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 Message from Program Quality Director/教育担当ディレクターからのメッセ
ージ
Dear fellow toastmasters, this is Katashi Ishihara, District 76 Program Quality
Director. I think you are enjoying your regular meeting at your club. I also enjoy
preparing for the next meeting for the club I belong to.
As you might know well, our education program is going to be changed.
http://www.district76.org/ja/program/pathways.html
That is Pathways. You do not need to worry about it because it does not change

our meeting format.
The Pathways requests us to be prepared one thing that many of you already
done. Please make sure that you can login at TMI site.
https://www.toastmasters.org/
Most of you will receive at least one free Path when the Pathways rollout in April.
If you have not login the site, please access the site and try to login. You can just
click “Forget Password.”
How can we start the Pathways at the rollout in April? TMI ask each club
to invite the both Pathways Ambassador and Pathways Guide. Each club will
need to hold a time for Pathways introduction in a regular meeting.
D76 will hold a webinar on December 10th. The title is “Preparation for
Pathways (1st part) ” – language : Japanese.
みなさん、こんにちは！ D76 教育担当の石原です。
クラブの例会を楽しんでいらっしゃいますか？ 私も自分の所属するクラブの
次の例会の準備を楽しく進めています。ご存知のように来年 4 月から教育プロ
グラムが変わります。
http://www.district76.org/ja/program/pathways.html
パスウェイズです。でもご心配なく、クラブの例会自体は変わりません。
このパスウェイズで学ぶには、事前にひとつだけ準備が必要です。それはもうみ
なさんの多くは済ませていらっしゃる準備です。
トーストマスターズの国際本部のサイト
https://www.toastmasters.org/
にアクセスして「ログイン」すること。それだけです。4 月の Pathways 開始に
なればほとんどのみなさんは無料で少なくとも 1 つ新しい教材をオンラインで
受け取ることができます。もしログインの手続きがまだの方は、お時間のある時
に https://www.toastmasters.org/ にアクセスしてみて、ログインができるように
してみてください。初めての方は “Forget Password?”をクリックします。
4 月の開始時期になって各クラブで Pathways を始めることになったら、
どのような手順になるでしょうか？まず各クラブはパスウェイズアンバサダー
とパスウェイズガイドの訪問を受けるようにと国際本部から指示されています。
おそらく例会中に説明の時間の設定が必要になりますので、各クラブでの心算
を今からどうぞよろしくお願いいたします。
12 月 10 日の朝 7 時から Pathways 導入準備（第一部）ということでオ
ンラインセミナーを開催します。別途ご案内メールを各クラブにお送りします。
第 2 日曜日早朝ご参加ください。

 Pathways Guide invitation / Pathways Guide 募集
Dear Toastmasters,
You are invited to apply for a Pathways Guide position in our district! This is a
great opportunity for you to be a part of Toastmasters International history. As a
Pathways Guide, you are eligible to earn credit towards your Distinguished
Toastmaster (DTM) award which may be substituted for one year of district leader
service.
You will partner with an Ambassador to visit up to 10 clubs in our district and
deliver a presentation about the Pathways learning experience. You will also
conduct regularly scheduled virtual support sessions with the vice presidents
education of your assigned clubs and answer their questions.
To ensure you are prepared, you will be given all resources and guidelines you
need to succeed in your role. You will serve a six-month term. Please view the
Pathways Guide Role Description for further details.
Pathways Guide Role Description:
https://www.toastmasters.org/~/media/1F17937A406F49A98923ECCAC123F26
5.ashx
If you are interested in serving in this exciting position, please complete the
Pathways Guide Application.
Pathways Guide Application:
https://www.toastmasters.org/~/media/A6C4E1261793408AAD497584A498F72
9.ashx
Please submit your completed application to me no later than December 6th.
Please let me know if you have any questions. Thank you in advance for your
time and consideration.
Sincerely,
Program Quality Director Katashi Ishihara
tamana_onsen@yahoo.co.jp

