
 
 

 

 
今年も夏が終わり涼しくなってきました。しかーし、トーストマスターズは秋口にこそ熱いイベントが待っています！秋のコンテストは如何にテーマ

を活かすスピーチをするかを競うコンテストです。今年は、トールテール（ほら吹き）のコンテスト。 

日本各地を勝ち抜いた、ほら吹きの中のほら吹きが一堂に会する瞬間を！広げきった大風呂敷を見事に畳んだ瞬間を！選び抜かれた大ぼら

で、会場が沸く瞬間を！一目その眼に焼き付けに、紅葉染まる秋口の福岡の地に見物に、足を延ばしてみませんか！ 

 

■ 参加者が語る！全国大会の魅力とは！ ■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 全国大会日程 ■ 詳しくは http://www.district76.org/ja/events/conference/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 全国への申し込みは ■ 

クラブ毎の申し込みとなっております。クラブ会長または VPE にお申し出ください。 

●バナーマーチ！ 

全国大会の魅力は何といってもバナーマーチです！スピーチは勿論のこと、これぞ全国大会！ 

と思えるような華やかさは見ているだけでも心が高揚します。自分のクラブが呼ばれる時のドキドキ感、 

ちょっと舞台裏をのぞけば各クラブの代表も出番を待ちながらドキドキしています。 

各クラブで毎回の例会を欠かさず見ているバナーたちが一同に集結するこのバナーマーチは必見です！ 

●大会パーティ！ 
北は北海道、南は沖縄・・・日本全国のトーストマスター達、その中でも選りすぐりのお祭り好き、もとい、 

エンターティナーが集まる大会パーティもまた、圧巻です。毎回、ホストクラブの皆様が、趣向を凝らして 

全国のトーストマスターをお迎えします！恒例となったディビジョン対抗の催し物、そして、さらには、 

日本のトーストマスターズ振興に尽力された皆様への表彰と、大会を重ねる程に進化していく全国大会の 

もう一つのメインイベントを、一目みてみませんか！ 

ほら吹きの全国大会を見に行こう！ 2013 年ディストリクト 76 秋季全国大会 in 福岡

11月 15日（金）＠西鉄イン福岡 
午後 観光ツアー1「電車で行く大宰府」 または 2「福岡街歩き」 

18:30～ ジョニー・ウィ, DTM との教育セッションおよび夕食 

11月 16日（土）＠パピヨン 24 ガスホール 
10:00～  ワークショップ日本語    講師 TM 嶋村真由美 

  ワークショップ英語 講師 TM Satomi Matoba 

11:10～  ワークショップ日本語 講師 TM 伊藤 納 

  ワークショップ英語 講師 Past District 76 Governor Bunzo Suzuki 

午後  クラブバナーマーチと開会挨拶 

  基調講演    2006-2007年度国際会長 Johnny Uy, DTM 

  日本語ほらふきコンテスト 

18:00～  歓迎パーティ 

11月 17日（日）＠パピヨン 24 ガスホール 
9:00～  教育セッション 2006-2007年度国際会長 Johnny Uy, DTM 

  英語ほらふきコンテスト 

  表彰 

  閉会 



 

 

全国大会では、全国レベルのスピーチを聞けるのはもちろんですが、トーストマスター個人としてのスピーチ能力の研鑽に必要なものは？組織

作りとはどういうものなのか？リーダーシップとは何か？という命題に対しての様々なアプローチが、魅力的な講師をお迎えしてのワークショップに

て行われます。今年のワークショップもまさに必見です！皆様の奮ってのご参加、お待ちしております！ 

■ ワークショップの日程・概要ワークショップの日程・概要ワークショップの日程・概要ワークショップの日程・概要 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 講師の皆様から、メッセージが届いています！＞講師の皆様から、メッセージが届いています！＞講師の皆様から、メッセージが届いています！＞講師の皆様から、メッセージが届いています！＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今回の全国大会の基調講演、そして教育セッションの講師を務められる Johnny Uy さんって、一体 

どんな人？」ニュースレター編集部は、そんな日本のトーストマスターの皆様のために、Johnny Uy さん 

についての情報をキャッチしました！ 

 

 

 

 

 

 

■■■■    Johnny Uy さん基調講演と教育セッション日程・概要さん基調講演と教育セッション日程・概要さん基調講演と教育セッション日程・概要さん基調講演と教育セッション日程・概要    ■■■■    

 

 

 

 

 

