
 

2017-18第 4回複合地区ガバナー協議会議長会議要録（2017.10.16） 1/4 

（2017－2018 年度） 

第４回複合地区ガバナー協議会議長連絡会議要録 

◎ 日 時： ２０１７年 １０月１６日 (月 ) 1４：３５-１６：００ 

◎ 会 場： 一般社団法人日本ライオンズ（東京・八重洲） 

◎ 出席者： 330 複合地区協議会議長 田 中  明 （副世話人） 

331 複合地区協議会議長 山 田 正 昭 （世話人） 

332 複合地区協議会議長 森 谷  潤  

333 複合地区協議会議長 髙 橋 克 文  

334 複合地区協議会議長 野 村 善 弘  

335 複合地区協議会議長 福 田 惠 太  

336 複合地区協議会議長 大 谷  博  

337 複合地区協議会議長 村 中 尊裕亀 （副世話人） 

元国際会長（2015-2016） 山 田 實 紘  

国際理事（2016-2018） 中 村 泰 久  

国際理事（2017-2019） 佐 藤 義 雄  

LCIF 国際理事（2017-2018） 鈴 木 誓 男  

１３：３０-１４：３０第２回オリンピック・パラリンピック委員会会議終了後、１４：３５、山田世話人より開会。 

議長会議終了後に移動し、貸し会議室で第３回一般社団法人日本ライオンズ理事会会議が開催されるので、

スムーズな議事進行に協力してほしいとの提案あり。了承。 

◎ 議 事： 

１. 出席者の紹介 

省略。 

２. 第５６回ＯＳＥＡＬフォーラム（台南）関係 

（１）最新日程及びＭＤ別参加登録予定人数（資料Ａ、Ｂ配布） 

(a) 最新日程は別紙のとおり。中村国際理事から補足説明あり。 

①１１月１８日（土）１３：３０－１６：００開会式終了後に地下鉄で移動し、１６：３０－１８：００、

「セカンド・センチュリー・アンバサダー・レセプション」（於：リン・パレス３階）に出席して

いただくとの説明あり。なお、ジャパン・ナイト及び韓国レセプションの会場はリン・パレス

５階に変更された。 

②１１月１９日（日）９：００－１０：００、グッドラン国際第１副会長と第１副地区ガバナーの

会議において、２０１８地区ガバナーエレクト・セミナーの説明があるので、各第１副地区

ガバナーは必ず出席するように周知する。同時通訳付き。 

③１１月１９日（日）１３：００－１４：００、女性開発セミナーはグッドラン副会長の講演があ

るので、ぜひ出席してほしい。同時通訳付き。 

④１１月２０日（月）１０：２０－１２：２０、閉会式終了後に各ＭＤのバナーを引き取ることを

忘れずに帰国してほしい。 
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（b）フォーラム参加登録予定数について、１０月１３日現在２，３７４名の報告あり。引き続き

参加を呼び掛ける。 

（２）ジャパン・ナイト（１１月１８日（土）１７：００-１８：００、林皇宮リン・パレス５階）の設営状況 

資料Ｃ（地図）配布。リン・パレスは、開会式会場の高雄アリーナから地下鉄で一駅の距

離にあることを確認した。当日は、地下鉄乗り場までフォーラム委員会スタッフを配置し、

誘導を行うとのこと。 

（３）シャトルバスについては、開会式当日、台南から高雄まで運行されることを確認した。 

（４）国際会長歓迎晩餐会（１１月１９日（日）１９：３０-２２：３０、シルクス・プレイス）の各ＭＤ別

申込人数は、１０月１３日現在２３０名（資料Ｄ）。日本の割当分は２５０名であるため、追加申

し込みを受け付ける。 

（５）首席代表団（ステアリング委員関連）のフライト情報（資料Ｅ）確認。 

３. グッドラン国際第１副会長公式訪問（１１月２７日（月）帝国ホテル） 

中村国際理事から説明があり、日程を再確認した。出席の有無を問わず、各ＭＤ別参加割

当数分の登録料をＭＤ３３０へ納入してほしい旨、要望あり。 

４. アガワル国際会長公式訪問（１２月１０日（日）学士会館） 

中村国際理事から、グッドラン第１副会長公式訪問と同じ割合で各ＭＤに参加してほしいと

の説明あり。 

ＭＤ 公式訪問（＠３，０００円） 

３３０ １６５名 

３３１ １５名 

３３２ ２０名 

３３３ ５０名 

３３４ ５０名 

３３５ ４０名 

３３６ ２０名 

３３７ ２０名 

合計 ３８０名 

５. ＬＣＩスタディツアー 

「ライオンズクラブ国際本部スタディツアーのご案内」（資料Ｆ）配布。中村国際理事から、現

在までに１２名の申込みを受けているとの報告あり。２０名の枠まで申し込みを受け付けるの

で、地区内の各クラブレベルまで情報を回してほしいとの要望あり。なお、ライオン誌にＬＣＩ

スタディツアーの案内が掲載されることになっている。 
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６. 九州北部豪雨災害支援へのお礼（ＭＤ３３７） 

