
District 76

Minutes of the 2016-2017 District Council Meeting (DCM) #1

2016-2017年度 ディストリクト76 第1回評議会　議事録

日　時 ： Sunday, November 13th, 2016 ２０１６年１１月１３日（日）

場　所 ： Middle Hall, 2F, JMS Aster Plaza JMSアステールプラザ　2F 中ホール

出席者 ：■　ディストリクト役員（執行部及びディビジョンディレクター） 15

前期ディストリクトディレクター 東　公成

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 北村　恭子 クラブ担当ディレクター 石原　堅

広報マネージャー 田邉　浩靖 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Aディレクター 熊谷　正二 ディビジョンBディレクター 中保　篤彦 ディビジョンCディレクター 岩佐　和哉

ディビジョンDディレクター 小堀　則之 ディビジョンEディレクター 矢田　敏雄 ディビジョンFディレクター 鈴木　世津

ディビジョンGディレクター 向田マイク ディビジョンHディレクター 西山　洋

■　エリアディレクター (合計数のみ) 40

■　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 28 ディビジョンB 21 ディビジョンC 21

ディビジョンD 20 ディビジョンE 34 ディビジョンF 20

ディビジョンG 35 ディビジョンH 28 合計 207

■　ゲスト 4

前期財務マネージャー 廣田　みどり 前期監査委員長 山口　博之

春季大会委員長 渡邊　久 議長 ロス ダニエル

時　間 議　事 担当者

1:20 開会 ディストリクトディレクター　二名澄子

　ディストリクトディレクター二名が評議会開会を宣言した。

1:21 挨拶 ディストリクトディレクター　二名澄子

　ディストリクトディレクター二名が開会の挨拶をした。

1:23 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　二名澄子

　ディストリクトディレクター二名がディストリクトミッションを確認した。

役割の紹介 ディストリクトディレクター　二名澄子

　ディストリクトディレクター二名が役割を紹介した。

　 1. 議長: ロス ダニエル

 　2. 信任状委員長: 小原弘貴

　 3. マイク係: 本間小百合、山田一孝

　 4. 撮影係: 宮川堅次

　 5. 会場係: 小松誠子、神秀明、鈴木世津

　 6. 計時係: 黒田洋子、木村千恵子

　 7. 集計係長: 小堀則之

　ディストリクトディレクター二名が執行役員を紹介した。

　 1. 教育担当ディレクター: 北村恭子

 　2. クラブ担当ディレクター: 石原堅

 　3. 広報マネージャー: 田邉浩靖

　 4. ディストリクト総務マネージャー: 小原弘貴

　 5. ディストリクト財務マネージャー: 源京子

　 6. 前期ディストリクトディレクター: 東公成

1:25 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172で、これは会長と教育担当副会長の合計数が344を意味し、定足数は115となる。

　出席数は194 (最終報告 207）で、定足数が満たされたことを確認した。

1:27 議事運営細則の採択 ディストリクトディレクター　二名澄子

　ディストリクトディレクター二名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。

1:32 協議予定の採択 ディストリクトディレクター　二名澄子

　ディストリクトディレクター二名が評議会の協議予定を発表した。協議予定は採択された。

1:35 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　二名澄子

　ディストリクトディレクター二名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、財務マネージャー及び総務マネージャー)

