
District 76

Minutes of the 2017-2018 District Council Meeting (DCM) #2

2017-2018年度 ディストリクト76 第2回評議会　議事録

日　時 ： Saturday, May 12th, 2018 ２０１８年５月１２日（土）

場　所 ： 417 Seminar Hall, National Olympics Memorial Youth Center 国立オリンピック記念青少年総合センター　セミナーホール 417 

出席者 ：■　ディストリクト執行役員 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) 36

■　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 34 ディビジョンC 28

ディビジョンD 35 ディビジョンE 39 ディビジョンF 31

ディビジョンG 26 ディビジョンH 20 合計 239

■　ゲスト 4

ディストリクト第１回評議会検討委員長 川内　和子 監査委員長 小泉　正道

2019年春季大会実行委員長 宮脇　貴英 パーラメンタリアン 藤原　敬行

時　間 議　事 担当者

午後 2:30 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。

2:31 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。

2:33 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。

2:35 委員会、役割担当者、執行役員の紹介 ディストリクトディレクター　北村　恭子

委員会委員長の紹介

　 1. D76監査委員会委員長：小泉正道

 　2. 選挙管理委員会委員長：加治達也

　 3. 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

　 4. 秋季スピーチコンテスト検討委員会委員長：石原堅

　 5. クラブ編成委員会委員長：豊嶋依里

　 6. ディストリクトリーダーシップ委員会委員長：二名澄子

　 7. 2019年春季大会委員長：二名澄子

役割担当者の紹介

　 1. パーラメンタリアン: 藤原敬行

　 2. マイク係: 田戸岡貴志、筒井紀子

　 3. 撮影係: 岸村和守

　 4. 会場係: 河野芳弘、丸山恵美、高山千晶

　 5. 計時係: 安井護、板東美貴子

　 6. 信任状受付係長: 浜崎忠男

　 7. 集計係長: 田中典子

執行役員の紹介 （各役員氏名は出席者リストを参照）

2:40 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189で、これにより会長と教育担当副会長の合計数は378となる。

　定足数は、その3分の1つまり126。出席数は195（最終合計数239）で、定足数が満たされたことを確認した。

2:42 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。

2:47 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。協議予定は採択された。

2:50 第１回ディストリクト評議会議事録の承認 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第１回ディストリクト評議会議事録を報告した。議事録は承認された。



2:53 2018-2019年度クラブ編成の承認 委員長　クラブ担当ディレクター　豊嶋依里

　委員長クラブ担当ディレクター豊嶋が2018-2019年度クラブ編成を報告した（スライド使用）。

    1. ディストリクト編成委員会

    2. 経過報告

    3. 2018-2019年度クラブ編成

動議

　委員長クラブ担当ディレクター豊嶋による動議　「 2018-2019年度クラブ編成を提案通り承認すること 」。

　動議は可決。

　2018-2019年度のクラブ編成は2018年7月1日より効力を発する。

2:58 財務マネージャー報告／現況 財務マネージャー　源京子

　財務マネージャー源が財務の現況（第三四半期）を報告した（スライド使用）。

　  1. 収入（会員権収入及び2017年秋季大会）

  　2. 支出（ディストリクト支出合計）

　  3. 残高合計、秋季大会収入及び支出合計、コンテスト会計報告

3:03 監査委員会の半期監査報告 監査委員長　小泉正道

　監査委員長小泉が下記の通り半期の監査報告をした（スライド使用）。

　  1. 開催日及び出席した委員の氏名

 　 2. 提言内容

　報告は異論なく承認された。

3:05 ディストリクトリーダーシップ委員会の報告 委員長　前期ディストリクトディレクター　二名澄子

　委員長前期ディストリクトディスレクタ―二名が下記の通りリーダーシップ委員会を報告した（スライド使用）。

  　1. 目的（選挙の対象となる役職へ候補者を推薦）

 　 2. ディストリクトリーダーシップ委員会

 　 3. 推薦候補者名

3:10 10分間の休憩

3:23 2018-2019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　北村　恭子

　ディストリクトディレクター北村が2018-2019年度ディストリクト役員選挙を説明した（スライド使用）。

　 1．選挙手順

　　 (a) 複数投票の場合（投票の仕方と無効票）

     (b) 立候補者が1名のみの場合（動議により投票を免除）

　 2．選挙管理委員会

動議

　ディビジョンBディレクター安井による動議　「 単独立候補者の場合無投票で当選とすること 」。

　動議は可決。

3:36 ディストリクトディレクターの選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　指名委員会の推薦候補者：石原堅

　この役職は単独候補者のみ。石原堅がディストリクトディレクターに当選。

3:38 教育担当ディレクターの選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　指名委員会の推薦候補者：桐山隼人、豊嶋依里

　この役職は２名の候補者となり、選挙は投票で実施。

　(集計中に他の役員の報告）

3:45 秋季大会廃止に伴う実施方法の採択

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

　委員長川内が下記の通り第１回DCM検討委員会を報告した（スライド使用）。

  　1. 本年以降のDCM#1規則

 　 2. 当委員会の推奨事項

質疑応答

動議

　委員長川内による動議　「 ディストリクト76では本委員会がトーストマスターズの関連規則に沿い、ディストリクト76の現状を考慮して作成した

オンライン第１回ディストリクト評議会手続きマニュアルに基づき2018年以降の同評議会を開催する 」。

　動議は可決。

4:01 集計報告／教育担当ディレクター選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　　出席者の投票数 286

　　当選に必要な投票数（過半数） 143

      桐山隼人 118

　　　豊嶋依里 167

　　　無効票 1

　　結果: 豊嶋依里が教育担当ディレクターに当選。



4:03 クラブ担当ディレクターの選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　指名委員会の推薦候補者：青井多賀子

