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ライオンズクラブ国際協会 336 複合地区第６３回年次大会 

本登録お申込みについてのご案内とお願い 

 

1. 申込期限 

２０１７年３月３１日（金）  必着 

準備の都合がございますので、期限を厳守下さいますよう特にお願い申しあげます。 

また、予備登録申込書に「不参加」のクラブ様にも、再度ご検討いただきますようお

願い申し上げます。ご参加等ご希望のない場合も、本登録申込書に「不参加」又は「な

し」とご記入の上必ずご送付下さい。 

 

2. 申込書類の送付について 

(1) 宿泊以外の申込書類は、原則メールでの受付とさせていただきます。別途メールにて

お届けする申込用紙または、336複合地区HPより申込用紙（Excelファイル）をダ

ウンロードし、直接入力したものを Eメールに添付して、年次大会事務局にお送り下

さい。尚、メールでの送付が不都合な場合は、ＦＡＸにて受付けいたします。 

 

(2) 大会参加者氏名は、この申込書の記載順に掲載しますので、お名前等が鮮明に読み取れ

るよう、必ず楷書で、読み取りやすくご記入ください。 

 

(3) 前夜祭・記念ゴルフの登録は年次大会とセットで登録をお願いいたします。前夜祭または

記念ゴルフ大会のみの参加はお受けできません。 

 

(4) 本登録申込後の変更・追加・キャンセル等の連絡、また特別なご要望事項等がある場

合は、2017年 4月 7日（金）までにご連絡ください。原則メールでの受け付けとな

ります。お電話でのご連絡は間違いのもとになるため、受付けておりません。必ず E

メールにてご連絡下さい。お手数ですが、よろしくご協力下さい。2017年 4月 7日

（金）以降の変更については、原則としてお受けできませんので、あらかじめご了承

ください。尚、メールでの送付が不都合な場合は、ＦＡＸにて受付けいたします。 

 

(5) ご提出先 

ライオンズクラブ国際協会 336複合地区第 63回年次大会事務局 

〒725-0012 広島県竹原市竹原町 3595 

ＴＥＬ 0846-24-6161  ＦＡＸ 0846-24-6160 

Ｅ－ｍａｉｌ：md336－63th@giga.ocn.ne.jp 

 

3. 代議員登録について 

(1) クラブから正式に派遣される代議員の定数について 

クラブは「大会が開かれる月の前月 1日付国際本部の記録に基づき、少なくとも 1

年と 1日クラブに在籍している会員 10人ごと及びその過半の端数（5人以上）につ

いて、代議員 1人及び補欠 1人を複合地区大会に出席させることができる」（国際付

則第 9条第 3項）と規定されておりますので、2017年 4月 1日現在により算定して

ください。 

例 会員数４７名のクラブの場合、５名の代議員と５名の補欠となります。但し、議

決権を有するのは正規代議員数（クラブ代議員定数＋現・元ガバナー）のみです。 

 

(2) クラブ代議員 

大会議事運営の委員長、副委員長、委員として大会議長から任命される役員（同封

の大会議事運営構成表をご参照ください）は必ず、また各地区役員もなるべく所属
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クラブから派遣される代議員の一員として定数に含めて登録するようご配慮下さい。 

 

(3) その他代議員 

地区ガバナーおよび元国際理事は、それぞれ国際会則第 5条 2項及び第 6条 2項に

より、また前・元地区ガバナーは、国際付則第 9条第 3項により正規代議員権を行

使できますので、クラブ代議員派遣定数にプラスして代議員登録してください。 

※ 元国際理事の方々に関しましては、来賓としてご臨席をお願いいたしますので、

クラブから登録申込の必要はありません。 

※ 地区ガバナー及び前・元ガバナーがご出席の場合は、他の出席者と同様に本登

録申込にてクラブとして一括してお申込みください。 

 

(4) 新結成のクラブについて 

国際付則第９条第３項により「各クラブは、少なくとも１人の代議員及び１人の補

欠を出席させる権利を持つ」となっておりますので、積極的にご参加ください。 

 

4. 代議員会について 

(1) 登録受付は、会場 1階ロビーにて行ないます。（受付時間 8：00～8：40） 

代議員の方は、資格審査の関係上、登録時間を厳守してください。 

 

(2) 別紙、プログラム及び日程表に記載の通り、代議員総会に先立って分科会が開催され

ますので、貴クラブの代議員の方に同大会プログラム及び日程表をお渡しいただき、

時間と場所のご連絡をお願いいたします。但し、会場の都合により、分科会の振り分

けの調整をさせていただきますので、ご希望通りにならない場合もあります。ご了承

ください。 

 

5. 一般参加者について 

(1) 登録受付は、会場 1階ロビーにて行ないます。（受付時間 8：30～11：00） 

 

(2) 一般参加の方も、会場に余裕があれば代議員会にオブザーバーとして参加できます。 

 

(3) 複合地区年次大会は、中・四国の会員が一堂に会し交流する年に一度の大会です。 

大会登録料は無料となっております。一般参加者の積極的なご登録をお願いいたしま

す。 

 

6. 前夜祭（2017年 5月 13日（土））について 

前夜祭は、楽しいステージと、自慢の味覚でお楽しみいただきます。 

前夜祭にご参加の場合は、登録料お１人当り 11,000円が必要です。 

 

