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第一副地区ガバナー／地区ガバナーエレクト各位 
 
皆様を第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクト(FVDG/DGE)セミナーにお迎えできます

ことを楽しみにしております。本年度は特に、米国イリノイ州セントチャールズの Q セ

ンターにおいて FVDG/DGE セミナーを開催するという、特別な年となります。Q センタ

ーは、シカゴから約 56 キロ離れた場所にあり、米国中西部で最大の会議施設です。Q セ

ンターでは、フォーチュン 500 社の役員研修をはじめ、大規模な団体会議や特別行事が催

されています。この素晴らしい施設内には、研修設備だけでなく、食堂や宿泊施設が揃っ

ています。 
 
FVDG/DGE の皆さんには、1 週間の充実したトレーニングをはじめ、副会長との写真撮影、

ライオンズクラブ国際本部の訪問などをお楽しみいただけます。また、世界中から集まる

仲間の FVDG/DGE とのつながりを深めると共に、地区を率いる次年度の準備となるアイ

ディアの共有ができます。 
 
国際本部職員は、皆さんのセミナー出席のお手伝いだけでなく、このセミナーが思い出深

く、実りの多いものになるよう、助力させて頂く所存です。 
 
どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 
ライオンズクラブ国際協会 FVDG/DGE セミナー・チーム 
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FVDG/DGE セミナー登録と旅行手配に関するご案内 

米国イリノイ州セントチャールズの Q センターで予定されている、2019 年第一副地区ガバナー

（FVDG)/地区ガバナーエレクト(DGE)セミナーの情報を皆さんにお伝え出来ますことを非常に嬉

しく思います。 

FVDG/DGE セミナーは、地区ガバナーとしての 1 年に備え、学習の機会を第一副地区ガバナー/地
区ガバナーエレクトに提供するものです。セミナーでは、1 週間に渡る研修をはじめ、副会長と

の写真撮影、ライオンズクラブ国際本部の訪問などを予定しております。セントチャールズでの

FVDG/DGE セミナーは、第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクトの為だけに行われるものです。

同伴者やゲストは参加することが出来ませんので、予め、ご了承ください。 

この冊子には、以下の情報が記載されております。 
 

• 米国イリノイ州セントチャールズでの 2019 年 FVDG/DGE セミナーへの登録 
• 米国イリノイ州セントチャールズの Q センターの宿泊予約 
• 米国イリノイ州セントチャールズまでの旅行予約 
• イタリア・ミラノでの 2019 年 FVDG/DGE セミナー及び国際大会への登録 

 
本冊子の内容を十分にご確認ください。協会がホテルの予約を確実に行えるよう、2019 年

FVDG/DGE 登録及び旅行申込書を 2018 年 10 月 22 日（月）必着で大会登録及び宿泊課までご返

送ください。 
 
尚、Q センターの詳細をはじめ、イリノイ州セントチャールズへの旅行予約手順、空港から Q セ

ンターへの送迎、FVDG/DGE セミナー予定、イタリア・ミラノでの FVDG/DGE セミナー及び国

際大会の登録に関する情報が記載された関連資料の第二便 が 2019 年 1 月に E メールで送信され

る予定です。 
 
また、FVDG/DGE セミナー及びミラノ国際大会の詳細、登録及びホテル予約の確認書、

FVDG/DGE セミナー及びミラノ国際大会の予定を含む、関連資料の第三便 は、2019 年 5 月に E
メールで送信される予定です。 

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)で
「FVDG/DGE セミナー」を検索してください。 
 
皆様をセントチャールズにお迎えできますことを楽しみにしております。 

 
 

  

http://www.lionsclubs.org/
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今からご計画を！ 
 
