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第 5 回複合地区国際大会委員長ウェブ連絡会議要録
日 時： 2017 年 6 月 16 日（金）14:00-16:00
場 所： 各ＰＣから接続
出席者：
330 複合地区国際大会委員長
阿 久 津 隆 文 （世話人）
331 複合地区国際大会委員長
渡 辺
修（副世話人）
332-Ｄ地区第一副地区ガバナー
菅 野 文 吉（代理出席）
333 複合地区国際大会委員長
萩 原 光 義（副世話人）
334 複合地区管理委員長／３３４－Ｄ地区キャビネット幹事
末 富
攻（代理出席）
335 複合地区国際大会委員長
石 本 章 宏
336 複合地区国際大会委員長
矢 野 敏 明
337 複合地区国際大会委員長
小 野 眞 六（副世話人）
334-Ｅ地区佐藤義雄国際理事候補者支援委員会 事務局長
北川

哲男

ＭＤ334 公認ツアーコーディネーター
議 事：
議事に先立ち、世話人からご挨拶があり。

A． 第 100 回シカゴ国際大会【2017 年 6 月 30 日（金）-7 月 4 日（火）米国イリノイ州 シカゴ】
1.

大会登録者数及び代議員予備登録者数（ＭＤ別）〔別紙 1〕
現時点で日本からの大会登録数約 2,000 名、うち代議員数 948 名を確認した。

2.

インターナショナル・パレード（ＭＤ334 担当）《7 月 1 日（土）、9：00 ステップオフ》
 集合地点：

Ｗ．Ｗａｃｋｅｒ Ｄｒｉｖｅ 日章旗及びＬＣＩの赤い旗を目印に集合、

ＬＣＩパレード担当の誘導に従って整列する。
 各集合時刻： 日本の一般参加者:

(1)

国際大会委員長、パレード各担当

7：30

国際理事候補者支援委員会

7：00

隊列案〔別紙 2A〕及び設営について


(2)

8：00 （ＬＣＩ指定集合時刻）

第９回議長連絡会議で了承された隊列案を確認した。パレード参加予定数は
計約 1,500 名。〔別紙 2B〕
 隊列は横 12 名一列で行進、参加役職者は該当プラカードのもとに整列しても
らうよう各ＭＤ内で呼びかける。
 ミネラルウォーターは、ホストＭＤから提供予定。集合地点で配布見込み、ＭＤ
毎に引き取る。
 係用トランシーバー、指揮用ホイッスル及びハンドマイクはＭＤ334 側で用意
する。
パレード各担当リスト
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・

別紙３の通り各担当を確認した。阿久津国際大会委員長連絡会議世話人から、
各複合地区国際大会委員長に、パレードの各要所での指示および隊列の引き
締めがお願いされ、了承。
総指揮者： 阿久津国際大会委員長
副指揮者： 荒尾国際大会委員長（集合場所、隊列先頭及びプロトコル隊列担当）
プロトコル隊列担当： 渡辺国際大会委員長
全日本担当（各ＭＤからの一般参加者グループ）： 矢野国際大会委員長
ＭＤ330-333 一般参加者グループ： 宮城国際大会委員長
ＭＤ334-337 一般参加者グループ： 石本国際大会委員長
隊列最後尾担当： 小野国際大会委員長（ＭＤ334 からの最後尾担当３名へ指示）
隊列確認責任者（観覧席及びジャッジポイント前）： 萩原国際大会委員長
（ＭＤ３３３からのパレード整理係の内１名は、委員長補佐となる予定）

・

・
・

(3)

例年通り整理係は日本の隊列保持にあたり、指揮者及びＭＤ国際大会委員長
の担当ポイントからの指示伝達は、連絡係（ＭＤ330 から選出）が担当ＭＤのパレー
ド整理係リーダーに伝える。長い隊列が崩れないよう、特にバンドが入る際、後
続の隊列との間が空きすぎないようにする。
ＭＤ330 から委員長補佐数名、バンドやパレードマーシャルとの調整に通訳１名
を出す予定。
MD 国際大会委員長は紫色のタスキ、パレード各担当係には黄色の腕章を現
地で貸与するので、当日係担当は必ず着用する。日本のパレード終了後はＭ
Ｄ単位で回収、設営担当ＭＤ334 パレード係に返却、紛失しないよう注意する。

パレード前日の打ち合わせ
【6/30（金）19：30 から１時間程度、ヒルトン・シカゴホテル 2Ｆ Boulevards A-Ｂ】

集合後顔合わせ、説明、貸出品及び配布物の受け渡しを行う。追って事前資
料がＭＤ国際大会委員長あて送信される予定。
(4)

頒布品注文数一覧
最終〆切後注文数〔別紙 4〕を再確認した。
☆＜パレード参加者〔一般〕指定ユニフォーム＞
一般参加者のユニフォーム： はっぴと手拭い（指定、男女共通）に男性は指定
帽子、女性は指定サンバイザーのスタイル



参加には必ず指定ユニフォームを着用する。



手拭いは三つ折りにして首にかける。
＊自前で用意するもの（以下）
白のトップス（ワイシャツ、Ｔシャツ、ポロシャツ）
男性：白またはベージュの長ズボン【半ズボン不可】
女性：白またはベージュのズボンまたはスカート
履物（白またはベージュ色、種類は指定なし、履きなれたもの）
＊行進中の日傘不可

(5) コンテスト・エントリーについて
 本年も日本は「ユニフォーム着用の代表団」、「バンド」コンテストにエントリーし
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ており、統制のとれた整列と行進が重要となる。この度、観覧席前からジャッジ
ポイント前を通過するまで、参加者は「右側のスタンドに向かって手を振りなが
ら行進」することを申し合わせ、統一感を損なうので他のパフォーマンスは控え
る。

3.

