第 100 回年次ライオンズクラブ国際大会
年次ライオンズクラブ国際大会  2017
2017 年 6 月 30 日（金）～
（金）～7 月 4 日（火）  米国イリノイ州シカゴ
大会登録及びホテル予約申込書
締切日
• 2017 年 5 月 1 日： 大会予備登録及びホテル予約受け付け締切日。 この日以降の登録は、現地で処理されます。
• 2017 年 5 月 1 日： 登録、ホテル予約および/またはチケットを要する行事参加の取り消しに対する払戻し要請提出期限。
大会登録 姓名はパスポートに表示されてあるものと同じつづりで活字体のローマ字で記入して下さい。
名 ___________________________________________

姓 ____________________________________

（あれば、名札用英語名 ________________）

住所：番地・ビル名等 ____________________________

市町村 _________________________________

都道府県名 ___________________________

郵便番号 ______________________________________

国名

電話番号 ______________________________________

FAX 番号 _______________________________ E メール ______________________________

JAPAN

 ライオン  ライオネス  オメガレオ クラブ番号_____________
会員番号 ____________ 地区名 ______ 役職 ________________________
クラブ番号
配偶者／同伴者： 名 _____________________________

姓 ____________________________

（あれば、名札用英語名 ______________）

 ライオン  ライオネス  オメガレオ  ゲスト クラブ番号____________
会員番号 ___________ 地区名 _____ 役職 ____________________
クラブ番号
子供： 名 _____________________________________

姓 ______________________________

年齢 __________________________ アルファ・ レオ

子供： 名 _____________________________________

姓 ______________________________

年齢 __________________________  アルファ・レオ

☐初めて、ライオンズクラブ国際大会に参加します。 ☐初めてではありません。 以前に
☐大会への招待状の要請（査証申請者のみ）[上の欄に必ずクラブ番号を記入]
大会総会は英語で行われ、協会の公式国語の同時通訳が伴います。イヤホンが必要ですか。☐いいえ

大会に参加しました。
☐はい

パッケージ A： 上記の各人の大会登録、並びに大会期間中にシャトルバスが運行されるホテルの予約（一部屋）を含みます。
 2017 年 1 月 13 日以前：
 2017 年 1 月 13 日後：

代表団ホテルの予約
 できれば代表団ホテルを希望します
 できれば次の条件に合ったホテルを希望します

 代表団ホテルが取れない場合、次に希望するホテル_________
 宿泊代が US$__________位のところ
 大会会場の近く

ホテル到着日 ______________ ホテル出発日___________________ 一部屋の宿泊客数： __________ 必要なベッド数
特別要請：

禁煙 

車椅子利用可の部屋

1台 

2台

 その他 _________________________________________________________

 ホテルの保証金は、一般部屋 US＄200、スイート US$350 です。 これは宿泊料金ではなく、部屋の予約を保証するものです。 この保証金は、一人当たりではなく部
屋当たりの金額です。 保証金は、チェックアウト時に宿泊費として充当されます。

パッケージ B：

 ホテルの予約は必要ありません （上記の各人の大会登録のみ）

チケットが必要となるオプション行事

下記の行事に参加する予定です。（参加するには上記の登録が必要）

行事

日時

料金

メルビン・ジョーンズ・フェロー昼食会
地区ガバナー/元地区ガバナー晩餐会

7 月 3 日/ 13:30-15:00
7 月 3 日/ 20:00-22:00

US $75
_________
US $125 _________

数量

合計額
$__________
$__________

支払： 申込みには全額の支払いが必要です。  米ドルのみ受け付けます。 小切手その他の手形は、米国の銀行発行でなければいけません。
• クレジットカードは、ビザかマスター、またはディスカバーカードのみ受け付けます。 • 電信送金については国際本部にお問い合わせください。
登録料
大人
子供（17
アルファレオ
オメガレオ
子供（17 歳以下）
早期
（2017/1/13 以前）
US$130
US$10
US$10
US$60
普通
（2017/1/14～3/31）
US$180
US$10
US$10
US$60
後期
（2017/4/1～現地）
US$200
US$10
US$10
US$60
パッケージ
パッケージ A：
登録料：
チケット料：
ホテル保証金：
合計：
 小切手

US$____________________
US$____________________
US$
200.00
US$____________________

または

 電信送金（支払証明の写しを添付）  ビザ  マスターカード

パッケージ B：
登録料：
チケット料：

US$__________________
US$__________________

合計：

US$__________________

 ディスカバーカード

カード所有者名（カードの表記どおり） ___________________________________カードの所有者名は、大会登録者名と一致していなければなりません
大会登録者名と一致していなければなりません。
大会登録者名と一致していなければなりません
カード番号 ___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-____

有効期限 ____-____ セキュリティコード（3 桁または 4 桁）__________

署名_________________________________________________________________________________________________
申込書及び支払の送付先： Lions Clubs International Attn: Convention Division • 300 West 22nd Street • Oak Brook, IL 60523-8842 USA
• 手続きと確認書
の送付には、4 週間かかります。クレジ
クレジットカード及び
クレジットカード及び電信送金
ットカード及び電信送金の場合は：
電信送金 の場合は： (1-630) 571-1689 にファックスで送って下さい（ファックスで送った場合には
にファックスで送って下さい（ファックスで送った場合には原本を郵送しな
（ファックスで送った場合には 原本を郵送しな
いで下さい）。
いで下さい）。
ご不明な点は： registration@lionsclubs.org まで

ご注意： ライオンズクラブ国際協会は宣伝のため国際大会を撮影します。大会参加者はビデオまたは写真撮影の対象となる場合があります。大会登録をすることによ
って参加者は、撮影された画像の使用をライオンズクラブ国際協会に許可することになることを予めご了承ください。
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