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パレード規定及び公式パレード手順
ライオンズクラブ国際協会 第95回年次大会パレード  � 韓国・釜山

2012年6月23日（日） 午前10:00開始

ウィンクン・タム ジョセフ L. ロブレスキー 元国際会長
国際会長 大会委員長

パレード事務局: 釜山展示 コンベンション ・センター （BEXCO） - N-102室
6月21日（木）午前10時～午後4時  •  6月22日（金）午前10時～午後4時
6月24日（日）午前10時～午後4時

パレード参加要項

� 国際大会のパレードは釜山の中心街で催されます。パレード行進距離は約1.6 kmです。

� 大会登録をし、公式の大会名札を着用していなければ、パレードに参加することはできません。

� 国際大会のパレードへの参加は､ライオンズ複合地区､準地区､単一地区に限られます。    

� 参加各グループは、パレード参加申込書（本書に含まれている）を6月1日までに提出し、承認を受ける必要が
あります。申込書を提出しなかったグループは、パレードから除外されることもあります。

� パレードに参加する各グループは、釜山のパレード事務局にて、6月22日（金）の午後4時までに登録をしなけ
ればなりません。

パレード規定

1. コンテストの賞を受けられるのは、アマチュアのグループだけです。コンテスト部門に参加するには、申込書
が6月1日 までに国際本部に届いていなければいけません。 

2. どの複合地区も、その複合地区内にある準地区の合計数と同数のバンド又はフロート（山車）、踊りなどをパ
レードに参加させることができます。

3. 協会の承認を受けた自動車/他の車両のみがパレードに参加できます。運転担当者はいかなる者も有効の運転免
許証及び車両登録証を保有していることが必須条件です。 フロートは、IIIページに記載されている規定に沿
っていなければいけません。尚、自動車は損害賠償保険に加入している証明が必要です。

4. フロートから、又はパレード参加グループが、物品を投げたり、配布したりすることは固く禁じられています。
集合地点又はパレード中であっても、パレード係員は、フロート又はパレードグループのパレード参加を取り
止める権限を持っています。

5. パレードの前進を、遅らせたり、止めたりすることは禁止されています。違反した場合には、コンテストの得
点数が30点引かれます。 

6. パレード行進路の全域において、各グループの間に15.5メートル（50フィート）の間隔を空ける必要がありま
す。また行進は、常に一定の間隔を保って前進しなければなりません。パレードが公式に停止している間にの
み、特別な動きや演技を行う事が許されます。前のグループよりも15.5メートル（50フィート）以上の間隔を
開けて行進し、パレードを遅れさせた場合には、失格となるだけでなく、パレードから除外されます。パレード
係員及び警察官の指示に従ってください。

7. 動物を伴なって行進するグループも、パレード参加申込書を使って登録をする必要があります。尚、集合場所、
パレード行進路、解散場所を馬又は犬が通過した後、清掃の手配をする旨を、パレード参加申込書の提出時に
書面にて保証する必要があります。また、一般の人々にとって危険だと思われる檻に入れられた動物及び（又
は）紐につながれた動物をパレードに参加させることは、禁じられています。

8. 参加グループの一部又は個人が、ライオンズクラブ国際協会を辱めるような行為をした場合には、パレード係
員によって即座に、パレードから除外されます。 

CONV.PAR-001.JA



パレード行進路

パレード参加者の集合場所は、釜山（水営/スヨン）ヨット競技場です。パレード進行係／スタッフが色別に指定された
集合場所に参加者を案内します。 
大会シャトルバスは、海雲台（ヘウンデ）海辺路（ヘビョンロ）で乗客を降ろします。
バンドバスは、入口を入り、パレード待機エリアで乗客を降ろします。 
個人チャーターバスは、交差点にある歩道橋で乗客を降ろします。 
フロートは、海雲台海辺路と釜山（水営）ヨット競技場の間にある道に集合します。

行進順路: パレードは、釜山（水営）ヨット競技場の裏門を出発し、審査員席と特別観覧席を通過して、ティファニー21
号フェリー・ターミナルまで行進します。パレード行進距離は約1.6 kmです。 

審査員/VIP観覧席: 審査エリアに差し掛かる手前で「XX」のサインが掲示されます。審査エリアは、カメリア・アパートの建
物がある角に設置されます。重要：審査員席の前で特別な動きや演技をするために、行進中にパレードを止めたり、進行を遅ら
せたりすることは一切禁じられています。違反したグループは、審査の際に減点のペナルティを受けます。  

