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DGEセミナー登録と旅行手配に関するご案内 
米国ネバダ州ラスベガスで開催される2018年地区ガバナーエレクト（DGE）セミナ
ーおよび第101回国際大会についてのご案内を申し上げます。

この冊子には、以下の情報が記載されております。

• DGEセミナーおよび国際大会の登録方法
• ネバダ州ラスベガスでのホテル予約方法
• 旅行の予約手配方法

• DGEセミナー中の服装について

本冊子の内容を十分にご確認ください。計画を立てる際には、DGEセミナー行事予定表（暫定）をご参照くださ
い。ホテル予約と旅行手配を確実に行えるよう、登録及び旅行申込書を2017年12月15日（金）必着で国際本部の 
大会登録及び宿泊課までご返送ください。

2018年5月には国際協会よりお手元に、ホテル予約確認書、空港からの送迎利用券、食費の支払い（該当する場
合）、セミナー最新情報を含む関連資料の第2便が届きます。 

2018年DGEセミナーに関するご質問は、下記までお問い合わせください。

ご質問の内容： 担当者 電話番号 Eメール

登録/ホテル 

の手配 

ペニー・シウラ

キャシー・ゴーガン

+1 630-468-6731

+1 630-468-6863

dgeseminar@lionsclubs.org

dgeseminar@lionsclubs.org

旅行/航空券の手配
リンダ・ロハー

ジャン・イカー

+1 630-468-6832

+1 630-468-6877

dgetravel@lionsclubs.org 

dgetravel@lionsclubs.org 

旅費の払戻し ローラ・デルガード +1 630-468-6846 laura.delgado@lionsclubs.org

セミナ・ープログラムの内容/

食費の支払いを 

受けるための条件

シンシア・ビアンキ +1 630-468-6770 cynthia.bianchi@lionsclubs.org 

食費の支払い・ 

払戻し
リンダ・ブルゾスカ +1 630-468-6844 lindabrzoska@lionsclubs.org  

最新情報は、ライオンズクラブ国際協会の公式ウェブサイト（www.lionsclubs.org/JA、「DGE」で検索）、またはDGE
のFacebookページ（「2018 DGE Las Vegas」で検索）に掲載されています。

皆様をラスベガスにお迎えできますことを楽しみにしております！

mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
mailto:dgetravel%40lionsclubs.org%20?subject=
mailto:dgetravel%40lionsclubs.org%20?subject=
mailto:laura.delgado%40lionsclubs.org?subject=
mailto:cynthia.bianchi%40lionsclubs.org%20?subject=
mailto:lindabrzoska%40lionsclubs.org%20?subject=
mailto:linda.brzoska%40lionsclubs.org%20?subject=
http://www.lionsclubs.org/JA
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主な締切日 

12月15日（金）  �à  2018年DGEセミナー及び国際大会登録及び旅行申込書 の提出期限

12月29日（金） �à  DGE課題の完了期限（食費の支払いを受けるための条件）

1月31日（水）   �à 2018年DGEセミナーへの航空券予約完了期限

2018年5月 �à  ホテル予約確認書、空港からの送迎利用券、食費の支払い、セミナー最新情報
を含む関連資料発送

5月11日（金） �à  同伴者航空運賃払戻し請求書の提出期限

6月25日（月） �à DGEホテルチェックイン日

7月4日（水）  �à DGEホテルチェックアウト日

7月27日（金）    �à 国際本部への現地交通費払戻し請求書の提出期限

http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
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登録および宿泊手配 -  
DGEセミナーと国際大会
2018年DGEセミナーおよび国際大会へのDGEの登録と宿泊手配は国際本部が承ります。DGEは全員、MGMグラ
ンドホテルにご宿泊いただきます。MGMグランドホテルに関する情報は、こちらをクリックしてください。

手続きを始めましょう！ 

ステップ1：2018年DGEセミナー及び国際大会登録及び旅行申込書にDGEと同伴者の情報を記入
し、2017年12月15日（金）までに dgeseminar@lionsclubs.org宛てに提出します。  

 ❑  DGEの登録料は免除されます。成人同伴者の登録料150ドルは、地区ガバナーエレクトに支払われ
る食費（該当する場合）から差し引かれます。

 ❑  お子様その他のご家族を国際大会に登録される場合は、国際大会登録用紙 をダウンロードしてご
記入の上、dgeseminar@lionsclubs.orgまでご提出ください。