さあ皆さんも、Johnny Uy さんの、華麗なるスピーチに、聴き入ってみませんか！ 

｢真のコンピテント・コミュニケータ―になるために｢真のコンピテント・コミュニケータ―になるために｢真のコンピテント・コミュニケータ―になるために｢真のコンピテント・コミュニケータ―になるために    

ーーーーCCCCCCCC マニュアルを最大限に学び取る」マニュアルを最大限に学び取る」マニュアルを最大限に学び取る」マニュアルを最大限に学び取る」        

講師講師講師講師    嶋村嶋村嶋村嶋村    真由美真由美真由美真由美        

秋季大会の地元九州開催を 

嬉しく思います。 

向上心旺盛な皆様と過ごす 

時間は大変貴重です。楽しく 

居ながらも互の進化に繋がる 

素晴らしい集い。心より楽しみにしております。 

「人目を惹きつけるクラブ案内のつくり方」「人目を惹きつけるクラブ案内のつくり方」「人目を惹きつけるクラブ案内のつくり方」「人目を惹きつけるクラブ案内のつくり方」    

講師講師講師講師    的場的場的場的場    里美里美里美里美        

一目で行ってみたくなるクラブ 

広告はどうやってできるので 

しょうか。 

キャッチフレーズ、写真、レイ 

アウトなど、広告デザインの 

いろはを学んでみませんか。 

「「「「TMTMTMTM を実生活に生かそう」を実生活に生かそう」を実生活に生かそう」を実生活に生かそう」    

講師講師講師講師    伊藤伊藤伊藤伊藤    納納納納        

猛暑の後、台風や水害等が 

続いていますが、いかが 

お過ごしでしょうか。 

福岡大会で、全国から集ま 

った、志を共にする大勢の 

皆さんとご一緒できるのを楽しみにしています。 

ワークショップのご案内ワークショップのご案内ワークショップのご案内ワークショップのご案内    2013201320132013 年ディストリクト年ディストリクト年ディストリクト年ディストリクト 76767676 秋季全国大会秋季全国大会秋季全国大会秋季全国大会    inininin 福岡福岡福岡福岡    

11111111月月月月16161616日（土）日（土）日（土）日（土）        

11110000:00:00:00:00～～～～11:0011:0011:0011:00 ｢真のコンピテント・コミュニケータ―になるためにーCCマニュアルを最大限に学び取る」 講師 嶋村 真由美 

「人目を惹きつけるクラブ案内のつくり方」 講師 的場 里美 

11:1011:1011:1011:10～～～～12:1012:1012:1012:10    「TMを実生活に生かそう」 講師 伊藤 納 

「より良いリーダーとなるために、ロバーツ議事法が教えること」 講師 鈴木 文三 

「より良いリーダーとなるために、「より良いリーダーとなるために、「より良いリーダーとなるために、「より良いリーダーとなるために、    

ロバーツ議事法が教えること」ロバーツ議事法が教えること」ロバーツ議事法が教えること」ロバーツ議事法が教えること」    

講師講師講師講師    鈴木鈴木鈴木鈴木    文三文三文三文三    

秋季大会で、多くの TM の 

仲間やお客様とお会いし、 

また素晴らしいほら話を聞く 

のを楽しみにしています。 

また、沢山の TM の方々が 

私のワークショップへ参加して下さることを期待していま

す。 

Johnny UyJohnny UyJohnny UyJohnny Uy さん基調講演のご案内さん基調講演のご案内さん基調講演のご案内さん基調講演のご案内    2013201320132013 年ディストリクト年ディストリクト年ディストリクト年ディストリクト 76767676 秋季全国大会秋季全国大会秋季全国大会秋季全国大会    inininin 福岡福岡福岡福岡    

ご家族はアイリーン夫人と 4 人お子様たち、仕事では Pawe Group, Inc の社長兼 CEO、スポーツで

はフィリピンテコンドー選手権で 1983, 1984 年 2 度の銅メダル。1997-98 年のディストリクト 75 ガバ

ナー後、TM インターナショナル役員、副プレジデント、そして 2006-07 年のインターナショナル・プレ

ジデントになられました。ディストリクト 75 スピーチコンテストで 1994, 2013 年と 2 度優勝、国際大会

セミファイナルでそれぞれ 3 位、2 位を獲得！ 

11111111月月月月15151515日（金）日（金）日（金）日（金）    18:3018:3018:3018:30～～～～19:1519:1519:1519:15    教育セッション教育セッション教育セッション教育セッション  SuperSuperSuperSuper----Marketing Toastmasters Marketing Toastmasters Marketing Toastmasters Marketing Toastmasters     

11111111月月月月16161616日（土）日（土）日（土）日（土）    ＰＭＰＭＰＭＰＭ        基調講演基調講演基調講演基調講演        From good From good From good From good ・・・・・・・・・・・・To GreatTo GreatTo GreatTo Great・・・・・・・・・・・・To Simply Amazing ! To Simply Amazing ! To Simply Amazing ! To Simply Amazing !     

