
Presidents & VPE's - please forward this email to your fellow members. 
会長・教育担当副会長の皆さん、クラブ会員へ転送よろしくお願いします。 

<English follows Japanese> 

 
 

トーストマスターの皆さん、こんにちは。全国大会の大会委員長、東 公成です。 

 

いよいよ来週 3/1(木)には参加申込みができるウェブサイトが公開される予定です。早期申込割引

(Spark!割)の設定もあります。ぜひお楽しみにしていてください！ 

 

今回は、Spark! な大会の特別ゲストをご紹介したいと思います。カナダからお越しいただく DTMの

パット・ジョンソンさんです。 

 

2010-11 年度のトーストマスターズ国際会長として、また後年 Pathways の開発に大いに貢献された

パットさんと交流する機会は、まさに Spark! 体験そのものです。 

 

3 日間の大会のオープニングを飾る企画は 5/11(金) 19 時予定、パットさんとのインタラクティブ・セ

ッション。なぜ Pathways が開発されたのか？私たちになぜ Pathways が必要なのか？ 

Communication と Leadership のこれからを示唆する企画です。 

 

5/12(土) の教育プログラム（午前：Spark! カフェ、午後：トーストマスターズ EXPO）および夜のパーテ

ィーには、パットさんも我々と一緒に参加していただきます。隣の席で意見交換ができるかもしれま

せん！ 

 

5/13(日) には、日英のコンテストの間で基調講演をしていただきます。プロのコーチとして多くのリー

ダーやスピーカーが自分らしさを表現できるようサポートしてきたパットさんならではの知見を共有し

ていただきます。 

 

さて、「全国大会では世界チャンピオンに会いたいな」とお考えのあなた！ご期待ください！パットさ

んはリーダーシップスピーチの世界チャンピオンなのです。 

 

トーストマスターズにおいてリーダーシップの頂点である国際会長選挙を勝ち抜くには、対立候補を

相手にした立会演説会で何度も有権者を説得しなければなりません。その演説会は、ある時はテー

ブルトピックス形式、ある時は準備スピーチ形式です。 

 



パットさんは、その全てを何年にも渡り勝ち抜いてこられた、まさにリーダーシップスピーチの世界チ

ャンピオンなのです。 

 

特別ゲストのパット・ジョンソンさんから多くを学び、Spark!を感じましょう！  

 
Dear Fellow Toastmasters, 

 

I am pleased to announce that the online registration form will be available at the Conference 

Website from Thursday, March 1.  Please check it out and don’t miss the Early Bird Specials 

(Spark! Discount.) 

 

In this letter, I would like to introduce our special guest coming all the way from Canada, DTM Pat 

Johnson. 

 

Pat served as International President of the Toastmasters organization in 2010-11 and later made 

significant contribution to the development of Pathways, Toastmasters' new educational 

program.  It will be a Spark! experience to have her in our Conference.  

 

The first program of the Conference will be an interactive session with her on Friday, May 11, 

starting at 7pm.  We will discuss why “Pathways” had to be developed and why we need it.  We will 

envision the future of Communication and Leadership. 

 

On Saturday, May 12, Pat will participate in the educational programs (AM: Spark! Cafe / PM: 

Toastmasters EXPO) and the evening party with us. 

 

On Sunday, May 13, she will give a keynote speech during the break between Japanese and the 

International Speech Contests.  She will share her insights as a professional coach who guides 

leaders and speakers to present the greatest version of themselves. 

 

If you are expecting to meet a World Champion of Public Speaking at the Conference, here is a 

good news.  Pat is one of the World Champions of leadership speeches. 

 



To complete the long process of electing the International President of Toastmasters, you have to 

persuade the audience at the various Campaign Speech Meetings to finally win the position.  The 

format of those meetings may be Table-topics or the prepared speech. 

 

Pat has won those elections so many times in the past several years.  Therefore, she is the World 

Campion of leadership speeches. 

 

Please join us in welcoming and learning from DTM Pat Johnson and let’s feel the Spark! at the 

Conference. 

 

 
     Kiminari Azuma 

 


