Toastmasters – Spark! Letter vol. 2

(January 26, 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。全国大会の大会委員長、東
このメールでは、全国大会のテーマをご紹介します。

公成です。

春の大会テーマは Spark!（スパーク！） です。
全国大会では多くのトーストマスターと出会います。
ご自身と同じころに入会した方や同じ目的を持った方
にも出会うでしょう。スピーチコンテスト決勝戦の出
場者、海外からの特別ゲスト、そして大会を運営して
いる仲間たちにも出会うことでしょう。
多くのトーストマスターズが放つ魅力やエネルギー
が、私たちに大きな刺激を与え続けます。
そして、私たちの体内で Spark! が起きます。考え
方や価値観までもが変わる瞬間。
Spark! それは新しい人生の出発点。何百人もの会員
が毎回大会に戻ってくる理由は、正にその経験があるからではないでしょうか。
目の前の世界が変わる瞬間、 Spark! を参加者の皆さんに強く感じていただきたい、その
ために大会を主催するディビジョン C の皆さんを中心に現在プログラムを企画していま
す。
Spark! を感じることができるのは 5/11(金) ～ 13(日)の 3 日間。
ぜひ体感してください！
次回のメールから、大会プログラムについて順番にご紹介します。お楽しみに。
2018 大会予告ムービー：

https://youtu.be/rNj83qDwJf8
1

Dear fellow Toastmasters,
I am pleased to be able to send you the second Spark! letter today and introduce the
important theme of our Spring Conference this coming May.
The theme for 2018 Spring Conference is: Spark!
We will have the chance to meet many Toastmasters in
the Conference. We will meet fellow members who
may have aspirations or challenges similar to yours.
We may become friends with the speech contest
finalists, the special guest from overseas and our fellow
Toastmasters volunteering as Conference committee
members. We will make many acquaintances.
The power and energy of our fellow Toastmasters will
keep us fascinated and stimulated throughout the
Conference… and will seed something within us.
That is Spark! When we feel it, that is the moment our views and values completely
change.
Spark! is the start of a new life. I am sure this experience is the reason why hundreds of
our fellow members to come back to the Conference every year.
Spark! The moment the world changes in front of us. We are thrilled to invite all
Toastmasters to join the Conference and experience the same through the programs
carefully developed by our friends in Division C as the Conference hosts.
You can feel Spark! during the 3 days between May 11 (Fri) - May 13 (Sun).
Please mark your calendar and get ready for the experience!
I look forward to sharing more details about the Conference schedule in the next Spark!
letter.

Kiminori Azuma
2018 Conference Trailer movie:

https://youtu.be/rNj83qDwJf8

2