ステップ2：国際本部より登録を確定するEメールをお送りし、航空券の予約に関する詳細をお知らせしま
す。ネバダ州ラスベガス行きの詳しい航空券予約手順に従ってください。旅行の細かい手続き方法は、地理的
所在地によって異なります。 

 ❑  DGEの航空券予約はすべて、国際協会指定の旅行代理店によって行われなければなりません。 
予約の完了期限は2018年1月31日（水）です。 

 ❑  承認されているDGEの到着日は6月25日（月）、出発日は7月4日（水）です。

ステップ3： 

 ❑  添付書類2でお住いの国について確認し、記載された旅行予約方法に従ってください。 

 ❑ 旅行会社に連絡し、旅行の予約をしてください。

 ❑  予約後24時間が経過してからの変更については、運賃の増額やペナルティ/手数料が課されること
がありますが、このような追加料金は自己負担となります。

 ❑ 別途記述のない限り、航空券はすべてEチケットです。 

 ❑ 添付書類2でご自身の航空運賃の支払い/払戻しについて確認し、記載された方法に従ってください。  

http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:%20dgeseminar%40lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/resources/JA/pdfs/lcicon/lcicon-registration-form.pdf
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
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ホテルについて
国際本部では、登録及び旅行申込書が届き次第、承認されている到着日（6
月25日月曜日）から出発日（7月4日水曜日）までの日程で、DGEおよび成人
同伴者1名の客室をMGMグランドホテルに予約いたします。大会終了時まで
DGEホテルに滞在することが求められます。

 ❑  前泊・延泊をご希望の場合は、登録申込書に日程をご記入くだ
さい。追加泊分は、毎日課金されるリゾートフィー同様、自己負
担となります。また、空き状況によってはご利用いただけないこ
とがあります。 

 ❑  ライオンズクラブ国際協会は、その承認した日程のみについ
て、ベッド1台または2台の二人部屋1室分を支払います。追加
のゲストおよび/または部屋を希望される場合は、国際本部を通
じてご予約いただく必要があります。国際本部での予約手続き
が完了し次第、追加で予約された部屋のホテル保証金200ドル
が必要となります。

 ❑  DGEの宿泊は国際協会が管理しております。混乱を避けるた
め、ホテルに直接連絡することはご遠慮ください。ご要望はすべ
て、国際本部（dgeseminar@lionsclubs.org）までご連絡ください。
ホテル予約確認書は、2018年5月の国際本部からの郵便物に
同封されます。ラスベガスに必ず持参し、チェックイン時にフロン
トデスクに提示してください。

前泊・延泊分の宿泊費、インシデンタル（客室付けの雑費）、追加ゲスト、日々のリゾートフィ

ー、およびこれらに伴う税金などによる残高は、チェックアウト時にMGMグランドホテルより

DGEに請求されます。

 お体の不自由
な方 

 ❑   ライオンズクラブ国際協

会は、お体の不自由な方

のご要望にお応えできる

よう最善を尽くします。特

別援助要請フォームに必

要な援助を詳しくご記入く

ださい。

 ❑   国際協会がご要望をホテ

ルに連絡します。部屋の

タイプ、ベッド、特別要請

に応じられる部屋は数に

限りがあり、チェックイン時

の部屋の空き状況によっ

てはご利用いただけない

場合があります。また、前

もって確保することもでき

ませんので、ご了承くだ

さい。 

http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
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ラスベガスでの空港送迎 
DGEとその成人同伴者1人には、承認された旅行日の空港とMGMグランドホテル間の送迎が、国際協会より無料
で提供されます。DGEと成人同伴者1人の送迎利用券は、2018年5月の国際本部からの郵便物に同封されます。

 ご家族用の追加送迎利用券をご購入の場合には、国際本部（dgeseminar@lionsclubs.org）までご連絡ください。   

旅行の規程と手順   

フライト：

DGEおよび成人同伴者の航空券の手配はすべて、2018年1月31日（水）までに完了しなくてはなりませんので、ご
注意ください。早期に予約すると最短ルートの航空券が手に入りやすく、フライトの選択肢も広がり、席を確保でき
る可能性も高まります。  

