
 

 

２０１６年１０月２１日 
ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区 
各エリアリーダー，コーディネーター 様 
各リジョン・チェアパーソン 様 
各ゾーン・チェアパーソン  様 
各委員会委員長 様 
各クラブ会長  様 

① 上記 

パレード参加者の皆様 
 

ライオンズクラブ国際協会 
３３０－Ａ地区ガバナー 村木 秀之 
 
 

拝啓 爽秋の候、貴ライオンにおかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

早速ですが、１０月２９日薬物乱用防止大パレードの集合時間：集合場所及び一日のスケ

ジュールのご案内をお送りさせていただきます。 
 
受付開始時間は午前８時３０分から となります。 

服装 当日お渡し致しますベストの下には、白またはクリーム色のＹシャツやジャンパ 

ーを着用して頂きます。 

   スーツを着用の方は、上に白もしくはクリーム色の長そでジャンパーの上に指定の

ベストをご着用ください。  
   ズボン、スカート、靴については自由でございます。 

 

集合場所は日比谷公園小音楽堂です。 

小音楽堂の裏に登録受付のテントがございますので、登録受付をお願い致します。 

受付終了された方は、小音楽堂の中に梯団毎に指定された席にご着席願います。 

 

尚、恐縮ですが９時５０分より式典 がございますのでご出席ください。 

 

8:30  登録受付開始 

9:50  式典・主催者挨拶・来賓紹介・薬物乱用防止教室・一致団結唱和 

10:30  パレード参加者全体オリエン（全体オリエン及び梯団ごとにオリエンを予定） 

11:00  食事・休憩・準備 

（食事代金は、お茶つき 1,000円のお弁当です。当日集金させて頂きます） 

11:50  再集合・待機・梯団ごとに集合／備品準備 

12:10  スタート地点へ移動開始 

12:30  出発式・主催者挨拶・キャッチフレーズ唱和・フォトセッション・出発準備 

13:00  大パレード開始 

14:30  ゴール 



 

15:00  日比谷公園特設ステージ 上でオリンピック・パラリンピック支援イベント開始 

16:00  閉会式 

18:00  日比谷『春秋ツギハギ日比谷』にて大打ち上げ会を行います（先着 200名） 

 

元地区ガバナー及び第１・第２副地区ガバナーの皆様には、大型二階建てオープンバス

にご搭乗いただきます。 

 

当日、小音楽堂受付で配布するライオンズクラブ１００周年記念大パレード開催ベスト

を必ずご着用ください。 

 

当日、着替えの場所がありません。お召しになった上着等をお預かりできないので、上

記を適用させていただきます。 

 

以上、ご連絡致します。 
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薬物乱用防止大パレード開催意図

2016年、創立100周年記念を迎え、現在では全世界に
140万人以上のメンバーを誇る世界最大の奉仕クラブ組織に成長を
遂げたライオンズクラブ国際協会。

日本においては1994年に全国で初めて実施した薬物乱用防止
教室が現在では青少年健全育成のテーマの一つとなり、
日本を取り巻く社会問題も含めて注目度も高く、発信力の強さを
兼ね備えています。

創立100周年を記念した本イベントにおいては
警視庁、警察庁、そして各省庁（内閣府、厚生労働省、文部科学
省）の後援・協力を得て、公式な形のパレードとして
ライオンズクラブ国際協会の中心とも言えるテーマである
「薬物乱用防止」 をパレードを通して世間一般に広く啓蒙し、
メディアを通して全国へ発信して参ります。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq4z8gcPNAhWMHpQKHUGrBD0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F105841655473558192057&psig=AFQjCNGV5gfVxWMV1vYQKD-cRbVhVrKuJQ&ust=1466938519139210
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq4z8gcPNAhWMHpQKHUGrBD0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F105841655473558192057&psig=AFQjCNGV5gfVxWMV1vYQKD-cRbVhVrKuJQ&ust=1466938519139210
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開催概要

ライオンズクラブ創立100周年記念
「ダメ。ゼッタイ。」「ＮＯドラッグ」薬物乱用防止大パレード

ライオンズクラブ国際協会(幹事地区：330-Ａ 地区)

