
District 76

Minutes of the 2017-2018 District Council Meeting (DCM) #1

2017-2018年度 ディストリクト76 第1回評議会　議事録

日　時 ：Saturday, November 4th, 2017 ２０１７年１１月４日（土）

場　所 ：Nikkei Hall 日経ホール

出席者 ：■　ディストリクト役員（執行部） 8

ディストリクトディレクター 北村　恭子 前期ディストリクトディレクター 二名　澄子

教育担当ディレクター 石原　堅 クラブ担当ディレクター 豊嶋　依里 ウェブマスター 向田　マイク

広報マネージャー 中保　篤彦 財務マネージャー 源　京子 総務マネージャー 小原　弘貴

■　ディビジョンディレクター (合計数のみ) 8

■　エリアディレクター (合計数のみ) 34

■　クラブ会長、教育担当副会長及び代理人 (合計数のみ)

ディビジョンA 26 ディビジョンB 39 ディビジョンC 25

ディビジョンD 35 ディビジョンE 43 ディビジョンF 30

ディビジョンG 27 ディビジョンH 19 合計 244

■　ゲスト 6

国際ディレクター デレク ウォン 前期監査委員長 眞山　徳人

議長 藤原　敬行 2018年春季大会委員長 東　公成

ディストリクト第１回評議会検討委員会委員長　　川内　和子 2019年春季大会実行委員長 宮脇　貴英

時　間 議　事 担当者

9:30 開会 ディストリクトディレクター　北村恭子

　ディストリクトディレクター北村が評議会開会を宣言した。

9:31 挨拶 ディストリクトディレクター　北村恭子

　ディストリクトディレクター北村が開会の挨拶をした。

9:33 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　北村恭子

　ディストリクトディレクター北村がディストリクトミッションを確認した。

9:35 来賓挨拶 国際ディレクター デレク ウォン

　国際ディレクター ウォンが来賓挨拶をした。

役割の紹介 ディストリクトディレクター　北村恭子

　ディストリクトディレクター北村が役割を紹介した。

　 1. 議長: 藤原敬行

　 2. マイク係: 佐藤早弥子、筒井紀子

　 3. 撮影係: 江星健太

　 4. 会場係: 丸山恵美、金野多加江

　 5. 計時係: 安井護、板東美紀子

　 6. 信任状受付係長: 浜崎忠雄

　 7. 集計係長: 青井多賀子

　ディストリクトディレクター北村が執行役員を紹介した（各執行役員名は出席者欄を参照）。

9:40 定足数の確認 総務マネージャー　小原弘貴

　総務マネージャー小原が定足数を確認した。クラブの合計数は 184 で、これは会長と教育担当副会長の合計数が 368 を意味し、定足数は 123 となる。

　出席数は188 (最終報告 244）で、定足数が満たされたことを確認した。

9:42 議事運営細則の採択 ディストリクトディレクター　北村恭子

　ディストリクトディレクター北村がディストリクト評議会の議事運営細則を説明した。議事運営細則は採択された。

9:50 協議予定の採択 ディストリクトディレクター　北村恭子

　ディストリクトディレクター北村が評議会の協議予定を発表した。

動議

　エリア64ディレクター大寺が動議を提出した。動議は「全ての報告の後に質疑応答の場を設けること」。

　ディストリクトディレクター北村が動議に関する討議を促し、出席者に音声投票を求めた。

　　賛成：「アイ」と言う 　　反対：「ノー」と言う

　結果は「ノー」多数で、動議は否決された。

　協議予定は採択された。

9:58 任命ディストリクト役員報告 ディストリクトディレクター　北村恭子

　ディストリクトディレクター北村が下記任命ディストリクト役員を報告した（スライド使用）。任命ディストリクト役員は承認された。

 　 1. ディストリクト執行役員 (広報マネージャー、財務マネージャー、総務マネージャー、及びウェブマスター)