添付書類2の航空券手順に従ってご予約ください。
手続き方法は、地理的所在地によって異なります。

DGEセミナー旅費払戻し方針 

ライオンズクラブ国際協会は、下記の旅行経費を払い戻します。

 ❑  地区ガバナーエレクトのエコノミークラス最短
ルート往復航空券1枚。
• 航空券の払戻しは、旅行期間における最

も低額の標準運賃または割引価格のエコ
ノミークラス運賃に基づいて行われます。

• 払戻しを受けるには、国際協会の旅行規
程に従う必要があります。

 ❑  自宅と最寄り空港間の往復交通費に関して
は、ライオンズクラブ国際協会DGE現地交通
費請求書 と領収書を提出することで、払戻し
を受けられます。最新版の用紙は国際協会ウ
ェブサイトの「財務資料」のページに掲載され
ています。

 ❑  空港での駐車料金は、空港までの往復の走
行費用、タクシー代、バス代、電車代、またはシャトル料金を超えないことを条件として払い戻されま
す。

 ❑  国際協会は、地区ガバナーエレクトのものに限り、サイズ・重量ともに航空会社の規定内に収まる預
入れ手荷物一つ分の料金を払い戻します。
•  それ以上の手荷物料金や超過荷物料金は自己負担となります。手荷物に関する規定は航空会

社によって異なります。詳細については、各航空会社にお問い合わせください。
•  預入れ手荷物一つ分の料金は、自宅と空港間の交通費と併せて請求することができます。

mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/resources/finance/index.php
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成人同伴者旅費払戻し方針 

ライオンズクラブ国際協会は、成人同伴者の下記の旅行経費を払い戻します。

 ❑  国際協会は理事会方針に従い、該当する場合には地区ガバナーエレクトの成人同伴者1人に対し、
地区ガバナーエレクト・セミナーおよび国際大会への旅費を500ドルまで支払います。
• 払戻しの対象は航空運賃のみとなります
• 成人同伴者の預入れ手荷物の料金は自己負担です

 ❑ 成人同伴者の航空券の手配は、以下の方法で行うことができます。 
• カールソンワゴンリット・トラベル社（CWT）
• 任意の旅行代理店
• 航空会社で直接予約
• 旅行ウェブサイトでオンライン予約

 ❑  成人同伴者のフライト料金にはすべて、発券時に自らの責任でご清算ください。

 ❑  航空会社は、さまざまな理由によって頻繁にフライトスケジュールや運行時間を変更します。  スケジ
ュールの変更があった場合、航空会社はチケットを再確認し、場合によっては旅行代理店に航空券
の再発行を求めることがあります。これにより、チケット1枚ごとに再発行手数料が発生する場合もあり
ます。  

 
  CWT社は、DGEセミナーのために自社で直接予約されたフライトの状況を常に把握しています。  

DGE分のチケット再発行手数料は国際協会が負担します。CWTが成人同伴者のチケットを再発行し
なければならなくなった場合、再発行手数料はDGEの負担となりますが、成人同伴者に対する500ド
ルの払戻しの対象となります。成人同伴者分のチケット再発行手数料と航空運賃が500ドルを超える
場合には、差額は自己負担となるため、支払いの責任はDGEが負うことになります。

 ❑  500ドルまでの払戻しを受けるには、地区ガバナーエレクトが、必要事項を記入した地区ガバナーエ
レクト成人同伴者旅費請求書（添付書類3） に以下の書類を添えて提出する必要があります。
•  発券済み旅程表のコピー（経路、航空会社、便名、座席クラス、到着/出発日時、航空運賃、チ

ケット番号がすべて明記されたもの）
• 支払いの証明となるもの（領収書またはクレジットカード明細書のコピー）

チケットの予約が済み、支払いの証明書類が入手でき次第、請求書をご提出いただけます。以上の書類を国際本
部の会計課に、2018年5月11日（金）までにご提出ください。

国際協会は、協会の利用する銀行が電子取引を許可している国においては、電信での支払いオプションを提供・
奨励しています。電信送金を行えるかについては、「財務資料」のページ でご確認ください。該当する場合には、
適切な直接振込同意書に必要事項をご記入の上、accountspayable@lionsclubs.orgまでご提出ください。

http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/resources/finance/index.php
mailto:accountspayable%40lionsclubs.org%20?subject=
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その他の移動手段