 
10 月 22 日（月）  Q センターでの 2019 年 FVDG/DGE セミナー用の

FVDG/DGE 登録及び旅行申込書を国際本部に提出する

締切日 
 
11 月 30 日（金）   Q センターでの 2019 年 FVDG/DGE セミナー用の航空券

を予約する締切日 
 
2019 年 1 月   Q センターの詳細をはじめ、イリノイ州セントチャール

ズへの旅行予約手順（空港送迎情報を含む）、

FVDG/DGE セミナー予定をまとめた、関連資料の第二

便の送付  
 
2 月 11 日（月）    Q センターのチェックイン日 
 
2 月 15 日（金）    Q センターのチェックアウト日 
 
2 月 28 日（木） 2019 年 FVDG/DGE セミナー及びミラノ国際大会に登録

する締切日  
 
3 月 15 日(金） Q センターでのトレーニングに関する、全ての 旅行経

費を国際本部の会計課に提出する締切日 
 
2019 年 5 月   FVDG/DGE セミナー及びミラノ国際大会に関する情報

及び予定、ミラノ大会登録及びホテル予約確認書、ミラ

ノ到着時の空港送迎を含む旅行案内をまとめた、関連資

料の第三便（オンライン）の送信             
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FVDG/DGE セミナーの 
登録及び宿泊の手配 

 

手続きを始めましょう！ 
 

ステップ 1：2019 年 FVDG/DGE セミナー登録及び旅行申込書を記入し、10 月 22 日

（月）までに国際本部（dgeseminar@lionsclubs.org）に返送する 
 アメリカ・イリノイ州セントチャールズでの FVDG/DGE トレーニング・セミナー

は、第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクトののみが出席を認められており、

同伴者やゲストは参加することが出来ませんので、予め、ご了承ください。 
 国際本部より登録フォームの受領確認の E メールをお送りする際に、航空券の予

約に関する詳細をお知らせします。  
 その後 2～4 週間以内に、ライオンズクラブ国際協会が承認している日程（2 月 11

日(月)～2 月 15 日(金)）のホテル予約確認書が、Q センターよりオンラインで送信

されます。  
(上記日程以外の Q センターでの宿泊費は自己負担となります。尚、客室の空き状

況によってはご利用頂けないことがあります。自己負担費用は、チェックアウト

時に直接、Q センターにお支払いください） 
 受領確認のメッセージが国際本部から届かない場合には、国際本部まで E メール

（ dgeseminar@lionsclubs.org）でご連絡ください。 
 
ステップ 2：航空券の予約 
 添付書類 2 でお住いの国について確認し、記載された予約方法に従ってください。 
 FVDG/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 11 月 30 日（金）です。 
 旅行会社に連絡し、旅行の予約をしてください。 
 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。 
 Q センターへの送迎を手配いたしますので、皆さんのフライト予定を国際本部にご

連絡ください。国際本部の承認している日程を延長して滞在される場合には、その

旨を国際本部にお伝えください。 
 

 
重要：ホテル予約と航空券の日程が合っているかを必ず確認してください。ご不明な点

等がございましたらば、当方（dgeseminar@lionsclubs.org）までお問い合わせください。   

 
 
 
 

mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
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アメリカ・イリノイ州セントチャールズ 
Q センターコンファレンスセンター 

 
 
Q センターは、イリノイ州セントチャー

ルズに 95 エイカーの敷地を有する、米国

中西部最大の会議施設です。Q センター

は、シカゴから西に約 56 キロ離れた場所

に位置します。また、Q センター敷地内

には、食堂をはじめ、会議室、宿泊施設

があります。  
 
Q センターの宿泊施設は、シングルベッドと使いやすい作業スペースが設置された寮ス

タイルのスタンダードルームです。シャワーを伴った個別の浴室があります（湯船はあ

りません）。また、室内は禁煙です。Q センターの各部屋では、無料の Q センターQ
ベーシック WIFI、26 インチの高画質テレビ、ケーブル・チャンネルをご利用頂けます。

Q センター・プレミアム WIFI を追加（1 日 15 ドル）でご利用いただく事も出来ます。

但し、この費用は個人負担となります。コーヒーメーカー、ラジオ付き目覚まし時計、

ヘアドライヤー、アイロン、アイロン台、各種の洗面用具が部屋に設置されています。  
  
 
また、Q センター内には、ギフトショ

ップをはじめ、無料で利用できるセル

フサービスの洗濯室、有人のビジネス

センター、フィットネスセンター、瞑

想/祈祷用の部屋があります。  
 
 
 
