Toastmasters – Spark! Letter vol. 1

(January 12, 2018)

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。東公成です。
5 月 11 日から 13 日にかけて東京で開催される全国大会の大会委員⾧を務めます。
新年になり、次の全国大会について皆さんにお知らせする時期になりました。
私たちトーストマスターズにとって全国大会は特別なイベントです。
日本中の仲間と知り合い、刺激し合う機会です。特別ゲストの講演や、選び抜かれたスピー
カーが日本一を競うコンテストもある国内最大の教育プログラムでもあります。また、全国
のクラブ会⾧、VPE の皆さんが集まり、日本のトーストマスターズの未来を決めるディスト
リクト評議会もあります。
ぜひ皆さんのカレンダーに「トーストマスターズ全国大会」と書き入れてください。また、
例会や二次会で、皆さんの良い経験をクラブメンバーと共有していただけると嬉しいです。
【2018 年春季大会】日程と会場:
5 月 11 日(金)・12 日(土)
国立オリンピック記念青少年総合センター（代々木）
5 月 13 日(日)
日本教育会館一ツ橋ホール（神保町）
大会テーマ: Spark! （スパーク!）
予告ムービーはこちらをクリック!
https://youtu.be/rNj83qDwJf8（2017 年の秋季大会で披露した動画です）
今後、皆さんにはメールを通して大会の詳細をお伝えしていきたいと思います。メールの配
信はおよそ２週間ごとを予定しています。また、参加申し込みの開始や終了等、追加のお知
らせをお送りする場合もありますのでご了承ください。次回のメールでは、大会のテーマで
ある Spark! についてお話しします。
全国大会で皆さんと Spark! を体験することを楽しみにしています。
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Dear fellow Toastmasters,
I hope you had a good start to the New Year. I am Kiminari Azuma, the Chair for 2018 District
76 Spring Conference, which will be held in Tokyo on May 11-13. It is now time for me to
start sharing information about out next district conference.
The district conference is a very special event for us Toastmasters. It is an opportunity to
meet many Toastmasters from all over Japan and to inspire each other. It is the largest
educational program in the country, with keynote speeches by special guests, workshops and
a speech contest to compete for the first place. We also have the District Council Meeting
(DCM) where club presidents and VPE’s from all over Japan get together and make decisions
on the future direction of Toastmasters in Japan.
I would strongly recommend that you mark your calendar now. I would also appreciate it
very much if you could share your positive past experiences with your peer members in the
club meetings and at any other opportunities.
<2018 Spring Conference> Schedule and Venue:
May 11 (Fri) & 12 (Sat) National Olympics Memorial Youth Center (Yoyogi)
May 13 (Sun)
Japan Education Center Hitotsubashi Hall (Jinbocho)
Conference Theme - Spark!
To see the trailer movie, click https://youtu.be/rNj83qDwJf8 (link to the movie shared in the
2017 Fall Conference)
I will share more details via email in the near future. We plan to send one every other week.
There may also be some ad-hoc emails containing useful information, e.g. registration
schedule. In the next email, I will tell you more about the theme of 2018 Conference, Spark!
Please stay tuned, and I am looking forward to seeing all of you at the Conference in May.

Kiminori Azuma
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