　  2. エリアディレクター

  　3. ディストリクト第１回評議会検討委員会

 　 4. 秋季スピーチコンテスト検討委員会

  　5. クラブ成長及びマーケティング委員会

　  6. 広報委員会

  　7. ディストリクト76HP移設委員会

　  8. ディストリクトリーダーシップ委員会

 　 9. ディストリクト編成委員会

 　 10. ディストリクト選挙委員会

 　 11. 監査委員会

 　 12. ディストリクト議長、2018年春季大会委員長及び2019年春季大会委員長

 　 13. 沖縄復興特任大使、ディストリクト便り編集チーム

10:07 2016‐2017年　会計報告 財務マネージャー　源　京子



　財務マネージャー源が下記の通り 2016‐2017 年会計を報告した（スライド使用）。

 　 1. 2016-2017年 繰越（日本円）

 　 2. 収入（日本円）

  　3. 支出（日本円）

　  4. 純利益（日本円）

10:29 2017‐2018年　会計監査報告 前期監査委員長　眞山徳人

　前期監査委員長眞山が下記の通り 2016‐2017 年会計監査を報告した（スライド使用）。監査報告は承認された。

　  1. 目的及び方針

　  2. 監査結果

 　 3. 提言事項

10:40 ディストリクト執行役員報告

ディストリクト目標 ディストリクトディレクター　北村恭子

　ディストリクトディレクター北村が下記の通り2017年のディストリクト目標を報告した（スライド使用）。

  　1. 重要なお知らせ（沖縄のエリアについて）

 　 2. 変革の時（パスウェイズ、秋季大会廃止、新リージョン編成、国際スピーチコンテストのリージョン準決勝）

  　3. 組織編成

教育と研修計画 教育担当ディレクター　石原堅

　教育担当ディレクター石原が下記の通り教育と研修計画を報告した（スライド使用）。

 　 1. パスウェイズ学習の体験

  　2. クラブ役員研修会（2019年のCOT#1を含めて）

 　 3. オンラインセミナー

クラブ成長計画 クラブ担当ディレクター　豊嶋依里

　クラブ担当ディレクター豊嶋が下記の通りクラブ成長計画を報告した（スライド使用）。

　  1. クラブの増加：現状の 182 を 197 へ（8%の増加）。

　  2. クラブ設立の機会

　  3. 知識の伝達（オンラインセミナーとオフラインワークショップ）

広報計画 広報マネージャー　中保篤彦

　広報マネージャー中保が下記の通り広報計画を報告した（スライド使用）。

 　 1. 広報チーム

　  2. 準会員向けマーケティング計画

　  3. 会員向け広報計画

 　 4. サーベイモンキーの利用

11:04 2017‐2018年　予算説明と採択 ディストリクトディレクター　北村恭子

年次予算 財務マネージャー　源京子

　財務マネージャー源が下記の通り2017‐2018年予算を説明した（スライド使用）。

 　 1. 収入（会員権、大会及びスピーチコンテスト）

 　 2. 支出（大会、交通費、マーケティング、教育訓練、スピーチコンテスト、事務諸経費、コミュニケーション及び広報）

質疑応答

討議及び動議

　ディストリクトディレクター北村が動議に関する討議を促した。動議は 「ディストリクトが発表した 2017-2018年度予算を採択する」。

　討議はなし。ディストリクトディレクター北村が出席者に音声投票を求めた。

　　賛成：「アイ」と言う

　　反対：「ノー」と言う

　結果は「アイ」多数で、予算は採択された。

11:37 第一四半期財務報告 財務マネージャー　源京子

　財務マネージャー源が下記の通り第一四半期財務を報告した（スライド使用）。

　  1. 2017-2018年収支報告 （7～9月の運用結果）

  　2. 規則の適用

　  3. 期限の設定

11:40 委員会報告 ディストリクトディレクター　北村恭子

ディストリクト第１回評議会検討委員会 委員長　川内和子

　川内委員長がディストリクト第１回評議会検討委員会に関する活動計画を報告した（スライド使用）。

秋季スピーチコンテスト検討委員会 委員長　教育担当ディレクター　石原堅

　石原委員長が秋季スピーチコンテスト検討委員会に関する2018-2019年からの新基準を報告した（スライド使用）。

2017‐2018年　ディストリクト編成委員会 委員長　クラブ担当ディレクター　豊嶋依里

　豊嶋委員長がディストリクト編成委員会に関する予定を報告した（スライド使用）。

2017‐2018年　ディストリクトリーダーシップ委員会 委員長　前期ディストリクトディレクター　二名澄子

　二名委員長がディストリクトリーダーシップ委員会に関する予定を報告した（スライド使用）。

2018年　春季大会 委員長　東公成

　東委員長が2018年春季大会に関する予定を報告した（スライド使用）。

2019年　春季大会 委員長 前期ディストリクトディレクター 二名澄子

　二名委員長が宮脇実行委員長を紹介し、宮脇委員長が「船堀」で開催の2019年春季大会に関する予定を報告した（スライド使用）。

11:57 新規議案 ディストリクトディレクター　北村恭子

　新規議案無し。

11:58 連絡事項 ディストリクトディレクター　北村恭子

　ディストリクトディレクター北村が下記の通り２点の連絡事項を報告した。

　  1. 第２回ディストリクト評議会：５月１２日（土）午後2:00～5:00（予定）、国立オリンピック記念青少年総合センターにて

  　2. ディストリクトディレクター北村の産休

12:00 閉会 ディストリクトディレクター　北村恭子


