
 

   

ようこそ埼玉ディベート トーストマスターズクラブへ！ 

 

 

 

 

What is Toastmasters Club?  
トーストマスターズクラブって何だろう？ 

Toastmasters International is a non-profit 

educational organization that teaches public 

speaking and leadership skills through a 

worldwide network of clubs. Since the very first 

club started in 1924 at the YMCA in Santa Ana, 

California, Toastmasters International has 

grown to be a worldwide organization helping 

people become more competent, effective and 

confidence in front of an audience. Now more 

than 352,000 members in approximately 16,400 

clubs in 140 countries enjoy practicing and 

refining their communication and leadership 

skills to achieve their personal and professional 

goals. 

For more information, visit the websites. 

 

トーストマスターズインターナショナルは、世界的なク

ラブネットワークを通じて、パブリックスピーキングや

リーダーシップのスキルを教える非営利教育団体です。 

1924年、カリフォルニア州サンタアナの YMCA に最初の

クラブが設立されて以来、トーストマスターズインターナ

ショナルは世界的組織に成長しました。人々が聴衆の前で

より能力を発揮し、効果的にまた自信を持って振舞えるよ

う支援しています。 現在、約 140 カ国、16,400 を超える

クラブが存在し、352,000 人以上の会員が、それぞれのゴー

ルを目指し、楽しみながらコミュニケーションとリーダー

シップを磨いています。 

詳細はウェブサイトをご覧ください。 

 

 

Here are the Toastmasters websites! トーストマスターズのウェブサイトはこちら！ 

Toastmasters International: https://www.toastmasters.org 

Toastmasters District 76 (日本支部): http://district76.org 

 

  

https://www.toastmasters.org/
http://district76.org/


   

What is special about Saitama Debate TMC? 
埼玉ディベートトーストマスターズクラブの特徴は？ 

Saitama Debate Toastmasters Club’s feature is debate.  

The members meet twice a month on Sunday afternoon 

for a regular meeting (mainly in English). We enjoy table 

topic speeches, or impromptu speeches, prepared 

speeches & evaluation which every Toastmasters club 

do. In addition, we practice debate every time. Every 

member has lots of opportunity to speak. We also hold 

special events such as an overnight meeting which 

includes speech practice, social gathering, and 

sightseeing.  

Our club strive to create a safe, pleasant atmosphere to 

encourage each members’ challenge and growth. We 

welcome anyone who understands the purpose of this 

club and wishes to be a part of this active and supportive 

learning community. 

 

埼玉ディベートトーストマスターズクラブの特

徴は、なんといっても、毎回ディベートを実施して

いることです。メンバーは月 2回、日曜午後に、主

に英語による例会を開催し、通常トーストマス

ターズクラブで実施されている即興スピーチや準

備スピーチ、論評に加え、ディベートを楽しんでい

ます。毎回話す機会が多いので、話す練習にはうっ

てつけです。また、観光と親睦とスピーチ練習を兼

ねたお泊り例会など、スペシャル・イベントも実施

しています。 

私達のクラブは、メンバーそれぞれのチャレンジ

を応援し成長を支える、安心できる明るい場づく

りを目指しています。私達はこのクラブの趣意に

共感し、積極的で協力的な学習コミュニティの一

員になりたいと願う全ての皆さんを歓迎します。 

What are the benefits of the membership? 

入会するとどんないいことがあるの？ 

Below are some of the examples of the benefit the club 

can bring for you: 

◼ A positive, safe and supportive learning 

atmosphere. Your mentor and other club members 

will help you to start your Toastmasters journey. 

◼ The meetings are held on weekend, so even those 

who are busy during the week can participate 

without difficulty. 

◼ Self-paced learning as well as opportunities to 

receive and provide constructive feedback. 

◼ 11 “Paths” available in the Pathways education 

program designed to suit your needs. 

◼ Access to a wealth of educational materials, 

including free subscription to the monthly 

Toastmaster magazine. Participate various 

workshops for free! 

... And more!! 

