を6月〜8月と定めています。これまでどうしても準備の関係で開催時期は遅くなりがちでした。私も今もクラブ役員で

すが、毎回「どうして任期が始まってからずいぶん経ってから本来ならはじめから知っておくべき内容を教わるのだろう。」と主催者とし

ての立場になってからもずっと感じてきました。自分の役割を知り、クラブ役員としてクラブの計画を任期が始まる前に立てることが



出来たらどんなに素晴らしいことでしょう。次期クラブ役員のみなさんが気持ちよく仕事が始められるように、この大きなチャレンジに

みなさんといっしょに取り組みたいと考えています。 

それにはどうしても必要なことがあります。 

それは、6月までに次期クラブ役員のみなさんが選出されているということです。国際本部のガイドラインは5月のはじめの例会で選

挙を行うようにとあります。これをどのクラブでも行えるように、クラブコンテスト真っ盛りではありますが、是非みなさん今から準備をお

願いいたします。 

 

【Contest Consideration Committee/コンテスト検討委員会】 

 

After receiving notification from the International Headquarters that the cancelation of District level 

Contest from next autumn, the Contest Consideration Committee repeated discussions on the 

discussion and drew a solution to the way of holding the contest next year. 

The Contest Consideration Committee proposes to do the next autumn contest to the division level. We 

also propose to make a decision to select the best in Japan to a new initiative to follow the video 

selection next year and to select Japan's best. 

We will organize an online briefing session to tell you the details, so please do not hesitate to contact us. 

国際本部から秋のディストリクトコンテスト中止の通達を受けた後、コンテスト検討委員会は議論に議論を重ね、来年のコンテスト

の持ち方にひとつの解を導き出しました。 

コンテスト検討委員会は、来年の秋のコンテストをディビジョンレベルまで行うことを提案いたします。また、日本一を決定するための

決定戦を、国際本部が来年から導入するビデオによる選定（クオーターファイナル）に倣い、日本一をビデオによる決定戦で決め

るという新しい取り組みにつなげることも合わせて提案いたします。 

詳細をお伝えするオンラインでの説明会を企画いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

(▲トップへ戻る/Return to the top) 

 

■ About club dues that can be transferred to Toastmasters International./ クラブ会費の支払いについて 

 

1) Toastmasters International sent e-mail announcement about club due renewals as of February 12. 

Please refer the e-mail for details. 

2) Club dues are required to be paid by April 1. We expect problems connecting to the site due to 

congested network when deadline is approaching. We advise club officers to submit dues early. 

3) The minimum renewal requirement is eight members - three of who must be renewing members 

from the previous period. We advise to transfer dues at the timing when first eight members are 

available to pay. 

4) Before renewal procedure, please make sure that club officers can successfully logon to Club Central. 

 

1）2 月 12 日時点で、Toastmasters International より会費支払い開始のアナウンスがメールにて送付されています。送

付されたメールをご確認ください。 



2）納入期限は 4 月 1 日です。期限に近づくと国際本部へ一 斉に納入するクラブが増え、アクセスし難い状態になります。 早

めの納入をお勧めします。 

3） 最低の更新要件は 8 人の Due 更新がなされており、そ のうちの最低 3 人は前会費更新期間のメンバーであることです。

最 初の 8名分会費を集めたらまず一度納入されることをお勧めします 。 

4）会費支払いに先立ち、クラブ役員が Club Central にログインできることを必ず確認してください。 

 

http://reports.toastmasters.org/reports/dprReports.cfm?r=15&d=76 

Congratulations! The below clubs are good standing who transferred club dues. / おめでとうございます。以

下のクラブは 8人以上の会費納入済で、Good standing となったクラブです。(As of February 27) 

Aki Toastmasters Club 

Ashikaga Toastmasters Club 

Ashiya 

Atsugi-Zama Toastmasters Club 

Cosmos Toastmasters Club 

East-Kobe Club 

Eight Princes Toastmasters Club 

Fukuoka Toastmasters Club 

Fussa Speakers Toastmasters Club 

Gunma Toastmasters Club 

Itami Toastmasters Club 

J&J Japan 1 

J&J Japan 2 

Kansai Club 

Kasugai Club 

Kawasaki Toastmasters Club 

Kobe Toastmasters Club 

Kochi Toastmasters Club 

Musashi-Urawa 

Nagasaki Toastmasters Club 

Naniwa Toastmasters Club 

Nihonbashi Century Toastmasters Club 

Osaka Sakai Toastmasters Club 

Senri Toastmasters Club 

Shimonoseki Toastmasters Club 

Shonan Toastmasters Club 

Speak-up Toastmasters Club 

Takamatsu Toastmasters Club 

The Champions Toastmasters Club 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Freports.toastmasters.org%2Freports%2FdprReports.cfm%3Fr%3D15%26d%3D76&h=ATPY-GvEWGtOCI7USZ71LdtPk9AJbPGzK5DcU9y-E3-OuFp-Ax1wUGHqbx0c6LAD9Bqf784PSc8s4zzxeXL6BXb_sdFhQfqtc0qyaw


Tokai Club 

Tokyo Ronpyou Toastmasters Club 

Tokyo Toastmasters Club 

Yokohama Toastmasters Club 
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■ Next Webinar / オンラインセミナーのお知らせ 

 

March 11th (Sun) 7:00am -8:30am / 3月 11日（日）7:00am -8:30am 

Title："あのクラブは今…！？ みんなで考えるクラブ運営 〜トースト界初！子育て層をターゲットにしたクラブ発足からの 3 年

半を振り返って〜" 

Language: Japanese 

Registration / ご登録はこちらから : https://attendee.gotowebinar.com/register/5458091558012733187 

 

(▲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 February) 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〜2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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