 Reports of Fall Conference/秋季大会の報告
The last district fall conference was successfully held on 2 nd-4th of November, at
Otemachi, Tokyo. Total 810 members participated on 3rd and 4th. Thank you very
much for your participation. Furthermore, we are very appreciate many members
who have contributed to hold this conference, especially Conference Chair
Matthew D. Ownby, DTM.
On the top page of district 76 website, you can see the contest results.
http://www.district76.org/en/
ディストリクトとしての最後の秋季大会が、11 月 2 日～4 日、東京・大手町に
て開催されました。11 月 3 日と 4 日でのべ 810 名の会員の皆様にご参加いただ
きました。ご来場いただきありがとうございました。大会委員長のマシュー・D・
オンビーさんをはじめ、大会開催のためにご尽力いただきました皆様に厚くお
礼申し上げます。
コンテストの結果はディストリクト 76 ウェブサイトのトップに掲載していま
す。
http://www.district76.org/ja/

 Reports of District Executive Committee Meeting #3 and District Council
Meeting #1/ 第 3 回ディストリクト執行役員会議および第 1 回ディストリク
ト評議会の報告
The 3rd district executive committee (DEC) meeting and the first district council
meeting (DCM) have been held at fall conference. We adopted 2017-18 district
76 budget and confirmed appointed committee members. The handouts and
materials have been uploaded on district 76 website. Please refer them.
http://www.district76.org/en/organization/DCMDEC/
第 3 回ディストリクト執行役員会議および第 1 回ディストリクト評議会が秋季
大会中に開催されました。ディストリクト 76 の 2017-18 年度予算を採択し、任
命役員の確認を行いました。当日の配布資料および参考資料は、ディストリクト
76 のウェブサイトに掲載しています。ご参照ください。
http://www.district76.org/ja/organization/DCMDEC/

 Progress Reports of Contest Consideration Committee/ コンテスト検討委員
会からの中間報告
Last Fall Conference was a great success with great management. I would like
to once again thank everyone involved in the event.
The announcement that this Fall Conference was the last in 2017 was
announced at 2016 Board meeting briefing held in Washington, D.C. in 2016.
There is a video of that time.
https://www.toastmastersondemand.com/index.php/wed-aug-17/11-00am-etboard-of-director-s-briefing
The moment of presentation is 35 minutes, I think whether it is good to see from
around 34 minutes.
The announcement at the time was to abolish the Fall Conference from
2018. Still, it was confirmed by the International Headquarters that holding of the
district level contest was permitted, District 76 formed the Speech Contest
Consideration Committee mainly for Division Directors, received an
announcement of abolition of the Fall Conference, We had been considering what
options can be taken.
However, one year after the announcement of abolition of the Fall
Conference, in the 2017 Board of Director's Briefing held at Vancouver in 2017,
there is an announcement that the contest of the district level will be held only
once a year. Thus Speech Contest Consideration Committee has to study the
options under the new restriction.
The video of the presentation is this below.
https://www.toastmastersondemand.com/index.php/wed-aug-23/1-00pm-ptboard-of-director-s-briefing
Please take a look from around 41:40.
The fact that the contest of the district level is once a year can have a big
impact on the 2019 Spring Conference. So I invited the 2019 Spring Conference
Chair and the Steering Committee Chair.
With the abolition of the district contest in autumn, opportunities for
holding contests will be largely restricted.

The Contest Consideration Committee will focus on the possession of
contests at the 2019 Spring Conference and will consider possible options.

最後の秋季大会は素晴らしい運営で大成功でした。大会運営に関わられた皆さ
んに改めてお礼を申し上げたいと思います。
この秋季大会を 2017 年をもって最後とするというアナウンスは、2016
年の Washington D.C. で行われた 2016 Board of Director’s Briefing で発表さ
れました。その時の映像がこれです。
https://www.toastmastersondemand.com/index.php/wed-aug-17/11-00am-etboard-of-director-s-briefing
発表の瞬間は 35 分ですが、34 分ぐらいからご覧になられると良いかと思いま
す。
この時の発表は秋季大会を 2018 年から廃止するというものでした。そ
れでもディストリクトレベルのコンテストの開催は許されると国際本部に確認
が と れ た た め 、 デ ィ ス ト リ ク ト 76 で は Speech Contest Consideration
Committee をディビジョンディレクターのみなさんを中心に結成し、秋季大会
廃止のアナウンスを受けて、今後どのようなオプションがとれるか検討してき
ました。
ところが秋季大会廃止のアナウンスから 1 年後、2017 年 Vancouver で
行われた 2017 Board of Director’s Briefing では、更にディストリクトレベルの
コ ン テ ス ト は 年 1 回 と す る と の ア ナ ウ ン ス が あ り 、 Speech Contest
Consideration Committee の検討は更に大きな制約の中で行われることになりま
した。
発表の映像はこれです。
https://www.toastmastersondemand.com/index.php/wed-aug-23/1-00pm-ptboard-of-director-s-briefing
41:40 ぐらいからご覧ください。
ディストリクトレベルのコンテストが年 1 回となったことで、2019 年
の春季大会に大きな影響が出る可能性があります。そこで 2019 年春季大会委員
長と実行委員長にもコミッティに参加していただきました。