クラブから得られるものとしては、以下のよう

な点があります： 

◼ 前向きで、安心できる、そして助け合う学びの

環境。メンター（相談係）や他の会員が、あな

たのトーストマスターズの旅の進行をお手伝

いします。 

◼ 例会は日曜の午後なので、平日は忙しい方で

も無理なく参加できます。 

◼ 自分のペースで学習でき、また建設的な

フィードバックを受けたり与えたりする機会

を得られます。 

◼ Pathways教育プログラムでは、11 ある「Path」

からあなたのニーズに合うものを選べます。 

◼ 月刊誌 Toastmaster の無料購読を含む、豊富な

教材や資料にアクセスできます。無料で様々

なワークショップへも参加できます。 

...などなど！！ 

  



  

How are club meetings organized? 
クラブ例会はどのように行われるの？ 

Regular club meetings take place on the 2nd and 4th  

Sundays from 13:30 to 16:30 at Ageo Shimin Katsudo 

Center or online (please look at out club website). 

 In the meetings, members take roles to improve their 

public speaking, debate and leadership skills. In addition, 

Club Officers support the overall club operation. Please 

see below for the standard meeting agenda, meeting roles 

and club officer roles. 

 

クラブ例会は第 2・第 4 日曜日の午後 1時半から

4 時半まで、上尾市民活動支援センター(上尾駅か

ら徒歩 1 分)もしくはオンラインで行われます(具

体的な開催日時、場所はホームページ参照)。 

例会では、メンバーが担当する役割をこなしなが

らスピーチやディベート、リーダーシップのスキ

ルを磨きます。加えて、役員がクラブ全体の運営を

サポートします。標準的な例会の流れと役割、役員

の役割については以下をご覧ください。 

1. Regular Meeting Agenda 例会のアジェンダ 

Session セッション Contents 内容 

Opening 

Business session 

Opening remark by the president, Introduction of guests, Club business etc.  

会長から開会挨拶、ゲスト紹介、クラブの連絡事項 等 

Toastmaster of the day  

Introduction of helpers 

Toastmasters of the day kicks off the meeting and introduce the helpers.  

今日のトーストマスター(司会)が例会を進行し、各役割の担当者を紹介する。 

Table topics 

(impromptu speeches) 

（English/Japanese） 

Members make impromptu speeches (1~2 min) are made based on Table topics 

master’s questions. 

テーブルトピックスマスターからの質問に対して、1～2 分の即興スピーチ

を行う。 

Prepared speeches 

（English/Japanese） 

Members make speeches (usually, 5~7 min) based on each project theme.  

メンバーがプロジェクトテーマに沿った準備スピーチを行う。 

Individual evaluation 

（English/Japanese） 

Evaluators give feedback (2~3 min) to each prepared speech. 

論評者が各準備スピーチに対しフィードバックする。 

General evaluation 

（English） 

General evaluator give feedback to overall meeting. 

総合論評者が例会全体に関してフィードバックする。 

Intermission 休憩 

Debate session 

（English） 

Debate the topic in affirmative and negative groups.  

トピックについて肯定派、否定派に分かれてディベートを行う。 

Award presentation Today’s Best speaker, Best evaluator, Best table topic speakers are announced.  

本日のベストスピーカー、ベスト論評、ベストテーブルトピックス各賞を発

表する。 

Guest’s comments Comments from guests  

ゲストからのコメント 

Business session 

Adjournment 

Closing remark by the president, Club business etc.  

会長から閉会挨拶、クラブの連絡事項 等 

 

 

 



2. Meeting Roles 例会での役割 

Toastmaster of the day 

今日のトーストマスター 

Organizes and facilitate an entire meeting. 

ミーティング全体の司会進行を行います。 

Grammarian 

文法係 

Give feedback about grammatical usage and expressions of each speaker. 

スピーカーの用いた文法や表現の良い点・改善点についてフィードバッ

クします。 

Ah-Counter 

えーとカウンター 

Counts the number of unnecessary words such as “ah”, “uh” and “so”. 