　  2. エリアディレクター

  　3. コンテスト検討委員会

 　 4. 教育研修委員会

  　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. ディストリクトリーダーシップ委員会

 　 8. ディストリクト編成委員会

 　 9. ディストリクト選挙委員会

 　 10. 監査委員会

 　 11. ディストリクト議長、2017年春季大会委員長及び秋季大会委員長

1:39 2015‐2016年　会計報告 前期財務マネージャー　廣田みどり

　前期財務マネージャー廣田が下記の通り 2015‐2016 年会計を報告した（スライド使用）。

 　 1. 2015-2016 繰越（日本円）

 　 2. 収入（日本円）

  　3. 支出（日本円）

　  4. 純利益（日本円）

　  5. 差益 ４１０万（日本円）

1:51 2015‐2016年　会計監査報告 前期監査委員長　山口博之

　前期監査委員長山口が下記の通り 2015‐2016 年会計監査を報告した（スライド使用）。

　  1. 監査委員会の委員

　  2. 報告

　  3. 国際本部への提出

 　 4. 提言事項

1:58 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　二名澄子

　ディストリクトディレクター二名が2017年のディストリクト目標 （#2 Widly Important Goal） を報告した（スライド使用）。

教育と研修計画 教育担当ディレクター　北村恭子

　教育担当ディレクター北村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. E-A-R エンジン

 　 2. クラブへの期待

  　3. リーダーへの期待

　  4. クラブ役員研修会

クラブ成長計画 クラブ担当ディレクター　石原堅

　クラブ担当ディレクター石原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. ウェブに基づいた広告

　  2. スメドレー賞受賞 (福生スピーカーズTMCとビッグツリーTMCが達成)

 　 3. トークアップトーストマスターズ

広報計画 広報マネージャー　田邉浩靖

　広報マネージャー田邉が下記の通り広報計画を報告した（スライド使用）。

 　 1. C&L賞

 　 2. トーストマスターズの宣伝とより簡単にクラブを探す方法

2:22 2016‐2017年　予算説明と採択 ディストリクトディレクター　二名澄子

年次予算

　ディストリクトディレクター二名が下記の通り2016‐2017年予算を説明した（スライド使用）。

 　 1. 大会予算

 　 2. スピーチコンテスト予算

 　 3. 教育研修予算

 　 4. マーケティング予算

　  5. 交通費予算

質疑応答

　ディストリクトディレクター二名が出席者に何か質問があるか尋ねた。

討議及び動議

　ディストリクトディレクター二名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 2016-2017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二名が出席者に音声による投票を求めた。

　　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。

2:50 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. 第一四半期収支報告 （7～9月の運用結果）

  　2. ディストリクト収入

　  3. ディストリクト支出

2:58 2017年　秋季スピーチコンテストの検討と採択 委員長　教育担当ディレクター　北村恭子

　教育担当ディレクター北村が下記の通り 2017 年秋季スピーチコンテストの検討内容を報告した（スライド使用）。



　  1. 基本原則

  　2. 検討の経緯

  　3. 検討内容

質疑応答

　教育担当ディレクター北村が出席者に何か質問があるか尋ねた。

動議

　教育担当ディレクター北村が動議を提出した。

　動議は、「2017年秋のスピーチコンテストにおいて、ほら話コンテストをスキップして、ユーモアスピーチコンテストを行う」。

討議 （10分）

　ディストリクトディレクター二名が出席者に討議を促した。

投票用紙による投票

　ディストリクトディレクター二名が出席者に投票用紙による投票を求め、その投票方法を説明した。

  　賛成: ユーモアスピーチコンテスト

  　反対: ほら話コンテスト

3:35 休憩（5分間）

3:40 集計結果報告 ディストリクトディレクター　二名澄子

　ディストリクトディレクター二名が集計結果報告を発表した（スライド使用）。

　　出席者の投票数 230

　　採択に必要な投票数（過半数） 116

　　　賛成 84

　　　反対 146

　　　無効票 0

　結果: 2017年秋はほら話コンテストを行う。

3:42 委員会報告

2016‐2017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　石原堅

　クラブ担当ディレクター石原が下記の通りディストリクト編成委員会を報告した（スライド使用）。

　  1. 目的

 　 2. 予定

  　3. 委員会の委員

3:45 2016‐2017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　東公成

　前期ディストリクトディスレクタ―東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

 　 2. 予定

 　 3. 委員会の委員

3:51 2017年　春季大会 委員長　渡邊久

　2017年春季大会委員長渡邊が下記の通り 2017 年春季大会を報告した（スライド使用）。

　1. テーマ（ファーストタイマー）、何時（5月5日～7日）、何処で（国立オリンピック記念青少年総合センター）

　2. 運営（ディビジョンA）、実行委員長（岡聡）、ゲスト（サリー ニューウェル コーエン）

　3. 時間割

3:55 新規議案 ディストリクトディレクター　二名澄子

　新規議案無し。

3:57 閉会 ディストリクトディレクター　二名澄子