 

 
Q センターは、第一副地区ガバナー/地区

ガバナーエレクトが地区ガバナー任期の

準備に集中できる環境を提供します。会

議室には、防音壁、人間工学に基づいた

椅子、Q センターQ ベーシック WIFIが設

備されています。   

 
 

宿泊施設  
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FVDG/DGE 登録及び旅行申込書を受け取り次第、ライオンズクラブ国際協会は宿泊施

設を予約します。ライオンズクラブ承認している日程は、到着が 2 月 11 日（月）、出

発が 2 月 15 日（金）です。皆さんは、第一地区ガバナー/地区ガバナーエレクト・セミ

ナー研修プログラムの全期間中、Q センターに滞在する必要があります。 
 
 ライオンズクラブ国際協会は、協会が承認した日程のみ、ツインサイズベッド 1

台の個室の費用を支払います。同伴者/ゲ
ストは、第一副地区ガバナー/地区ガバナ

ーエレクト・セミナーには出席すること

は出来ません。 
 Q センターは、お体の不自由な方々のニ

ーズにできる限りお応えすべく努力致し

ます。特別援助要請フォームに必要な援

助を詳しくご記入いただき、国際本部宛

（dgeseminar@lionsclubs.org)に返信してく

ださい。   
 上記日程以外の Q センターでの宿泊は自己負担となります。尚、客室の空き状

況によってはご利用頂けないことがあります。延泊や料金については、国際本部

（ dgeseminar@lionsclubs.org）にお問い合わせください。 
 Q センターでの宿泊は、ライオンズクラブ国際協会が管理します。混乱を避ける

ため、Q センターに直接連絡することはご遠慮ください。宿泊に関するあらゆる

質問は、国際本部（dgeseminar@lionsclubs.org)まで直接、ご連絡ください。  
 前泊・延泊分の宿泊費、インシデンタル（客室付けの雑費）、及びこれらに伴う

税金などによる残高は、チェックアウト時に Q センターより FVDG/DGE に請求

されます。 
 

Q センターでの食事 
 

ライオンズクラブ国際協会が、

FVDG/DGE セミナー研修期間中の朝

食、昼食、夕食を提供します。Q セ

ンターでは、種々な料理（菜食及び

インド式菜食料理を含む）をバイキ

ング・スタイルでご提供しますので、

ご自身の好みや食事制限に合わせて

お召し上がりいただけます。  
 
 

            
旅行の規定と手順 

mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
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フライト： 

 
全 FVDG/DGE のフライトは、11 月 30 日（金）までに手配してください。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。Q センターへの最短都市はシカゴです。出席者は、シカゴ・オ

ヘア空港又はミッドウェイ空港をご利用ください。 
 
添付書類 2 の航空券予約手順に従ってご予約下さい。  
 
手続き方法は、地理的所在地によって異なります。 

 

FVDG/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。 
 

航空運賃：  
 

FVDG/DGE 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。 

 
自宅と空港間の交通 

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

FVDG/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、空港までの往復マイル数算出金額、タクシー代、バス

料金、電車代を超えないことを条件として払い戻されます。 
 

預入れ荷物料金: 

国際協会は、FVDG/DGE のものに限り、サイズ・重量共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。 

空港から Q センターへの送迎 
 

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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シカゴ・オヘア空港又はミッドウェイ空港と Q センター間の往復空港シャトルは、ライ

