
Presidents and VPE's - please forward this message to your fellow club members. 

会長・教育担当副会長の皆さん、クラブ会員への転送をよろしくお願いします。 

<Japanese follows English –英語の後に日本語ページが続きます > 

 
 

Dear fellow Toastmasters, 

 

In this edition of the Spark! letter, I would like to introduce the educational program titled 

“District 76 Spark! EXPO 2018” scheduled in the afternoon of Saturday, May 12th, 2:30 – 

4:40pm.  I hope you all could participate in this wonderful learning opportunities. Admission is 

free but registration is required. 

 

Let’s Try "Pathways"! 

How will the club meeting be different with "Pathways"?  Seeing is believing.  Bring your laptop 

or tablet to experience the future club meeting! 

 

Let’s Talk About Your Moments of Truth! 

Share your reasons to join the club and your ways to motivate yourself with your fellow 

Toastmasters from all over Japan. You would find unnoticed attractiveness and possibilities in the 

Toastmasters activities. 

 

I Didn’t Know That! Surprising Ways to Utilize Toastmasters 

Looking for new goals?  Willing to change yourself?  Please join and listen to the Toastmasters’ 

stories and experiences on how they apply the skills differently, which would change your future! 

 

What Makes You Enter Contests? 

Listen to what the past District finalists can share about the behind-the-scenes stories and learn 

the great benefit of taking part in a contest. 

 

Experience the Advanced Club! 

Don't miss this invaluable opportunity to experience the lively meeting of two selected Advanced 

Clubs specialized in "Evaluation" and "Table Topics". 



 

Have you registered for the conference?  Please see the conference homepage to find the 

details.  The discounted price of 3,980 yen for the speech contests on May 13th will only be 

available until April 30th.  The online form can be used as many times as you wish to register for 

additional programs.  Please register now! 

 

 
     Kiminari Azuma 

 

2018 Conference Homepage: http://conf.district76.org/en/2018/ 

Promotional Movie: https://youtu.be/cAVITAUhXds 

 

 
 

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。 

 

今回の Spark!レターでは、5/12(土)の 14:30-16:40 に予定されている教育プログラム「ディストリク

ト 76 Spark! エキスポ 2018」についてご紹介します。この素晴らしい学びの機会をぜひお見逃しな

く。参加は無料です（要チケット登録）。 

 

やってみよう！Pathways 

「オリセン TMC」と言う架空のクラブを舞台に、実際に Pathways を活用した例会を行います。百聞は

一見に如かず！パソコン、タブレットをお持ちになればオンラインで実体験できます！ 

 

あなたの Moment of Truth について語ろう！ 

あなたのトーストマスターズ活動の原点は何ですか？続ける理由は？全国の仲間とお互いの Moment of 

Truth をシェアすることでトーストマスターズの魅力や可能性を見つけます。 

 

こんな活用あるんだ！トーストマスターズ 

トーストマスターズの内外で学びや経験を活かしている方の生の声を聞く機会です。新しい目標を見つけ

たい方、何かを変えたい方、必見です。これをきっかけにあなたの明日が変わります！ 

 

なぜコンテストに出るのか？ 

http://conf.district76.org/en/2018/
https://youtu.be/cAVITAUhXds


歴代のディストリクト・ファイナリストをパネリストに迎え、舞台の表と裏を語っていただきます。一度

立ち止まってコンテストについて一緒に考えてみませんか。 

 

アドバンスクラブ体験！ 

アドバンス(上級)クラブの活動を体験してみませんか？ 今回は、即興性の高い「論評」と「テーブルトピ

ック」に特化した２つのクラブの例会をそのまま再現します！ 

 

皆さん、参加申込みはお済ですか？ぜひ大会ホームページの情報をご確認ください。スピーチコンテスト

が行われる最終日チケットの Spark!割 3,980 円は４月末までです。また、追加プログラムのお申し込み

も適宜可能です。お早めにお求めください！ 

 

大会ホームページはこちら： http://conf.district76.org/ja/2018/ 

プロモーション・ムービー： https://youtu.be/cAVITAUhXds 

 

 

http://conf.district76.org/ja/2018/
https://youtu.be/cAVITAUhXds