村中議長から資料Ｇが配布され、支援へのお礼と義捐金総額５５，１７３，７３８円の入金報告

あり。義援金口座は年内までに閉鎖の予定。 

７. 各種会議録（既配信） 

（１）第１回複合地区ＩＴ委員長ＷＥＢ連絡会議（９月２２日） 

（２）第１回複合地区会則委員長連絡会議（９月２８日） 

会議要録等のコピー（資料Ｈ、Ｉ）配布。 

８. その他 

一般社団法人日本ライオンズと各種会議運営について、忌憚のない意見交換あり。 

９. 次回会議 

第５回議長ＷＥＢ会議： ２０１７年１１月２２日（水）１３：３０～ 

会議システムは OmniJoin（オムニジョイン）を使う。各自ＰＣより接続する。 

 

以上 
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2017年10月16日現在

日 時間 プログラム 会場

2017年 06:30 - 14:30 国際会長杯ゴルフトーナメント 台南南一(ナンイー）球場

11月17日 09:00 - 18:00 登録 シルクス・プレイス

(金)

15:00－16:00 決議委員会【予備会議】 ランディス　4Ｆ

19:00－21:00 ウェルカム・ディナー(役員招待制） シルクス・プレイス

21:30－22:30 コーカス・ミーティング シルクス・プレイス

2017年 08:00－09:00 第1回議長と地区ガバナーの会議　＊ ランディス　5Ｆ

11月18日 09:00 - 10:00 国際会長と地区ガバナーの会議　＊ ランディス　5Ｆ

(土) 10:00 - 16:00 登録 高雄アリーナ

10:00 - 18:00 展示（獅愛文化走廊 Lions' Love Cultural Art Gallery ) 高雄アリーナ屋外

10:00 - 18:00 フードコート及びバザー

11:00 - 17:00 インターナショナルショー

13:30－16:00 開会式 高雄アリーナ

16:30－18:00 ＳＣＡ（ｾｶﾝﾄﾞ･ｾﾝﾁｭﾘｰ･ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ）レセプション 林皇宮（リン パレス） 3Ｆ

17:00－18:30 ジャパン・ナイト(招待制、国際理事候補紹介行事） 林皇宮（リン パレス） 5Ｆ 國際廳

17:30－19:00 韓国レセプション（招待制） 林皇宮（リン パレス） 5Ｆ

2017年 08:00－09:00 第2回協議会議長と地区ガバナーの会議 ＊ ランディス　5Ｆ

11月19日 09:00－10:00 国際第1副会長と第1副地区ガバナーの会議 ＊ ランディス　5Ｆ

(日) 09:00－12:00 レディース・プログラム ランディス　3Ｆ

10:00－11:00 国際第2副会長と第2副地区ガバナーの会議 ＊ ランディス　5Ｆ

10:00－11:00 決議委員会 ランディス　5Ｆ

11:00－12:00 国際会長テーマセミナー　＊ ランディス　5Ｆ

13:00－14:00 女性開発セミナー　＊ ランディス　5Ｆ

13:00－15:00 レオフォーラム ランディス　3Ｆ

14:00-15:00 LCIFセミナー　＊ ランディス　5Ｆ

15:00－17:30 GATフォーラム　＊ ランディス　5Ｆ

17:30－19:00 台湾レセプション シルクス・プレイス

18:00－19:30 中国レセプション シルクス・プレイス

19:30－22:30 国際会長歓迎晩餐会（有料行事） シルクス・プレイス

2017年 08:00-10:00 第3回協議会議長と地区ガバナーの会議　＊ ランディス　5Ｆ

11月20日 10:20－12:20 閉会式　＊ ランディス　5Ｆ

(月)

*　日本語通訳あり。

早期登録料（9/30まで）：　120米ドル、10/1からは130米ドル

※　同プログラムは今後変更されることがあります。詳しくは、

　　フォーラム公式サイト：　http://www.oseal2017.org/及び現地配布のプログラムをご確認ください。

第56回 OSEALフォーラムプログラム〔台南〕暫定【案】

2017/10/16時点の
フォーラム組織委員会

ウェブサイト掲載
プログラムによるもので
今後変更の可能性が

ございます。

本部ホテル： シルクス・プレイス・タイナン・ホテル（台南晶英酒店　Silks Place Tainan Hotel )

　　　　　　　　　　　　　　会議会場： 　本部ホテル、漢神アリーナ (漢神巨蛋　Hanshin Arena )

　　　　　　　　　開会式会場：　高雄アリーナ〔高雄巨蛋 K-ARENA 〕

　　　　　　　　　　　　　　　ターイー・ランディス・ホテル（台南大億麗緻酒店　Tayih Landis Tainan Hotel）

高雄三民（サンミン）家商及び
高雄アリーナ屋外

一般用

第４回議長会議要録別紙 