オンズクラブ国際協会から承認している日程においては無料で国際協会が提供致します。

空港送迎に関する詳細は、2019 年 1 月のオンラインによる資料送信の際にご提供致しま

す。 

 
その他の移動手段 

 
Q センターまで自家用車、列車、バス等の交通手段を利用する場合には、LCIの経費払

戻し方針に従って一定の経費が支払われます。 
 
第一副地区ガバナー/地区ガバナーエレクトのマイル数算出額、高速料金、ホテル代、食

費、駐車場代を含めた旅行経費の合計が、2019 年 1 月 1 日の時点での最も低額のエコノ

ミークラス運賃を超えてはいけません。その場合には、一人分の航空運賃が払い戻され

ます。他の FVDG/DGE と相乗りの場合も、払い戻されるのは一人分のみです。

FVDG/DGE 運転請求用紙は、DGE ウェブページ及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、FVDG/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 3 月 15 日（金）までに国際本部の会計課に提出してください。  

 
 

セミナー前後の旅行 
 
 

セミナー前後に観光ツアーを計画される際は、観光日程が承認されている日程（2 月 11
日(月)到着、2 月 15 日(金)出発）と重ならないよう、ご

注意ください。  
 
旅程を延長される場合には、国際本部

（dgeseminar@lionsclubs.org）にご連絡頂き、協会承認

日のシカゴ・オヘア空港又はミッドウェイ空港とイリ

ノイ州セントチャールズ間の送迎が必要かどうかをお

知らせください。  

 
 

Q センター・アプリ 
 

http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/resources/finance/index.php
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
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施設内を上手く回れるよう、Q センター用のモバイルアプリがあります。スマートフォ

ンやタブレットを使えば、施設内の目的地までの細かな道順を提示してくれます。どの

部屋を探せばいいのか分からない場合には、アプリでイベントを選択し、会議名を探し、

その場所までのナビゲーションを利用できます。 
 
位置情報サービスと Bluetooth をオンにすれば、Q センター全体に整備された 350 以上の

小さなビーコン（無線標識）と皆さんのモバイル機器が通信できます。ビーコンを通じ

て受け取った情報に基づき、皆さんの居場所を地図で表示できます。階段を避けてエレ

ベーターの位置を案内したり、最寄りのトイレやその他の施設を案内してくれる機能も

オンにすることができます。 
 

 
 
Q センター・アプリは、Apple の App Store 及び Google Play Store の両方から入手するこ

とができます。「Q Center」と検索し、インストールしてください。 
 
 

パスポート及びビザ 
 

FVDG/DGE の国籍及び（又は）、米国滞在期間により、米国外からの旅行者はパスポー

ト及び（又は）ビザを入手する必要があります。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。出席者は、処理に要する期

間を念頭におき、早めに手続きするようにして下さい。  
 
情報は、www.travel.state.gov でも確認できます。旅行書類に関する詳

しい情報は、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、要請があれば用意致します。FVDG/DGE への招待

状申請書に必要事項をご記入の上、Convention@lionsclubs.org にご提

出下さい。  
 
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。飛行機搭乗の際に必要となる州発

行の写真付き身分証明書については、https://www.dhs.gov/real-id をご参照ください。  
 

FVDG/DGE セミナー予定  
 

http://www.travel.state.gov/
http://lcicon.lionsclubs.org/JA/seminars-events/seminars-dge.php
mailto:Convention@lionsclubs.org
http://www.tsa.gov/
https://www.dhs.gov/real-id
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FVDG/DGE セミナーの暫定予定については、FVDG/DGE セミナーウェブサイト 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。 
 
 

FVDG/DGE 事前課題ガイド 
 

 
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読

書課題と、オンラインコースで構成されています。  
 
 

 

翻訳/通訳 
 

FVDG/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特定されてい

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 FVDG/DGE セミナー

は、そのグループの言語が堪能なグループリーダーによって進められます。グループの

変更を希望する場合には、国際本部のシンシア・ビアンキ

（Cynthia.bianchi@lionsclubs.org）宛てに 2019 年 1 月 11 日（金）までに書面にて要請し

てください。尚、グループ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、次の言語による通訳支援を提供いたします。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、