警視庁、内閣府、警察庁、厚生労働省、文部科学省、東京都、
公益財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター

公益社団法人 東京青年会議所

①パレード：丸の内、有楽町エリア一帯
②式典・閉会式：日比谷公園 小音楽堂
※日比谷公園ガーデニングショー2016開催中(10：00～16：00)

2016年10月29日(土) ※雨天決行

式典 ： 9:50～10:30（小音楽堂）
出発式 ： 12:30～13:00（電気ビルヂング前）
パレード ： 13:00～14:30

パレード参加者 約600名(予定)

■名称

■主催

■後援

■協力

■場所

■日程

■時間

■来場想定人数

■パレードルート

晴海通り ⇒ 数寄屋橋交差点 ⇒ 外堀通り ⇒
有楽橋交差点 ⇒ 新国際ビル前 ⇒ 丸の内仲通り ⇒
丸ビル前 ⇒ 行幸通り ⇒ 和田倉門交差点 ⇒
日比谷通り ⇒ 馬場先門交差点 ⇒ 日比谷交差点

スタート地点 ルート ゴール地点

丸の内仲通り
有楽町電気ビルヂング前

日比谷公園

待機場所
丸の内仲通り

電気ビルヂング前

START
ザ・ペニンシュラ東京裏

GOAL
日比谷公園

車両のみ

※歩道に上がり日比谷公園へ

丸の内仲通り

車両パレード・・・約2.9km
歩行パレード・・・約1.7km

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq4z8gcPNAhWMHpQKHUGrBD0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F105841655473558192057&psig=AFQjCNGV5gfVxWMV1vYQKD-cRbVhVrKuJQ&ust=1466938519139210
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq4z8gcPNAhWMHpQKHUGrBD0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F105841655473558192057&psig=AFQjCNGV5gfVxWMV1vYQKD-cRbVhVrKuJQ&ust=1466938519139210
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全体の流れ

〜

8:30 受付開始
・パレード参加者受付／配布物の配布
・梯団ごとに待機

9:50 式典
・主催者挨拶
・来賓紹介
・薬物乱用防止教室
・花と緑の普及活動、環境保全コンテンツ
・一致団結唱和

10:30 パレード参加者全体オリエン
・全体オリエン及び梯団ごとオリエンを予定

11:00 食事・休憩・準備

11:50 再集合・待機
・梯団ごとに集合／備品準備

12:10 スタート地点へ移動開始

12:30 出発式
・主催挨拶
・キャッチフレーズ唱和
・フォトセッション
・出発準備

13:00 大パレード開始

14:30 ゴール

15:00 リオパラリンピック選手トークショー＠日比谷公園特設ステージ

16:00 閉会式＠日比谷公園小音楽堂

18:00 打ち上げ

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq4z8gcPNAhWMHpQKHUGrBD0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F105841655473558192057&psig=AFQjCNGV5gfVxWMV1vYQKD-cRbVhVrKuJQ&ust=1466938519139210
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq4z8gcPNAhWMHpQKHUGrBD0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F105841655473558192057&psig=AFQjCNGV5gfVxWMV1vYQKD-cRbVhVrKuJQ&ust=1466938519139210
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パレード参加者受付

■集合場所：小音楽堂 住所：東京都千代田区日比谷公園１−5

■小音楽堂レイアウト図

④更衣テント

③一般参加団体
受付テント
資材ストック

①ライオンズクラブ
受付テント×2
ストックヤード

⑤警備テント

⑥ライオンズクラブ
沿道応援スタッフ
受付テント

②運営本部
テント

小音楽堂

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq4z8gcPNAhWMHpQKHUGrBD0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F105841655473558192057&psig=AFQjCNGV5gfVxWMV1vYQKD-cRbVhVrKuJQ&ust=1466938519139210
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq4z8gcPNAhWMHpQKHUGrBD0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F105841655473558192057&psig=AFQjCNGV5gfVxWMV1vYQKD-cRbVhVrKuJQ&ust=1466938519139210
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受付運営_レイアウト