　会場からの推薦候補者：大橋祐介

　この役職は２名の候補者となり、選挙は投票で実施。

　(集計中に他の役員の報告）

4:15 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

　委員長教育担当ディレクター石原が下記の通り秋季スピーチコンテスト検討委員会を報告した（スライド使用）。

  　1. トーストマスターズインターナショナル執行部からの発表

 　 2. 2018-2019策定年度からの新方針

質疑応答

動議

　委員長石原による動議　「 国際本部による秋のディストリクトレベルでのコンテスト中止決定を受けて、ディストリクト76ではコンテスト実施

による教育効果を維持するためディビジョンレベルまで秋のコンテストを実施する。」

　動議は修正動議により修正されるが、その後取り下げられた。

　動議は主動議に差し戻しとなる。

５分間の休憩

　ディストリクトディレクター北村が主動議を再確認　「 ディストリクト76はディビジョンレベルまで秋のコンテストを実施する。 」

　ＴＭロスによる動議　「 本動議を無期限に延期すること 」。

　動議は可決。本動議は無期限に延期された。

5:48 集計報告／クラブ担当ディレクター選挙

　　出席者の投票数 283

　　当選に必要な投票数（過半数） 142

      青井多賀子 97

　　　大橋祐介 186

　　　無効票 0

　　結果: 大橋祐介がクラブ担当ディレクターに当選。

5:50 ディビジョンAディレクターの選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　指名委員会の推薦候補者：稲垣朋彦

　この役職は単独候補者のみ。稲垣朋彦がディビジョンAディレクターに当選。

5:51 ディビジョンBディレクターの選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　指名委員会の推薦候補者：黒田洋子

　この役職は単独候補者のみ。黒田洋子がディビジョンBディレクターに当選。

5:52 ディビジョンCディレクターの選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　指名委員会の推薦候補者：松田行正

　この役職は単独候補者のみ。松田行正がディビジョンCディレクターに当選。

5:53 ディビジョンDディレクターの選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　指名委員会の推薦候補者：広岡義之、臼井良夫

　この役職は２名の候補者となり、選挙は投票で実施。

　(集計中に他の役員の報告）

6:00 ディストリクト執行役員の報告

広報マネージャー報告 広報マネージャー　中保篤彦

　広報マネージャー中保が広報委員会の報告をした（スライド使用）。

   　1. 完了済みの案件

   　2. グーグルアドワーズの報告と効果

   　3. 宣伝効果の調査

6:05 クラブ担当ディレクター報告 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担当委員会の報告をした（スライド使用）。

   　1. チャータークラブ

   　2. プロスペクティブクラブ

   　3. 企業クラブ

   　4. 弱体クラブ

   　5. 弱体地域活性化プログラム

6:08 教育担当ディレクター報告 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委員会の報告をした（スライド使用）。

  　1. パスウェイズ（運用開始スケジュールとパスウェイズガイド）

 　 2. 日曜朝のオンラインセミナー



6:12 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北村が下記の通りディストリクト76の現況報告をした（スライド使用）。 ディストリクトディレクター　北村　恭子

  　1. 2018年5月7日現在の現況

 　 2. 2017-2018年度のゴール

6:14 集計報告／ディビジョンDディレクター選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　　出席者の投票数 263

　　当選に必要な投票数（過半数） 132

　　　廣岡義幸 92

　　　臼井良夫 169

　　　無効票 2

　　結果: 臼井良夫がディビジョンDディレクターに当選

6:16 ディビジョンEディレクターの選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　指名委員会の推薦候補者：丸谷豪

　この役職は単独候補者のみ。丸谷豪がディビジョンEディレクターに当選。

6:17 ディビジョンFディレクターの選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　指名委員会の推薦候補者：翻野喜餅

　この役職は単独候補者のみ。翻野喜餅がディビジョンFディレクターに当選。

6:18 ディビジョンGディレクターの選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　指名委員会の推薦候補者：小林由紀

　この役職は単独候補者のみ。小林由紀がディビジョンGディレクターに当選。

6:19 ディビジョンHディレクターの選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　指名委員会の推薦候補者：古橋徹

　この役職は単独候補者のみ。古橋徹がディビジョンHディレクターに当選。

6:20 ディビジョンIディレクターの選挙 ディストリクトディレクター　北村　恭子

　指名委員会の推薦候補者：山田一孝

　この役職は単独候補者のみ。山田一孝がディビジョンIディレクターに当選。

6:21 委員会報告

2019年春季大会委員会 委員長　前期ディストリクトディレクター 二名澄子

　委員長前期ディストリクトディレクター二名が実行委員長宮脇を紹介。委員長宮脇が2019年春季大会を報告した（スライド使用）。

   　1. ディビジョンＤが運営

   　2. 日程及び会場（船堀）

6:25 新規議案 ディストリクトディレクター　北村　恭子

動議

　エリア37ディレクター安達による動議　「　ディストリクト76は次年度エリアレベルに教育支援を配分する。　」

　その後、エリア37ディレクター安達が本動議を取り下げる動議を提出。

　動議は可決され取り下げられた。

動議

　ＴＭ川内による動議　「　教育担当ディレクターの選挙結果は無効とする。　」

　動議は否決。

動議

　TMロスによる動議　「　ディストリクトは春の大会以外でディビジョンレベルまで一言語につき年一回別のコンテストを行う。その際現在の

スピーチコンテストのローテーションはそのままとする。　」

　動議は否決。

7:03 連絡事項 ディストリクトディレクター　北村　恭子

 1. ディストリクト76第２回評議会議事録承認委員会の発表

 2. 第１回ディストリクト76役員会：6月2日（土）池上会館視聴覚室（東京都）の案内

 3. Spark! パーティーの告知

7:05 閉会 ディストリクトディレクター　北村　恭子