日本ライオンズ代議員会・朝食会
〔代議員会＆朝食会（2017-2019 国際理事候補者紹介行事）
〕(登録料制、設営担当： MD334)
日時： 2017 年 7 月 2 日（日）7：30-8：30 コアタイム
受付開始時刻 7：00、 ドアオープン 7：00
＊ 国際大会委員長、ＭＤ受付係、朝食会設営担当 集合時刻 6：30
会場： ヒルトン・シカゴ、3Ｆ Williford
主催： 議長連絡会議〔朝食会（国際理事候補者紹介行事）〕、
国際大会委員長連絡会議〔代議員会〕
形式： 朝食ブッフェスタイル（洋食）
登録料： 5,000 円

(1) ＭＤ別参加申し込み
過日第９回議長連絡会議で代議員を中心に参加数を絞ることが申し合わされ、各
ＭＤで見直した人数〔別紙 5〕を確認した。
(2) 会場について（設営担当 MD334）
最終のフロアプランを確認した。
(3) 式次第〔別紙 6〕
前回議長会議で確認、了承された式次第を確認した。
・

初日総会と同日の開催で早朝の開催となる。受付開始 7：00 からドアオープ
ンを行い、コアタイム（7：30-8：30）の間に代議員会および朝食会を行い、会
場は 9 時までオープンとする。

・

第 1 部（約 15 分）は代議員会で佐藤国際理事による国際会則改正案及び
投票手順の説明、第 2 部は議長連絡会議主催で、2017-19 国際理事候補
者のお披露目を行う。

・

ドアオープン後、福岡国際大会記念オブジェのＤＶＤが上映され、参加者に飲
み物（コーヒー）が出されるが、フードオープンは第二部国際理事候補者挨拶後
となる。

・

複合地区国際大会委員長の担当役割は以下の通り：
総合司会： 矢野委員長
総合進行： 阿久津委員長
ＶＩＰ誘導・会場内案内： 渡辺委員長、宮城委員長、萩原委員長
国内参加者受付・誘導： 荒尾委員長、石本委員長、小野委員長

・

当日の VIP ゲストの到着タイミングによっては式次第が多少前後することもあ
り、臨機応変に対応することとする。

・

ＶＩＰゲストのご挨拶が想定されるため、ＭＤ334 側で通訳（英語-日本語）1 名
を用意する。

・

ＶＩＰ受付から海外ＶＩＰを会場内の総合司会者へ誘導する係数名はＭＤ334
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およびＭＤ330 から輩出する。ＶＩＰ誘導対応の通訳はＭＤ330 から出す予定。
(4) 服装について
平服（クールビズ可、半ズボン不可）
(5) ＭＤ別受付担当者リスト〔別紙 7〕
各 MD 受付係は当日午前 6：30 に最新の出席者名簿を持参し集合する。受付
後再入場可（受付時に受付済みの目印のシールを貼る予定、シールはＭＤ334
支援委員会側で用意する）。

B． シカゴ国際大会全般の確認事項
1． 大会最新日程及び最新情報〔別紙 8〕
ＬＣＩ発表の大会プログラムによる大会日程が確認された。今後変更の可能性もあり、参
加者は現地で必ず大会プログラムを確認する。

国際理事候補者についてのビジネスセッション
〔7/1（土）15：00-16：00、マコーミックプレイス South –Level1- S100 Grand Ballroom〕

国際理事候補者及び国際第三副会長候補者のスピーチがあるため、
特に国際理事候補者地元 MD から多くの参加と応援が望まれる。


開会式
〔7/2（日）9：00-12：00、マコーミックプレイス North –Level3 Hall B〕
 前国際会長を擁する日本には、アリーナ前方の席が一部割当され、役職者
及び国際理事候補者所属ＭＤからの参加者の着席が優先され、各ＭＤ担
当旅行社はテープでの囲い込みは控える。




参加者は途中退席を控え、アリーナ前方の席が空くことなどないようにする。

日本語セミナー「ライオンズサミット」
〔7/2（日）13：00-17：00、マコーミックプレイス South –Level4- S406a〕

マノージャ元国際理事からのケニアカアニ保育園園舎建設進捗状況報
告及びドイツの元国際理事から国際平和村についての報告が予定され
ている。ＭＤ内で多くの参加を呼びかける。


OSEAL Centennial Celebration Stories
〔7/2（日）14：00-15：00、マコーミックプレイス South –Level3- ＨａｌｌA Centennial
Exhibit Theater〕

330-A 地区村木ガバナー及びＭＤ330 井出議長がモディレーターを務
められる 100 周年記念イベント。

2． 代議員資格証明と投票手順
公式通達及び代議員資格証明と投票手順〔別紙 9〕を確認した。

3． ＬＣＩ割り当てホテルについて
１月 31 日時点の利用状況を再確認した。その後大きな変更はないとの報告が調整担
当のＭＤ334 公認ツアーコーディネーターからあり。

4． ＧＥセミナー関係
ＬＣＩ大会部からＧＥ宛最終キットが一括日本ライオンズへ届き、城阪グループリーダー
の指示により各地区キャビネット事務局経由で発送済み。
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以上

