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 Message from District Director/ディストリクトディレクターからのメッセー

ジ 

Dear fellow toastmasters, do you remember what is the goal of 2017-2018, 

which I announced on the first District Letter in July? 

“+5 members” 

If all clubs could add 5 or more new members (net growth), the clubs which have 

more than 30 members would be increased that lead great quality of clubs. Even 

if for small number of members clubs, adding 5 more new members would be 

qualify to become Distinguished Clubs. 

Now, this is the current situation. 

As of 21st of March, 22 clubs have increased more than 5 members! Therefore, 

as you can see the graphs of a figure, the rate of clubs which have 30 or more 

members has been increased with 4 %! 

Currently, 32% of clubs have 30 or more members, which is the maximum rate in 

these two years. Moreover, there are 14 clubs which have increased 4 members 



and 15 clubs which have increased 3 members. I am sure that they will achieve 

our goal +5 members. 

In this term, district 76 is proactive to public relations such that building-up new 

website for non-toastmasters (toastmasters.jp), refreshed district76.org website, 

published advertisement to Google adwords, CNN English, etc… I hope that 

those public relations activities contribute to lead new guests to your clubs. 

 

皆さん、突然ですが、今期の始めにディストリクト便りでお知らせした目標、

覚えていらっしゃいますか？ 

“+５人” 

です。全クラブが５人のメンバーを獲得（純増）することで、３０人以上の会

員を有し、充実した教育環境のクラブの割合を増やしていこう！というもので

す。今、少人数のクラブにとっても、５人純増はディスティングイッシュドク

ラブになれる機会も得られることをお伝えしたと思います。 

さて、３月の地点でどうなっているでしょうか？ 

３月 21 日地点で、22 クラブが 5 人以上のメンバー増加を達成しています。ま

た、図をご覧ください！30 人以上のクラブの割合が 4％増加しています！ 

現在、30 人以上の会員を有するクラブは 32％です。過去 2 年を遡って最大の割

合になってきています。現時点で 4 人純増のクラブも 14 クラブ、3 人純増のク

ラブも 15 クラブとかなり多くのクラブが+5 人の目標を達成しそうです。 

今期、ディストリクト 76 では、トーストマスターズ外部向けの Website( 

toastmasters.jp)の構築、district76.org のWebsite 刷新、Google Adwords、CNN 

English 等への広告掲載など、積極的な広報活動を行っています。これらが皆さ

んのクラブの新入会員増に繋がっていると幸いです。 

 



 

 

(▲Return to the top/トップへ戻る) 

 

 Register Today! 2018 Spring Conference May 11-13/2018 年春季大会 5 月

11 日-13 日 お申し込みはお早めに! 

 

Got your tickets to Spark!? Registration for the Spring Conference has 

started and many Toastmasters have already signed up. If you have not, 

please take a moment to see the website  

http://conf.district76.org/en/2018/ 

and learn about the exciting programs that the conference is offering. The 

discounted price will be available until April 30th. 

The District Conference is an invaluable opportunity for you to connect with 

many people, their passion and the collective intelligence. Please do not 

miss the largest educational program of District 76. The theme of this year's 

conference is "Spark!" Please enjoy the promotional movie: 

http://conf.district76.org/en/2018/


https://youtu.be/cAVITAUhXds 

 

Spark!へのチケットは手に入れられましたでしょうか？春季大会の参加申

込みが始まり、既に多くの皆さんが応募をされています。まだお申し込みで

ない方は、ぜひ大会ウェブサイト 

http://conf.district76.org/ja/2018/ 

をご覧いただき、予定されているエキサイティングなプログラムについて知

っていただきたいと思います。「Spark! Discount」の割引価格も４月末まで

用意されています。 

春季大会は多くの人たちと熱意、そして集合知につながることができる素晴

らしい機会です。ディストリクト 76 最大の教育プログラムをぜひお見逃し

なく。今大会のテーマは Spark! です。プロモーションムービーも完成まし

たのでお楽しみください。 

https://youtu.be/cAVITAUhXds 

 

(▲Return to the top/トップへ戻る) 

 

 Confirmation of COT#2 attendance by March 31th / COT#2 参加登録確認を

3 月 31 日までにお願いします 

 

Please click the link below and confirm the record of your attendance in the 

last COT#2. If you find any correction, please report to Program Quality 

Director. 

http://dashboards.toastmasters.org/Club.aspx?id=76 

下記のリンクをクリックして 先日行われた COT＃2 であなたの出席記録を

確認してください。 修正が見つかった場合は、3 月 31 日までに教育担当デ

ィレクターに連絡してください。 

http://dashboards.toastmasters.org/Club.aspx?id=76 

 

(▲Return to the top/トップへ戻る) 

 

 Updated Pathways rollout information/パスウェイズ導入最新情報 

The rollout date of Pathways in District 76 has changed from April 24 to May 

https://youtu.be/cAVITAUhXds
http://conf.district76.org/ja/2018/
https://youtu.be/cAVITAUhXds
http://dashboards.toastmasters.org/Club.aspx?id=76
http://dashboards.toastmasters.org/Club.aspx?id=76


3rd (US West Coast time), thus new member who will join Toastmaster will 

receive current CC/CL manual if his/her application is submitted to TI by April 

25th. Chief Ambassador Bunzo Suzuki and Chief Guide Sumiko Futana will 

hold a webinar on April 8th. Please join the webinar to get latest information. 

ディストリクト 76 の Pathways 導入日が 4 月 24 日から 5 月 3 日（米国西海

岸時間）に変更されたため、新会員は 4 月 25 日までに国際本部に入会申請

すると、現行の CC / CLマニュアルを受け取ります。 4月 8日に、Chief Guide

の二名さんと Chief Ambassador の鈴木さんが Pathways のオンラインセミ

ナーを開催しますので、みなさん是非参加して Pathways の最新情報を入手

してください。 

 

(▲Return to the top/トップへ戻る) 

 

 Announcement of upcoming online-seminars/オンラインセミナーのご案内 

● April 8th (Sun)/ 4 月 8 日(日) 7:00 am – 8:00 am 

Title : Pathways / パスウェイズ 

Language / 言語 ： Japanese / 日本語 

Registration / 登録はこちらから 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1299120656821380098 

● 4 月 22 日（日）7:00am – 8:00am 

Title :「基礎からのパーラメンタリープロシージャー」 

Presenter：藤原 敬行 

「動議」ってなに？「セカンド」って叫んでいるのはなぜ？ 

クラブ役員選挙や、ディストリクト評議会などで利用される、議事進行

手順（パーラメンタリープロシージャー）を理解し、時間内に適切な議

事を進行する手段を学びましょう。前半にロバーツルールの基礎を学び

ます。後半では、第 2回ディストリクト評議会のアジェンダを見ながら、

具体的な事例で説明をします。ディストリクト評議委員（クラブ会長・

VPE）の皆さん、是非ご参加ください。 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1299120656821380098


Language / 言語 ： Japanese / 日本語 

Registration / 登録はこちらから 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1480192629834514434 

 

(▲Return to the top/トップへ戻る) 

 

 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 March) are uploaded at the following 

URL. Please refer them. 

以下の URL にオンラインセミナー（7 月～３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/ 

 

(▲Return to the top/トップへ戻る) 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1480192629834514434
http://district76.org/ja/ols/