7. 記念ゴルフ大会（2017年 5月 13日（土））について 

(1) 郷原カントリークラブ（6223Ｙ パー72） 

競技方法 ： 18ホールストロークプレイ（ダブルペリア方式） 

プレイ費 ： セルフプレイフィー 11,000円 

キャデイ付プレイは、設定がないためお受けできません。 

 

(2) 記念ゴルフ大会ご参加の場合は、登録料お１人当り 5,000円が必要となります。定員

は 200名を以って締め切らさせていただきます。 

 

(3) ゴルフ同好会をお持ちのクラブ様には、同好会を同時開催していただくこともご検討

ください。 
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(4) 記念ゴルフ大会上位入賞者の表彰は前夜祭の中で行ないますので、記念ゴルフ大会参

加の皆様は、前夜祭にも是非ご参加ください。 

 

(5) その他の入賞者の方は、翌 5月 14日に大会式典会場の呉市総合体育館（オークアリーナ）

に賞品引渡し所を設置いたしますので、そちらで商品をお受け取りください。 

 

8. 物販コーナー及び昼食場所について 

(1) 物販コーナー 

大会当日、会場内外において地元の名産品の数々の販売をいたしております。 

ぜひご利用ください。 

 

(2) 昼食弁当 

従来の大会と同様、昼食弁当（お茶付）1,500円（税込）のご予約を承ります。本登

録の際にお申し込みください。尚、予約販売のみですので、ご希望の方は必ず「本登

録申込書」にご記入をお願いします。 

お弁当を食べていただく場所を準備しておりますのでご利用ください。 

 

 

9. ご宿泊について 

(1) 宿泊のお申込みは、㈱近畿日本ツーリスト中国四国 広島支店が窓口となっております。 

 

(2) 別紙「宿泊申込みのご案内【本登録】」をご参照いただき、「宿泊申込書【本登録】」に

ご希望のホテル区分（Ａ～Ｆ）をご記入の上、郵送または FAXにて㈱近畿日本ツーリ

スト中国四国 広島支店宛まで直接お申込み下さい。 

※宿泊申込先 

㈱近畿日本ツーリスト中国四国 広島支店  

 〒730-0032 広島市中区立町 1－24 有信ビル 7階 

 TEL： 082-221-6112 FAX：082-221-7039 

 （担当：齋藤・安田） 

 

(3) 予備登録で宿泊をお申し出されたクラブにおかれましても、本登録時での申込みが再

度必要です。 

 

(4) 本登録の宿泊申込み締切は 3月 31日（金）となっております。 

 

(5) 申込み締切後に調整の上、４月中旬から下旬に、㈱近畿日本ツーリスト中国四国 

広島支店より「宿泊予約確認書兼請求書」がＦＡＸされます。但し、宿泊調整に時間を要

し遅れる場合がございますので、予めご了承願います。 

 

(6) ご請求金額は請求書記載期日までに、㈱近畿日本ツーリスト中国四国 広島支店指定口座

にお振込下さい。 

 

 

10. 交通について 

(1) 記念ゴルフ大会 

郷原カントリークラブ 

（呉市郷原町西横尾 412 TEL：0823-77-1111） 

 車 仁保 I・Cより約 30分 広島市中心部より約 50分 

 車 山陽道 高屋ＪＣＴより呉道路で 約 25分 
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(2) 前夜祭 

クレイトンベイホテル 

（呉市築地町 3-3 TEL：0823-26-1111） 

 タクシー JR呉駅より 所要時間約 5分 

 車 呉インターより 所要時間約 5分 

 JR呉駅から専用シャトルバスで約 5分 

 

(3) 代議員分科会・代議員総会・大会式典会場 

呉市総合体育館（オークアリーナ） 

（呉市広大新開 1-7-1 TEL：0823-74-0909） 

 電車 JR広駅より 徒歩約 7分 

 車 山陽道 高屋ＪＣＴより呉道路で 約 30分 

 車 呉駅前より約 20分 

 

(4) 駐車場について 

駐車場の確保には手を尽くしておりますが、可能な方は乗合せてお越しいただきます

よう、ご協力お願いいたします。 

 

11. 登録料（宿泊以外）の振込について 

 

(1) 各種登録料（記念ゴルフ大会・前夜祭・お弁当代）は、貴クラブにおいてお取りまと

めの上、下記の口座へ一括してお振込み願います。 

 振込先 広島銀行 竹原支店 （普）３２３４５５５ 

  ＭＤ第６３回年次大会事務局 事務局長 鹿島富士雄 

 振込期限 ２０１７年４月７日（金） 

 振込手数料 誠に勝手ながら、振込手数料は貴クラブにてご負担をお願いいたし

ます。 

 

(2) お振込み時に、別紙「送金明細通知書」を大会事務局まで、Ｅメールにてご送付くだ

さい。お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。 

 

(3) 各種登録料（記念ゴルフ大会・前夜祭・お弁当代）は、振込期限後のお取消しについ

ては、ご返金致しかねますので、予めご了承願います。 

 

12. 注意事項 

◆ 予備登録にて申込の方も、必ず本登録申込をお願いいたします。 

本登録申込にて、各種申込が確定します。 

◆ 各種申込の際には、送付先のアドレスの確認を再度お願いいたします。 