自家用車、電車、バス等、ネバダ州ラスベガスへの旅行に飛行機以外の交通手段を利用する場合は、協会の経
費払戻し方針に従って一定の経費が支払われます。 

払戻しの上限額は、2018年4月2日現在の最低航空運賃の1.5倍までとなります。ただしこれは、成人同伴者が同
伴し、その経費合計が500ドルを超えない場合に限られます。単身の場合は、1人分の航空運賃までが払い戻され
ます。  他のDGEと相乗りの場合も、払い戻されるのは1人分のみです。ホテル代、食費、走行費用、通行料、大会
ホテルでの駐車料金のすべてを含めて、払い戻されるのはこの金額のみとなります。ラスベガスへの自家用車で
の旅行をお考えの場合には、1日当たりの駐車料金が平均12ドルであることにご注意ください。駐車料金は変更さ
れる場合があります。  DGE運転請求用紙は、 DGEウェブページおよび国際協会ウェブサイトの「財務資料」のペ
ージに掲載されています。

払戻しを受けるには、DGE運転請求用紙に必要事項をご記入の上、領収書を添えて2018年7月27日（金）までに
国際本部の会計課に提出してください。

* 地区ガバナーエレクトの所属地区が暫定地区である場合、あるいは24カ月以上続けて移行地区となって
いる既存の地区である場合には、協会はその成人同伴者の旅費の支払い/払戻しを行いません。

地区ガバナーとしての年度の終了時に、その移行/暫定地区が35クラブ/会員1250人の最低条件を満たして
いた場合、あるいは1人以上の会員純増を達成していた場合には、現行の方針に基づき、成人同伴者の旅
費の払戻しを受けることができます。払戻しを受ける条件を満たしたとの通知が国際本部から届くまで、成人
同伴者の航空運賃の領収書を保管しておいてください。成人同伴者の旅費を、他の人に譲渡することはで
きません。

大会前後の旅行 

大会前後に観光ツアーを計画される際は、その日程が
DGEセミナーおよび国際大会の承認されている日程
（6月25日到着、7月4日出発）と重ならないようご注意く
ださい。

航空運賃の払戻しは、承認されている日程で旅行した
場合のラスベガス往復の最も低額の標準運賃または
割引価格のエコノミークラス運賃に基づいて行われま
す。大会前後の別の日程の航空運賃がこれを上回る
場合、差額は自己負担となります。上記の承認された
日程以外でのホテル宿泊料金、食費、旅費について
も、自己負担となります。  

http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
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DGEセミナー行事予定表 
DGEセミナーのウェブサイトでDGEセミナー行事予定表（暫定）をご確認ください。スケジュールは変更されることが
あります。 

DGE課題ガイド/  
食費 
DGEのお手元に、自習課題についてのEメールが届き
ます。自習課題は、地区ガバナーとしての成功に欠か
せないスキルを取り上げた文書と、それに伴う小テスト
で構成されています。すべての課題を指定期日までに
終えることは、2018年DGEセミナーで食費の支払いを
受ける必須条件となっていますので、期日を守ることが
重要です。

支払い対象となる場合、2018年5月の確認書等の郵便
物に、食費が同封されます。電信による支払いを設定
している地区に対しては、出発日までに処理が行われ
ます。

ライオンズクラブ国際協会は、ラスベガスでの小切手の
現金化または両替のサービスは行いませんので、ご注
意ください。（ただし、ラスベガス市内にはATMがたくさ
んあるほか、空港やMGMグランドホテルでも両替サー
ビスは利用できます。）小切手は受け取り次第、直ちに
現金化されることを強くお勧めいたします。協会は会場
での小切手の発行も行いません。

成人同伴者の食費は支払われません。

http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
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全体での食事
DGEセミナーのプログラムには、以下の食事会が組み込まれています。

地区ガバナーエレクト

• DGE昼食会 – 6月27日(水）
• DGE昼食会 – 6月28日(木）
• DGE昼食会 – 6月29日(金）
• DGEセミナー祝賀晩餐会 - 6月29日(金）    

成人同伴者

• DGEセミナー祝賀晩餐会 - 6月29日(金）

DGE祝賀晩餐会に出席するのは、DGEと各1人の成人同伴者です。追加ゲストのご登録については、ペニー・シ
ウラ（dgeseminar@lionsclubs.org）までお問い合わせください。DGE晩餐会に追加ゲストが出席する場合、年齢を問
わず1人当たり150ドルを申し受けます。また、席に余裕がない場合もあります。 