11111111月月月月17171717日（日）日（日）日（日）日（日）    ＡＭＡＭＡＭＡＭ        教育セッション教育セッション教育セッション教育セッション    Life's Little Leadership LessonsLife's Little Leadership LessonsLife's Little Leadership LessonsLife's Little Leadership Lessons    



福岡は「旨いもの」の宝庫です。

福岡といえば魚、ラーメン、うどん、焼き鳥、水炊き、もつ鍋など旨い店が

たくさんありますが、その中でも特に地元メンバーがおすすめするお店をご紹介致します！

■■■■ 地元メンバーがすすめる地元メンバーがすすめる地元メンバーがすすめる地元メンバーがすすめる！！！！魅力のグルメ魅力のグルメ魅力のグルメ魅力のグルメととととはははは！！！！■■■■

①①①①おおおおきよきよきよきよ食堂（魚、定食）食堂（魚、定食）食堂（魚、定食）食堂（魚、定食）：日曜以外は早朝営業！

http://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40000036/

②元祖②元祖②元祖②元祖長浜屋（ラーメン）長浜屋（ラーメン）長浜屋（ラーメン）長浜屋（ラーメン）：早朝営業！！

http://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40006844/

③み③み③み③みやけうどん（うどん）やけうどん（うどん）やけうどん（うどん）やけうどん（うどん）：日曜定休

http://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400106/40003615/

④か④か④か④かわわわわ屋（焼き鳥）屋（焼き鳥）屋（焼き鳥）屋（焼き鳥）：日曜定休

http://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40023227/

⑤⑤⑤⑤長野長野長野長野（水炊き）（水炊き）（水炊き）（水炊き）：日曜定休

http://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400102/40000010/

⑥⑥⑥⑥楽楽楽楽天地天地天地天地（もつ鍋）（もつ鍋）（もつ鍋）（もつ鍋）：

http://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400103/40001085/

⑦⑦⑦⑦若竹若竹若竹若竹（甘味、京すし）（甘味、京すし）（甘味、京すし）（甘味、京すし）：

http://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400102/40019987/

⑧⑧⑧⑧稚稚稚稚加榮（魚介、ランチ）加榮（魚介、ランチ）加榮（魚介、ランチ）加榮（魚介、ランチ）：

http://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40000023/

福岡にうまいものあり！見所あり！～名所案内～福岡にうまいものあり！見所あり！～名所案内～福岡にうまいものあり！見所あり！～名所案内～福岡にうまいものあり！見所あり！～名所案内～

■■■■ 地元メンバーがすすめる地元メンバーがすすめる地元メンバーがすすめる地元メンバーがすすめる！！！！見所とは見所とは見所とは見所とは！！！！■■■■

（（（（AAAA））））大濠大濠大濠大濠公園と福岡城址公園と福岡城址公園と福岡城址公園と福岡城址

美しい大濠公園の池の周りと

黒田官兵衛ゆかりの福岡城址を散策

（（（（BBBB）櫛田）櫛田）櫛田）櫛田神社と博多町屋ふるさと館神社と博多町屋ふるさと館神社と博多町屋ふるさと館神社と博多町屋ふるさと館

博多の総鎮守櫛田神社と博多の暮らし文化を知る

博多町屋ふるさと館

（（（（CCCC）秋季）秋季）秋季）秋季大会ツアーでの観光地めぐり大会ツアーでの観光地めぐり大会ツアーでの観光地めぐり大会ツアーでの観光地めぐり

秋季大会Webサイトをご覧ください。

http://www.district76.org/ja/events/conference/

❶❶❶❶

❷❷❷❷

❸❸❸❸

❺❺❺❺

❻❻❻❻

❼❼❼❼

❽❽❽❽

❹❹❹❹

（（（（AAAA））））

（（（（BBBB））））

いざ福岡！～交通のご案内～いざ福岡！～交通のご案内～いざ福岡！～交通のご案内～いざ福岡！～交通のご案内～

コンテスト会場