解散場所: パレード参加者が解散場所に到達した後は、パレード係員が参加者を誘導します。 
大会シャトルバスの乗車地点は、海雲台海辺路の松林（ソンリム）公園駐車場を過ぎた所です。 

フロートの解散場所は、海雲台路のカメリア・アパートの花壇前です。  

� パレードの行進路には救急医療士が待機しています。治療を必要とする事態が発生した場合には、最寄りのパレード
係員もしくは警官に知らせてください。参加グループから、パレード参加者間における異変の察知係として適切な人
物を1人指定されることをお勧めします。

� 各代表団の代表者は、秩序を守ると共に、自分のグループに関してパレード係員、又は地元の警察の指示に従う責任
があります。この規定に従わないグループや代表団は、パレードから除外されます。

コンテスト手順

コンテストは、二つの部門に分かれています。

� 第1部門コンテスト（代表団の境界線内からのグループ）
� 第2部門コンテスト（代表団の境界線外から雇われたグループ）

本書のVIIページにある申込書に必要事項を記入し提出してください。

コンテストでは競わないその他の参加希望者は、VIIIページにある申込書を記入して提出してください。

� コンテストに参加するグループはすべて、有資格の非ライオンズ審査員の審査を受けます。審査員席が近づくと、
それを知らせるサインがパレード行進路沿いに立っています。 

� 入賞した場合、賞は申込書に記載されているライオンズ地区又は準地区に対して交付されます。

� コンテスト入賞者は6月24日（日）に釜山展示コンベンション・センター（ベクスコ）に掲示されます。
賞金は6月24日（日）の午前10時～午後4時にパレード事務局で受け取るか、6月25日（月）の午前10時～午後4時にベ
クスコ内国際本部展示会場に開設される財務事務局（Finance Office）で受け取ることができます。

バンドを雇いたい場合、バンドの宿泊所が必要な場合、あるいはフロートに関する情報が必要な場合には、下記に直接
連絡をし、手配をしてください。
パレード委員会委員長　Ki-Sik Park 元地区ガバナー 
Eメール： 2012intconven@lc355a.org

必要事項がすべて記入されたパレード参加申込書を、
2012年6月1日までに国際本部の大会部に提出してください。
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第1部門コンテスト–（コンテストで競い合うグループ）

（ライオンズ地区又は準地区の境界線内からのグループ）

A. フロート（写真又はスケッチをパレード申込書に添えてください）

賞金:  1位:  $1,500 2位:  $1,000

テーマは、ライオンズの目的又は、奉仕活動、愛国的行事、特定の地域の美しい風景などを表すものでなければいけ
ません。（フロート1台につきテーマ1つ）

フロートのテーマを表現するのに必要な場合には、フロートに人を乗せても構いません。国際役員候補者がいる代表
団は、その候補者を支持するバナーやサインを、パレード・ユニットに付けることができます。

広告や宣伝は、いかなる物も許可されません。違反をするフロートは、パレードへの参加を却下されます。フロート
を引っ張るための車に付いている会社名や経営者名などは全て、取り除かなければいけません。

約3.65m （12フィート）が、フロートの高さ制限となります。長さには制限がありませんが、集合地および解散地か
らの出入りが可能な長さでなければいけません。幅は、大型トラックの最大幅程度が限度です。

個人の車は、完全に飾り付けがされていれば認められ、フロート・コンテスト出場車両として、または、コンテスト
で競わないパレード参加車両として、パレードに加わることができます。部分的な装飾は、一切認められません。

参加車両とトレーラーの所有者及び運転手は、責任保険加入の証明を必要とします。

審査点数及び基準：

デザイン–20点 注目を集め、バランス良く調和のとれた、芸術的想像力、色彩の構成、主題
（特徴）の配置や系列、または、使用スペース全体におけるハイライト

構成の詳細–20点 素材、技巧、文字のデザイン、その他

テーマ–20点 デザインの適切さ、大会やライオンズ活動または国との関係

全般的効果–40点 美しさ、観衆の反応、その他

これは、完全に飾り付けがされているので、コ
ンテスト出場車両またはコンテストで競わない
参加車両として、パレードに加わることができ
ます。

これは、完全に飾りが付いているとはみなされ
ず、パレード参加は認められません。 
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B. バンド 

第1種別–高校バンド–（同じ高校に在籍するアマチュアの青少年）

賞金: 1位チャンピオン楯 1位:  $800         2位:  $600      3位:  $400

第2種別–「オールステート(全州)」バンド–（代表団の地域にある様々な高校から集まったアマチュアの青少年）

賞金: 1位チャンピオン楯 1位:  $1,000       2位:  $800      3位:  $600

審査点数及び基準：

行進及び 縦横の列の真っ直ぐさ、間隔、 
演技 – 40点 整った歩調、精密さ

音楽 – 40点 質と選曲；リズムの表現、楽器のバランス、 
音調(なめらかさとコントロール、音量の豊かさ、イントネーション、アンサン
ブルの調和)