翻訳/通訳 
DGEのグループ分けは、国際本部の地区及びクラブ行政部によって決定される地区の公式言語に基づき行われ
ています。グループに分かれてのセミナーは、そのグループの言語が堪能なリーダーによって進められます。言語
グループの変更をご希望の場合には、シンシア・ビアンキ（cynthia.bianchi@lionsclubs.org）宛ての書面にて、2018
年1月31日（火）までに要請してください。尚、グループの定員によっては変更できない場合もあります。

開会式とすべてのゼネラルセッションは、英語で行われます。ライオンズクラブ国際協会は、中
国語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ヒンディ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガ
ル語、スペイン語、スウェーデン語による同時通訳を提供いたします。 

通訳の必要なDGEと同伴者には、ラスベガスで通訳イヤホンをお配りします。

個人通訳

個人通訳を同伴される場合には、その通訳は前もって国際協会に登録し、その規程と手順に従わなければなりま
せん。担当ペニー・シウラ（dgeseminar@lionsclubs.org）にお申し付けくだされば、個人通訳登録用紙をご送付いた
します。必要事項を記入した用紙と関連の費用をペニー・シウラ宛てに、2018年1月30日（火）までにご返送くださ
い。グループのスペースに余裕がない場合、承認されない場合もあります。

mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
mailto:Cynthia.bianchi%40lionsclubs.org?subject=
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=
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パスポートとビザ 
米国ネバダ州ラスベガスへの渡航には、旅行者の国籍や滞在期間によって、パスポートおよび/またはビザが必
要となります。パスポートは署名されているとともに、ビザ・スタンプを押すための余白ページが十分にあるものでな
ければなりません。また、パスポートの有効期間が、滞在期間以降6カ月以上残っている必要もあります。ビザに関
する要件については、最寄りの領事館でご確認ください。 

情報は、www.travel.state.govでも確認できます。旅行関連書類に関する詳
細は、「LCICON」ページもご確認ください。海外からの渡航者用のDGE招
待状はお求めに応じて発行いたしますので、Convention@lionsclubs.org.ま

でお申し付けください。

米国市民の場合、パスポート、運転免許証、または州発行の写真付き身分
証明書が必要となります。詳しくはwww.tsa.govをご覧ください。 

服装について  

男性 女性

ビジネス ビジネス・スーツまたはブレザー、ネクタイ着用
スーツ、またはスカートかスラックスのセパレー
ツ、ワンピース

フォーマル 白または黒のタキシード イブニングまたはカクテルドレス

地区/複合地区 
ユニフォーム

地区や複合地区が定めた上着とネクタイまたはスカーフ等

DGEセミナー行事における服装：

グドラン・イングバドター第一副会長およびヨン・
ビャルニ・ソルステインソン博士との写真撮影

ビジネスまたは地区/複合地区ユニフォーム

開会式、すべてのゼネラル・セッション、グルー
プ・セッション 

ビジネスまたは地区/複合地区ユニフォーム

DGEセミナー祝賀晩餐会 フォーマルまたは民族衣装

http://www.travel.state.gov
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/attendees/visas.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:Convention%40lionsclubs.org?subject=
http://www.tsa.gov
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変更が必要な時は
登録申込書を提出した後で変更の必要が生じた場合には、Eメール（dgeseminar@lionsclubs.org）でお知らせくだ
さい。変更は、2018年3月30日までにお知らせくださいますようお願いいたします。

 ➠  ホテル到着日や出発日を変更する必要がある場合。ホテルの空き状況によって変更できないことが
あります。

 ➠ 地区ガバナーエレクトまたは成人同伴者の名前の綴りを訂正する必要がある場合。

 ➠  地区ガバナーエレクトまたはその成人同伴者が、DGEセミナーおよび/または国際大会に出席できな
くなった場合。直ちに国際本部にお知らせください。

 

ラスベガスでお会い
しましょう！

http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:dgeseminar%40lionsclubs.org?subject=




大会登録及び宿泊課
ライオンズクラブ国際協会 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
lionsclubs.org
Eメール：dgeseminar@lionsclubs.org
電話：630.468.6914  Fax：630.571.1689
facebook.com/lionsclubs
lcicon.org
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