秋のディストリクトコンテストがなくなったことで、コンテスト開催の
機会が大幅に制限されることになりました。
コンテスト検討委員会では 2019 年春季大会でのコンテストの持ち方を
中心に、考え得るオプションを考慮して検討をしていきます。

 Announcement of Club Officers Training #2/ 第 2 回役員研修のお知らせ
The second club officers training are scheduled on the following dates and
venues. Please mark your calendar.
第 2 回役員研修が以下の日程・場所にて計画されています。御予定のほどよろ
しくお願いします。
 2/18 Division A :
National Olympic Memorial Youth Center / 国立オリンピック記念青少年
総合センター
https://nyc.niye.go.jp/category/access/
(Another COT#2 will be held at Tohoku University on 2/4. 2/4 に東北大
学でも役員研修会が開かれます )
 1/27 Division B :
Musashifuchu Chamber of Commerce / むさし府中商工会議所
http://www.tama5cci.or.jp/chamber/about/access.html
 1/28 Division C :
National Olympic Memorial Youth Center / 国立オリンピック記念青少年
総合センター
https://nyc.niye.go.jp/category/access/
 2/3 Division D :
Green Palace / グリーンパレス
http://www.green-palace.jp/access/
 2/11 Division E :
Kawasaki Lifelong Learning Foundation / 川崎市生涯学習プラザ
http://www.kpal.or.jp/9_annaizu/911_zaidan_plaza_annai.html
 2/12 Division F :
Takara-Dai-ichi Building / 宝第一ビル
http://www.officepark-net.jp/conference/takara_daiichi/?tab=3

 1/14 Division G :
Chuka-kaikan / 中華会館
http://www.zhonghua-huiguan.com/index.php?mode=about
 2/4 Division H :
University of Kitakyusyu / 北九州市立大学
https://www.kitakyu-u.ac.jp/access/kitagata.html

 Apology for an entry omission of data of Hall of Fame/ Hall of Fame に関する
お詫び
The Communication and Leadership Award Nominating Committee members,
who were to be included among the honorees of the 2017 Hall of Fame, were
inadvertently omitted. As District Director 2016-2017, who was in charge of
organizing this event, Sumiko Futana sincerely regret this oversight.
Further details are at following URL.
http://www.district76.org/ja/global-data/20171130121134864.pdf
本来表彰の対象であるべき「2016 年度 C&L 賞選考委員会」が不注意により受賞
者となっていませんでした。2017 年 Hall of Fame を担当した 2016-2017 ディ
ストリクトディレクターとして、二名澄子はここに遺憾の意を表します。
詳細は以下の URL をご参照ください。
http://www.district76.org/ja/global-data/20171130121134864.pdf

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

12 月 10 日（日）7:00am – 8:00am

Title : Pathways #2
Pathways の紹介を再度オンラインセミナーで行います。
（言語：日本語）
多くの質問をお受けしてみなさんの疑問に答えます。
今回もパネリストにチーフアンバサダーの鈴木文三さんをお迎えしま
す。みなさんのご参加をお待ちしています。
プレゼンター・パネリスト
石原堅（教育担当ディレクター）・鈴木文三（チーフアンバサダー）
参加申し込み
https://attendee.gotowebinar.com/register/5082998661761731074

 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 November) 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～11 月分）の録画版を公開していま
す。是非ご覧ください。
http://www.district76.org/ja/events/2017onlineseminar.html