「えーと」、「あー」、等の不要な言葉を数えます。 

Timer 計時係 Keep track of time and inform speakers of remaining time by showing green, 

yellow and red cards. 時間を計測し、緑・黄・赤色のカードを使ってス

ピーカーに残り時間を知らせます。 

Ballot Counter 集計係 Count the number of ballots for each award. 各賞への投票数を数えます。 

Prepared speaker  

準備スピーカー 

Deliver prepared speeches based on manuals. 

マニュアルに沿って準備スピーチを行います。 

Table topics master  

テーブルトピックスマスター 

Prepare topics and questions for extemporaneous speeches and facilitate the 

table topics session. 即興スピーチのお題を準備し、テーブルトピックス

セッションの司会進行を行います。 

Evaluator  

論評 

Give feedback for a prepared speaker.  

準備スピーチに対するフィードバックを行います。 

General evaluator  

総合論評 

Evaluate the entire meeting as well as give feedback for the evaluators. 

例会全体を論評するとともに、論評者へのフィードバックを行います。 

3. Club Officers クラブ役員の役割 
 

President 会長 Presides at meetings and has general supervision of the operation as the Club’s 

representative. クラブの代表としてミーティングを主宰し、全体の管理

運営を務めます。 

Vice President Education (VPE) 

教育担当副会長 

Coordinate meeting schedule and assignments. Assist with Education Awards, 

Plan speech contests. Manage mentor programs.  

ミーティングのスケジュールや役割調整、教育賞の管理、スピーチコン

テストの企画、メンター指名等行います。 

Vice President Membership 

(VPM)  会員担当副会長 

Recruit new members. Assist guests. Process membership applications. 

新規メンバーの対応や入会手続、ゲストの支援等行います。 

Vice President Public Relations 

(VPPR)  広報担当副会長 

Maintain the club website. Safeguard the Toastmasters Brand. 

クラブウェブサイトの更新維持、TMブランドの管理を行います。 

Secretary 書記 Take notes of meetings and maintain documents. 

例会の記録、役員会等の議事録作成、ドキュメント管理を行います。 

Treasurer 会計担当 Oversee club accounts. Collect membership dues and other expenses. 

クラブの会計管理、会費や諸経費の徴収を行います。 

Sargent At Arms 会場担当 Coordinate meeting venues. Manage club properties.  

会場予約や、クラブの備品管理を行います。 

  

  



  

How can I join the club? 
クラブに入会するには？ 

Club fees are reasonable compared to private schools 

for English conversation and public speaking: 

⚫ Subscription fee: 2,000 yen 

⚫ Club fee: 1,000 yen/month* (to be paid semi-

annually) 

 

*In case of joining in the middle of a club year, the fee 

will be divided by months. 

*Fee will not be returned in case of withdrawal from 

the club in the middle of a club year. 

 

Guests are welcome up to 3 times for free. Please 

inform any of the club members around you to join the 

club. If you have further questions, please contact 

the club officers. 

 

クラブにかかる費用は英会話学校や話し方教室

などに比べリーズナブルです。 

⚫ 入会費：2,000 円 

⚫ 会費：1,000円/月*  

（3月、9月に半年分まとめて集金） 

 

＊途中入会の場合、会費は月割となります。 

＊途中退会の場合、会費の返金はされません。 

 

 

 

ゲストの見学は３回まで無料です。入会の希望は

お近くのメンバーまでお知らせください。ご質問

等ございましたら、クラブ役員までお知らせくだ

さい。 

 

Club Information 

 

 

Come Together! 

Saitama Debate TMC 

いらっしゃい！埼玉ディベート TMC 

日時 Date/Time 

場所 Location 

 

 

E-mail 

Website 

2nd and 4th Sunday, 13:30 to 16:30  

上尾市民活動支援センター Ageo Shimin katsudo Shien center  

 （上尾駅から徒歩 1分） 

もしくはオンライン（Zoom） 

ageotmc@gmail.com 

https://ageotmc.wixsite.com/mysite 

January 2021 

 

mailto:ageotmc@gmail.com

