1) The Tall Tales Division D Contest was held on Nov. 3rd successfully. It was very exciting time!

Congratulations!
☆English Contest Winners:
・1st

TM Hitoshi Kawaguchi

・2nd

TM Ryohei Shirai

・3rd

TM Nirupam Gupta (Area 42)

☆Japanese Contest Winners:
・1st

TM Kazuyuki Hosaka

・2nd

TM Tomoko Aoyama

・3rd

TM Yuko Hasegawa

2) The Tall Tales District 76 Contest was held in Fukuoka
from Nov. 16th to 17th successfully.
The 1st winners of each Division gathered here! Of course,
very exciting time and very good opportunity for studying
many good speeches!
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[Division Contestant's comments]
TM Nirupam Gupta (Yokohama TMC)

・You became a Division Contestant. How did you grow up?
I joined Yokohama toastmasters club in Oct 2008, Now its 5 years I have been Toastmasters. It’s
been a long learning journey for me. I think learning is a continuous process which never ends. So
I am learning every day, my speaking skills has specially grown in recent past years. My Speaking
improved by participating in many contests. So I recommend every one to participate in as many contests possible.

・What did you learn in the contest?
Contest is always a learning experience. There is lots of pressure because the process is very formal. There is of course
big audience watching you, which makes you more nervous. I learn a lot in every contest. I recommend every one to be
contestant. It improves the speaking skills a lot.

TM Syuichi Murakami (Kawasaki TMC)

・ディビジョンコンテストに参加して、どう成長されましたか？
今年入会したので、コントストに出場するのは初めて。どう準備していいの分からない中、クラブ内で
練習をし、全員の方から改善点などのコメントをいただきまた。そこからは、小道具を準備しなおし、
スピーチを特訓、自分のベストまで仕上げました。そのなかで感じた、成長した点は３つです。
①舞台の上から、見渡してスピーチをコントロールできるようになった。
エリアのときは無我夢中で、聴衆の反応を捉える余裕はなかったのですが、今回は、舞台の上から、一人ひとりの顔も
分かりましたし、全体の反応を見てスピーチできました。
②気持ちの持っていき方。
勝ちたい、全国に行きたい。というより、ベストを尽くすという気持ちに持っていくのが大変でした。欲を出すといい
ことないので。結果はともかく、その気持ちになれて、自分としては満足しています。
③表情と動作の表現。
今まで、スピーチというと言葉に重点をおいていました。今回は、表情をオーバーに表現し、より伝わるようにすること
の大切さを指摘され、練習し、本番になんとか間に合いました。演じるって難しい。
もともと、人前で話すのが苦手でトーストに入った私です。舞台で堂々と話し、自分が表情をオーバーに表現するように
なるとは……。思ってもいませんでした。大きな経験をさせていただきました。

・コンテストで学んだことは？
コンテスタントとして感度が高まった状態で、他のコンテスタントのスピーチを聞けたことが大きかったです。なぜ？あの
構成なのか、話し方なのか、間をとるのかが、リアルに伝わってきました。また、トーストは広いと感じました。
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[District Participant's comments]
参加者代表／TM Taketomi (Yokohama TMC)
ディストリクト 76 のコンテストに参加したのは、今回が 3 回目でした。開催地は福岡だったので少し
遠かったですが、各ディビジョンの代表者のスピーチを聴き、多くを学ぶことができました。特に今回
のテーマは「ほら吹き」だったので、自分では思いつかないようなアイデアがたくさんありました。
今後のトーストマスターズの活動で活かしていきたいです。
さらに 2 日目のパーティーでは、他県のクラブの方々と交流を深めることができました。これも
ディストリクト 76 のコンテストに参加しなければ、なかなかできない体験です。
今回も学び、感動し、楽しんだコンテストでした。年に 2 回のトーストマスターズの最もエキサイティングなお祭り！
参加する価値は大いにあると思います。
次回の開催地は…埼玉です！福岡よりも神奈川に近いです！！みなさん、一緒にディストリクト 76 春のコンテストに
参加して、コンテストの楽しさを味わいましょう！

お見逃しなく!!

It was third time to attend District76 Contest. Though Fukuoka, a venue of this contest, was a little bit far, I could
listen to speeches that were given by representatives of each Division directly, and learn a lot from them. Especially,
there were many ideas that I can’t imagine since theme of the contest was “Tall Tale”. I’d like to use those ideas to
my Toastmasters activities.
At the party of second day, I communicated with members of other prefecture TMC, and shared the information of
each club. It is almost difficult to have such an experience unless I attend District76 Contest too.
I learned, vibrated and enjoyed at the contest!!! This is the most exciting Toastmasters festival twice a year. There
is a much greater worth to join it.
Next venue is… Saitama! Closer to Kanagawa than Fukuoka!! Everyone, let’s join District76 Spring contest,
and get enjoyment of the contest together! Don’t miss it!!