スウェーデン語です。 
 
 
個人通訳：個人的に通訳を要請する場合（上記の言語以外）

には、通訳はライオンズクラブ国際協会から承認を受け、

その後、事前登録をする必要があります。通訳はライオンズクラブ国際協会の方針や手

順を順守する必要があります。個人通訳登録用紙については、担当のペニー・シウラ

（dgeseminar@lionsclubs.org）にお問い合わせください。必要事項が記載された登録用紙

に加え、旅行、宿泊、食事に関する適切な費用を添えて、 11 月 30 日（金）までにペニ

ー・シウラに提出する必要があります。  
 
 
 

2019 年ミラノ国際大会 

http://members.lionsclubs.org/JA/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/index.php
mailto:Cynthia.bianchi@lionsclubs.org
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
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ミラノ国際大会に関する事前セッションが、2 月 13 日（水）に Q センターで催されます。

その際に、ミラノ国際大会及び FVDG/DGE セミナーの 4 日目に関する情報が提供されま

す。このセッションには必ずご参加ください！ 
 

ミラノ国際大会の登録及びホテル予約に関する情報は、2019 年 1 月の関連資料に含まれ

ています。国際本部の登録及び宿泊課の担当者が Q センターにもおりますので、何かご

質問等があればお問い合わせください。 
 
幾つかの注意事項： 
 
 2019 年ミラノ国際大会及び祝賀晩餐会に関しては、皆さんをはじめ、一名の成人

同伴者分の登録をライオンズクラブ国際協会が行います。登録が重複してしまい

ますので、オンラインによる大会登録は行わないようにしてください。  
 ミラノ国際大会にご家族を登録する場合には、FVDG/DGE 家族用登録用紙を取り

寄せ、こちらを国際本部（dgeseminar@lionsclubs.org）までご返信ください。祝賀

晩餐会のチケット及び空港シャトルバス券も、この用紙を使って購入する必要が

あります。祝賀晩餐会のチケット数には限りがあり、空き状況によってはご購入

頂けない場合もあります。  
 
 
 
 
 

2019 年 FVDG/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。 

 
 

質問の内容 問い合わせ先 電話番号 E メール 
登録及び宿泊&手配 ペニー・シウラ 

ケリー・ズィリン

 

+1 630-468-6731 
+1 630-468-7016  dgeseminar@lionsclubs.org   

 
 旅行及び航空券の手配 

リサ・パストア

リンダ・ロハー 
+1 630-468-7052 
+1 630-468-6832 dgetravel@lionsclubs.org 

旅費支払い ローラ・デルガード +1 630-468-6846  DistrictGovernorClaims@lionsclubs.org  

セミナープログラムの 
内容 シンシア・ビアンキ +1 630-468-6770 cynthia.bianchi@lionsclubs.org 

 

mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgeseminar@lionsclubs.org
mailto:dgetravel@lionsclubs.org
mailto:DistrictGovernorClaims@lionsclubs.org
mailto:cynthia.bianchi@lionsclubs.org
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	2019年ミラノ国際大会
	ミラノ国際大会に関する事前セッションが、2月13日（水）にQセンターで催されます。その際に、ミラノ国際大会及びFVDG/DGEセミナーの4日目に関する情報が提供されます。このセッションには必ずご参加ください！
	ミラノ国際大会の登録及びホテル予約に関する情報は、2019年1月の関連資料に含まれています。国際本部の登録及び宿泊課の担当者がQセンターにもおりますので、何かご質問等があればお問い合わせください。
	幾つかの注意事項：
	 2019年ミラノ国際大会及び祝賀晩餐会に関しては、皆さんをはじめ、一名の成人同伴者分の登録をライオンズクラブ国際協会が行います。登録が重複してしまいますので、オンラインによる大会登録は行わないようにしてください。
	 ミラノ国際大会にご家族を登録する場合には、FVDG/DGE家族用登録用紙を取り寄せ、こちらを国際本部（dgeseminar@lionsclubs.org）までご返信ください。祝賀晩餐会のチケット及び空港シャトルバス券も、この用紙を使って購入する必要があります。祝賀晩餐会のチケット数には限りがあり、空き状況によってはご購入頂けない場合もあります。
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