全般的効果 – 20点 ユニフォームその他一般的外観、楽長 
（外観、及び位置、バトン使用の正確さと精密さ）、団結心、独創性、入場及
び退場

C. 精度デモンストレーション・ユニット

バンド又はパレード・ユニットの一部として、旗、バナー、バトンなどを使って調和のある演技をするグループ。

賞金: 1位:  $400 2位:  $300

レパートリー – 20点 多様性、複雑さ、斬新さ

正確さとタイミング – 25点 統一性、スムーズさ、優雅さ

行進及び 足並み（バトンなどを回しながら）、多様性、独創性、実技
演技 – 25点

全般的効果 – 30点 入場及び退場、演出力、観衆の反応、 
ユニフォームの意匠

D. ユニフォーム着用の代表団

賞金: 1位:  $700 2位:  $500 3位:  $400

審査点数及び基準：

衣装 – 50点 デザインと独創性

行進の様子 正確さと態度、振る舞い、独創性
50点

ユニフォーム規定: コンテストに参加する各メンバーは、それぞれの州、国、地区、ライオニズムとの関係を象徴す
るような独特の衣装やユニフォーム、またはそれに類する衣服を着用しなければいけません。この規定に違反するか、
パレードの前進を妨げるようなことがあった場合には、そのグループは審査の対象から外される可能性があります。

第2部門コンテスト–（コンテストで競い合うグループ）

（ライオンズ地区又は準地区の境界線外から雇われたグループ）

審査点数及び基準:それぞれのカテゴリーにおいて第1部門と同様です。

A. バンド –（アマチュアの高校生）
賞金: 1位:  $500 2位:  $400

B. 精度デモンストレーション・ユニット
賞金: 1位:  $400 2位:  $300
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VI

集合時間:  9:00 A.M.

A. 警察のエスコート
B. 旗手
C. 先頭のバンド
D. 国際家族
E. 世界のレオ

国際役員代表団

集合時間:  9:15 A.M. - 赤

1. 中国 香港/マカオ
中国 深圳 
中国 広東 
中国 大連 
中国 青島 
中国 北京 
中国 浙江
中国 瀋陽
中国 陝西

2. ノースカロライナ州
3. オーストラリア/ノーフォーク島/

パプアニューギニア (MD 201)
4. インディアナ州

代表団行進順序

集合時間:  9:30 A.M. - 黄

5. モンタナ州
6. ミズーリ州
7. ミシシッピ州
8. ミネソタ州/マニトバ州/ 

オンタリオ州西部(MD 5M)
9. ミシガン州 (SD 10 & MD 11)
10. ルイジアナ州
11. ケンタッキー州
12. カンザス州
13. アイオワ州
14. イリノイ州
15. アイダホ州/オレゴン州 (MD 39)
16. ハワイ州
17. ジョージア州
18. フロリダ州/バハマ諸島 (MD 35)
19. デラウェア州/ワシントン市/

メリーランド州 (MD 22)
20. コロラド州
21. カリフォルニア州
22. アーカンソー州
23. アリゾナ州
24. アラスカ州/ノースウェスト準州/

ユーコン準州 (MD 49)
25. アラバマ州
26. ワイオミング州
27. ウィスコンシン州
28. ウェストバージニア州
29. ワシントン州/ブリティッシュコロンビア州/

アイダホ州北部 (MD 19)
30. バージニア州
31. ユタ州
32. テキサス州
33. テネシー州
34. サウスカロライナ州
35. ペンシルベニア州
36. オレゴン州/カリフォルニア州北部 

(MD 36)
37. オクラホマ州
38. オハイオ州
39. ノースダコタ州/サウスダコタ州/

サスカチュワン州 (MD 5)
40. ニューヨーク州/バミューダ (MD 20)
41. ニューメキシコ州
42. ニュージャージー州
43. ニューイングランド：コネチカット州/

マサチューセッツ州/メイン州/
ニューハンプシャー州/ロードアイランド州/
バーモント州

44. ネバダ州
45. ネブラスカ州

集合時間:  9:45 A.M. - 紫

46. モンテネグロ
47. モンゴル
48. モナコ
49. モルドバ
50. メキシコ
51. マルタ
52. モルジブ共和国 　　
53. マレーシア/ブルネイ/シンガポール (MD 308)
54. マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 　　