3) Area42 Hiking was held on Nov. 9th in Kamakura. It was very fun and Daibutsu was also good!
[Participant's comments]
ハイキングリーダー／TM Taketomi (Yokohama TMC)
「Do you like hiking?」。今回のハイキングは、エリア 42 ガバナーの荒井さんから言われた、この言葉
が始まりでした！今回、14 名もの方々に参加して頂き、とても楽しい時間を過ごすことができました。
エリアが同じクラブでも、実際共に活動するのはエリアコンテストくらいしかありません。なので、
今回のようなイベントはクラブの交流を深めるのに、良い機会だと思いました。
みなさん、ありがとうございます！！

'Do you like hiking?' This word that Area42 Governor Arai san said to me was beginning of hiking!! 14 participants joined
this hiking, and I had a very good time. Even though Area is same, there is the only Area contest that each club shares
in activities. So I thought such this event is a good opportunity to enhance exchanges between each club.
Everyone, thank you very much!!
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ハイキングガイド／TM Nakanishi (Yokohama TMC)
鎌倉在住ということで、ガイド役を務めさせて頂いた中西です。今回のテーマは、三方を山に囲まれ、
残り一方を相模湾に臨むという自然の要塞を実感して頂く事をコンセプトにプランしました。
北鎌倉駅に面した円覚寺を起点とし、浄智寺から尾根伝いに源氏山、裏大仏、鎌倉駅へと抜ける全長
８km のハイキングコースです。
道中の観光スポットでは、飯牟礼さんによるテーブルトピックが始まるなど、集合時間に間に合わなかった
参加者と途中待ち合わせするも携帯の電波が入らずハラハラしながらも笑顔が絶える事なく、日頃クラブ活動で培った
リーダーシップとタイムマネージメント力を参加者全員が遺憾無く発揮し、定刻プラス５分で鎌倉駅に到着。
皆様のご協力のもと楽しい一日を過ごすことができました。

参加者代表／TM Yamamoto (Hama TMC)
秋風が吹く１１月９日に鎌倉ハイキングという企画が舞い込んできました！ ハイキング？？ という
思いもありましたがクラブ間のコミュニケーションということもあり参加させていただきましたが
これが意外と面白い！ 大和市と近くに長年住んでいながら３０年ぶり（？）の鎌倉探索で新しい発見
が次々とありました。このような機会が無ければ実現しない楽しいひと時を過ごすことができました。
今回、この企画を実行してくれた方、参加した皆様にお礼申し上げます。

参加者代表／TM Onishi (Hama TMC)
エリア 42 合同ハイキング に参加させていただき、大変ありがとうございます。「人」が集まると必ず
何か 化学反応があるものですよね。それをまた、体験させていただきました。
飯牟礼さんに出されたテーブルトピック「あなたは大仏は好きですか？」に対して、はまっこ の私と
しては、鎌倉をあまり知らない方に 大仏の体内（胎内）には入れることを紹介しようとしましたが、
あえなく撃沈。 ちなみに胎内ツアー 拝観料 200 円 +20 円 です。 元旦に八幡宮に初詣に行こうと
考えているあなた、胎内に入り、生まれなおしませんか？

いつ行くの？ 今でしょ！

参加者代表／TM Shibuya (Mikasa TMC)
I fully enjoyed myself meeting Yokohama TMC members and participating in the hike. I was
Impressed with the hospitality of all participants. I especially was thankful to Area Governor Arai
who persisted with helping me find the hiking group after I lost my way to Kita Kamakura,
compounding mistakes with getting on a wrong train line, making a wrong turn, and getting lost
in Zushi! Area Governor Arai, VPM Taketomi, Iimure san especially, but all members made special
efforts to make me feel comfortable
and a part of the group. I found club members to be highly motivated to improving their Toastmastering skills and
improving their English abilities.

A very enjoyable experience, and a very impressive club!
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エリア 42 ガバナー／TM Arai (Yokohama TMC)
Thank you for Area 42 Toastmasters Members for your active participations in the contests and
in the hiking. Each one of you made them memorable. Let us visit and take roles at Hama,
Yokohama Ocean, Mikasa, Kawasaki and Yokohama Clubs!

皆様、コンテストへのご協力とハイキングへのご参加をして頂き有難うございました。これからも
Area42 を活発にしていきましょう。お互いのクラブを訪問し、切磋琢磨できたらよいなと思います。また、近いうちに
お目にかかれますよう。そして最後に、この素晴らしい Newsletter を編集してくださっている丸谷さんに感謝を申し上げます。

5

