ライオンズクラブ第 57 回 OSEAL フォーラム
１．中国ライオンズは皆様を歓迎いたします
ようこそ中国の海南へ。
「椰子の城」と呼ばれる美しい都市「海口」へのご
訪問を歓迎いたします。「海口」は美しい海浜の景観を有する都市であるだけ
でなく、海南省の政治・経済・科学技術・文化の中心で、最大の交通中枢の都
市でもあります。海南市は多元的な文化を融合し、包容的な心で、世界各地か
らの来訪者を受け入れています。今回の大会を通じて、皆様のもつさまざまな
経験を吸収し、共にフォーラムを通じて発展することを願っています。またこ
の素晴らしい機会に、東アジア及び東南アジアの 20 ヶ国を超える国や地域の
ライオンズの友人に中国の地でお会いできる事を心から楽しみにしておりま
す。
フォーラムテーマ：奉仕・共有・進歩
開催期間：2018 年 11 月 15 日～18 日
開催地：中国海南省海口市
２．フォーラムスケジュール（暫定：変更の可能性があります）
2018.11.10～14（土曜日～水曜日）
時間
09:00 ～
21:00

プログラム
ライオンズ・カーニバル（平和
ポスター展示、奉仕プログラム、
トーチリレー、サッカー、バド
ミントン、自転車レース、ハイ
キングなど）

会場

海口

2018.11.15 （木曜日）
時間
08:00 ～
17:00
13:00 ～
14:00
14:00 ～
17:00
15:00 ～
16:00
16:00 ～17:30

イベント
登録受付

場所
海南国際会議コンベン
ションセンター

記者会見

本部ホテル

グローバルアクションチーム
リーダー会議*

本部ホテル

決議委員会の予備会議*

本部ホテル

議長・地区ガバナーの友好交流

海南国際会議コンベン

イベント
歓迎晩餐会*
コーカス会議

ションセンター
本部ホテル
本部ホテル

時間

プログラム

08:00～ 12:00

登録受付

会場
海南国際コンベンショ
ンセンター

17:30～ 21:00
21:00～ 22:00
2018.11.16 （金曜日）

09:00～ 10:00

第一回議長と地区ガバナーの会
議
国際会長と地区ガバナーの会議

09:00～ 12:00

ライオンズ文化芸術体験

08:00～ 09:00

11:30～ 13:15

フードフェスティバル・
ライオンズカーニバル
GAT（グローバルアクションチー
ム）セミナー
首席代表団昼食会*

14:00～ 17:00

開会式

18:30～ 20:00

中国招待レセプション

09:00～ 12:00
10:00 – 12:00

本部ホテル
本部ホテル
海南国際コンベンショ
ンセンター
海南国際コンベンショ
ンセンター
本部ホテル
本部ホテル
海南国際コンベンショ
ンセンター
本部ホテル

2018.11.17 （土曜日）
時間

プログラム

08:00～ 12:00

登録受付

08:00～ 09:30
10:00～ 11:30
10:00～ 17:00
10:00～ 17:00
10:00 – 17:00
12:00～ 13:00
13:00～ 14:00
15:00 – 17:00

第二回議長と地区ガバナーの会
議
国際第一副会長と第一吹く地区
ガバナーの会議
ライオンズ文化芸術体験
フードフェスティバル・ライオ
ンズカーニバル
コミュニティ奉仕事業の参加ま
たは障害者扶助創業就業モデル
プログラムの見学
首席代表団昼食会*
決議委員会会議*
「一帯一路」公益慈善フォーラ
ム*

会場
海南国際コンベンショ
ンセンター
本部ホテル
本部ホテル
海南国際コンベンショ
ンセンター
海南国際コンベンショ
ンセンター
海口
本部ホテル
本部ホテル
本部ホテル

16:00～ 17:00

ニューヴォイス・フォーラム
LCIF キャンペーン 100 セミ
ナーとレセプション
レオ・セミナー
各国レセプション
国際会長晩餐会

13:00～ 15:00
15:30～ 16:30
17:00～ 18:30
18:30～ 21:30

本部ホテル
本部ホテル
本部ホテル
本部ホテル
本部ホテル

2018.11.18 （星期日）
時間
08:30～ 09:30

プログラム
第三回議長と地区ガバナーの会
議

10:00～ 12:00

閉会式

12:00～ 14:00

首席代表団昼食会*

会場
本部ホテル
海南国際コンベンショ
ンセンター
本部ホテル

*招待された方のみ
3.

開催会場について

1. 本部ホテル
海口マリオットホテルは海口市の美しい西海岸に位置し、海南国際コンベン
ションセンターに隣接しており、海口美蘭国際空港から車で 45 分間ほどの距
離で、国貿商業センターから 15 分間ほどの距離に位置します。

2. 海南国際会議展示センター
敷地面積が 13.62 万平方メートルで、2008 年オリンピック大会の「鳥の巣」

のデザイナーである李興鋼氏が設計しています。外観は建築スタイルが斬
新で、独特であり、熱帯の海のイメージを体現しております。また、屋上
の全体は波の形をし、規律的で連綿と続いています。

四
1

登録料について
登録料
一般会員・レオ・家族会員いずれの場合でも 130 ドルとします。

早期登録の優待金額
2018 年 6 月 30 日までに登録料を支払う場合：一人 80 ドル
2018 年 7 月 1 日～9 月 30 日までに登録料を支払う場合：一人 100 ドル
2

国際会長の晩餐会

時間：2018 年 11 月 17 日（18:30～ 21:30）
場所：海口マリオットホテル
食費：一人 130 ドル
定員：500 名、数に限りがありますので、申込み順になります。
3

娯楽・スポーツ活動

催し物、サッカー、バドミントン、自転車レース、徒歩等を含めます。時間、
場所、費用や人数など詳細な事項は別途通知します。
五

お問い合わせ先

国際ライオンズ第 57 回オセアルフォーラム組織委員会事務局

住所：北京市西城区太平街甲 6 号富力モルガンセンターB 座 509 室
電話番号：（8610）83190813
ファックス番号：（8610）83190803
電子メール：info@oseal2018.org
ホームページ：http://www.oseal2018.org

〒100050