55. ルクセンブルグ
56. リトアニア
57. レバノン/ヨルダン/イラク

(DIST.351)
58. ラトビア共和国 　　
59. ラオス人民民主共和国
60. キルギス共和国 　　 
61. カザフスタン共和国 
62. 日本
63. イタリア
64. イスラエル
65. インドネシア

集合時間:  10:00 A.M. - 灰色

66. インド (MD 321/322/323/324)
67. ハンガリー
68. ハイチ
69. グアム/マーシャル諸島/

ミクロネシア/パラオ/サイパン (DIST.204)
70. ギリシャ/キプロス (MD 117)
71. ジブラルタル
72. ドイツ
73. グルジア 
74. 仏領ギアナ/グアドループ/

マルティニーク/サン・バルテルミー/
サン・マルタン (DIST.63)

75. フランス
76. エストニア
77. エクアドル
78. ドミニカ共和国
79. チェコ共和国及び 

スロバキア共和国 (DIST.122)
80. クロアチア
81. コロンビア
82. チリ
83. 中央アメリカ:コスタリカ/

エルサルバドル/グアテマラ/
ホンジュラス/ニカラグア/パナマ 
(MD D)

集合時間:  10:15 A.M. - 緑

84. カナダ:ケベック/サンピエール島・
ミクロン諸島 (MD U)

85. カナダ:オンタリオ州/ケベック州 (MD A)
86. カナダ:ニューブランズウィック州/

ニューファンドランド州及びラブラドル/ 
ノバスコシア州/プリンスエドワードアイランド
州 (MD N)

87. カナダ: アルバータ州/ブリティッシュコロンビ
ア州/ノースウェスト準州 (MD 37)

88. カンボジア
89. ブルガリア
90. イギリス諸島およびアイルランド (MD 105)
91. ブラジル
92. ボスニア・ヘルツェゴビナ
93. ボリビア
94. ブータン
95. ベリーゼ
96. ベルギー
97. ベラルーシ共和国
98. バングラデシュ
99. バーレーン
100. オーストリア
101. アルメニア
102. アルゼンチン

103. アンギラ/アンティグアおよびバーブダ/
バルバドス/英領バージン諸島/
ケイマン諸島/ドミニカ/
グレナダ/ガイアナ/ジャマイカ/
モントセラト/オランダ領アンティル/
セントクリストファー・ネイビス/セントルシア/
セントビンセント/スリナム/トリニダード・
トバゴ/米領バージン諸島 (MD 60)

104. アルバニア

集合時間:  10:30 A.M. - 茶

105. モロッコ (DIST.416)
106. ケニヤ/ウガンダ/タンザニア/エチオピア/

セイシェル (MD 411)
107. エジプト・アラブ共和国(DIST.352)
108. コンゴ民主共和国/ルワンダ/

ブルンジ (DIST.409)
109. ベニン/ブルキナファソ/カメルーン/

カーボベルデ共和国/中央アフリカ/ 
チャド/コモロ諸島/
コンゴ共和国/ジブチ/
ガボン/ガンビア/ガーナ/
ギニア/コートジボワール/リベリア/
マダガスカル/マリ/モールタニア/
モーリシャス/マヨット/ニジェール/
レユニオン/セネガル/トーゴ (MD 403)

110. アンゴラ
111. アルジェリア (DIST.415)
112. ジンバブエ/ボツワナ/マラウィ/

モザンビーク (MD 412)
113. ザンビア (DIST.413)
114. チュニジア (DIST.414)
115. スーダン共和国 
116. 南アフリカ/ナミビア/スワジランド (MD 410)
117. ソマリア
118. ナイジェリア(MD 404)

集合時間:  10:45 A.M. - ピンク

119. ベネズエラ/アルバ/ボネール/
キュラソー (MD E)

120. バチカン市国 
121. ウルグアイ
122. アラブ首長国連邦
123. ウクライナ
124. トルコ
125. 東ティモール
126. タイ
127. 300複合地区 台湾
128. タヒチ
129. スイス/リヒテンシュタイン (MD 102)
130. スリランカ
131. スペイン
132. スロベニア
133. セルビア
134. スカンジナビア: オーランド諸島/

デンマーク/ファーロー諸島/フィンランド/
グリーンランド/アイスランド/ノルウェー/スウ
ェーデン

135. サンマリノ共和国 　　
136. ロシア連邦
137. ルーマニア
138. プエルトリコ
139. アンドラ公国
140. ポルトガル
141. ポーランド
142. フィリピン
143. ペルー
144. パラグアイ
145. パキスタン
146. ニュージーランド/米サモア/

フィジー諸島/トンガ/
西サモア (MD 202)

147. ニューカレドニア/バヌアツ
148. オランダ
149. ネパール

集合時間:  11:00 A.M. - 青

150.韓国(MD 354/355/356)

2012年 韓国・釜山　 国際大会パレード　 行進順序
2012年6月23日（土曜日） ― 開始時間：午前10時 



パレード参加申込書（コンテストで競う参加者用）

コンテストで競うパレードについては、IIIページ及びIVページを参照してください。ライオンズクラブ国際協会の承認
を必要としますので、以下に必要事項を漏れなく記入し、6月1日必着で国際本部大会部に送付してください。

第1部門 ― （代表団の境界線内からのグループ）

該当のアルファベット文字とカテゴリーを丸で囲む –  A. フロート（写真又はスケッチが必要）B. バンド; 第1種別 – 高校バ
ンド; 第2種別 – オールステートC. 精度デモンストレーション・ユニットD. ユニフォーム着用の代表団

丸印をしたカテゴリーについて、必要事項を楷書または活字体で記入してください。 - （1グループにつき1部提出。
申込用紙はコピー可）

出場グループ名（ローマ字）: _________________________________________________________ 人数: ______________

リーダー氏名（ローマ字）: ________________________________________________________________________________

住所: ____________________________________________________________________________________________________

電話番号: _______________________________________________ Eメール: ______________________________________

ユニフォーム/特別な服装: _________________________________________________________________________________

第2部門 – （代表団の境界線外から雇われたグループ）

該当のアルファベット文字とカテゴリーを丸で囲む:    A. バンド    B. 精度デモンストレーション・ユニット

丸印をしたカテゴリーについて、必要事項を楷書または活字体で記入してください。–（1グループにつき1部提出。
申込用紙はコピー可）

出場グループ名（ローマ字）: _________________________________________________________ 人数: ______________

リーダー氏名（ローマ字）: ________________________________________________________________________________

住所: ____________________________________________________________________________________________________

電話番号: _______________________________________________ Eメール: ______________________________________

ユニフォーム/特別な服装: _________________________________________________________________________________

— 必要事項を記入してください — 

出場グループは次の地区を代表します:  複合地区 _____ 地区 ______________ 国 _________________________________

大会での責任者: 氏名: _____________________________________________________________

住所: _____________________________________________________________

大会宿泊先： ______________________________________________________

申込書提出者: 氏名: _____________________________________________________________

住所: _____________________________________________________________

電話番号: __________________________ FAX番号: ____________________

Eメール: __________________________________________________________

入賞した際: 小切手の名宛人: ___________________________________________________

郵送先： __________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

VIICONV.PAR-001.JA

申込書送付先: LIONS CLUBS INTERNATIONAL CONVENTION DIVISION
300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA

お問い合わせ先: (630) 468-6731
FAX: (630) 571-1689  •  Eメール: convention@lionsclubs.org



パレード参加申込書（コンテストで競わない参加者用）

パレード・コンテスト（IIIページ及びIVページを参照）で競わないライオンズ・グループ用です。ライオンズクラブ国
際協会の承認を必要としますので、以下に必要事項を漏れなく記入し、6月1日必着で国際本部大会部に送付してください。

グループ名（ローマ字）: ________________________________________________ 人数: ___________________________

グループの説明: __________________________________________________________________________________________

グループは次の地区を代表します:      複合地区 ___________________ 地区 _______________ 国 _________________

大会での責任者: 氏名: _______________________________________________________________

住所: ________________________________________________________________

大会宿泊先： ________________________________________________________

申込書提出者: 氏名: _______________________________________________________________

住所: _______________________________________________________________

電話番号: _________________________ FAX番号: ______________________

Eメール: ____________________________________________________________

馬及び(又は)犬を伴う参加グループ:   出場グループ名/テーマ: _______________________________________________

グループメンバー数： _________________________________________________

馬及び(又は)犬が、集合場所、パレード行進路、解散場所を通過した後すぐに、清掃の手配をすることを保証します。

氏名 (活字体ローマ字): ______________________________ 署名: _____________________________________________

役職名: _____________________________________________ 大会宿泊先: _______________________________________

申込書送付先: LIONS CLUBS INTERNATIONAL CONVENTION DIVISION
300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA

お問い合わせ先: (630) 468-6731
FAX: (630) 571-1689  •  Eメール: convention@lionsclubs.org

VIII