■受付テントレイアウト

A B C

プラスチック棚

スノコエリア
※平積み用

ライオンズクラブ
330 A地区
1R〜7R

ライオンズクラブ
330 A地区
8R〜14R

全日本
ライオンズクラブ

35地区

ライオンズクラブ
国際協会

薬物乱用防止
教育認定講師

ライオンズクラブ
コーディネーター
委員会委員長
副地区ガバナー
元地区ガバナー

その他

■受付サイン ※イメージ ※450×450（想定）

D

EA B C D

E

D

■受付フロー

配布物置き場 配布物置き場

①受付前整理スタッフ ライオンズクラブのパレード参加者へ所定の
窓口へ並んで受付するようご案内誘導する

②パレード参加者 所定の受付窓口にて、所属・氏名を伝える

③受付窓口担当 リストにチェックし、参加者とバックヤード業務担当に梯団
番号を伝える

④バックヤード業務担当 該当する配布資料をそろえ、受付窓口担当へ渡す

⑤受付窓口担当 梯団シールと配布資料を渡す
式典後に、パレードについての説明会がある旨を伝える。

※配布資料（想定）について
・各梯団資料 ：梯団ごとの参加団体リスト、隊列の並び順、手持ち備品などを記した資料
・式典座席位置 ：小音楽堂内の梯団ごとの座席位置を記した資料
・代表者説明会資料 ：今後の流れ（再集合・移動・パレード開始）、隊列・パレード中の注意事項など
・弁当引換券 ：式典終了後、弁当と引換
※プラカード、横断幕、たすきなどの備品は、再集合時に配布

※梯団シール（イメージ仮）
各自右肩（腕）に貼る

第1梯団 第2梯団

第3梯団 第4梯団

第5梯団 第6梯団

第7梯団 第8梯団

×2

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq4z8gcPNAhWMHpQKHUGrBD0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F105841655473558192057&psig=AFQjCNGV5gfVxWMV1vYQKD-cRbVhVrKuJQ&ust=1466938519139210
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq4z8gcPNAhWMHpQKHUGrBD0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F105841655473558192057&psig=AFQjCNGV5gfVxWMV1vYQKD-cRbVhVrKuJQ&ust=1466938519139210
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参加者 衣装

パレード参列者用(ライオンズクラブメンバー)

沿道応援者用(ライオンズクラブメンバー)

運営スタッフ用(ライオンズクラブメンバー、イベント班)

ライオンズクラブ100周年記念 大パレード開催ベスト
ライオンズクラブ100周年記念 大パレード開催ベスト+白系のシャツ(ポロシャツ含む)
ズボン、スカート及び靴は自由です。

ライオンズクラブメンバーのご家族・知人
（各クラブ新入会員候補者）

服装は自由です。
+リストバンド(事前に各リジョンへ発送予定です)

着用者：一般社団ライオンズ(仮)
ライオンズクラブ各地区(ガバナー、幹事、会計)
ライオンズクラブ リジョン別、ライオンズクラブコーディネーター
ライオンズクラブ委員会 委員長
ライオンズクラブ国際協会薬物乱用教育認定講師
大型バナー、チューブバルーン

ライオンズクラブのロゴの入った服装（クラブジャンパー、バッチなど）
+リストバンド(事前に各リジョンへ発送予定です)
※会員増強のための沿道応援となるため、身だしなみは気を付けてください。

作成数量：
グリーン327枚
オレンジ30枚ライオンズクラブ100周年記念 大パレード開催イベントジャンパー

ライオンズクラブ100周年記念 大パレード開催ベスト+動きやすい服装+腕章

着用者：運営本部(ライオンズクラブ国際協会、イベント班)
各部会

修正中

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq4z8gcPNAhWMHpQKHUGrBD0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F105841655473558192057&psig=AFQjCNGV5gfVxWMV1vYQKD-cRbVhVrKuJQ&ust=1466938519139210
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzq4z8gcPNAhWMHpQKHUGrBD0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2Fu%2F0%2F105841655473558192057&psig=AFQjCNGV5gfVxWMV1vYQKD-cRbVhVrKuJQ&ust=1466938519139210
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA0a6s-dvOAhWBzpQKHUocARAQjRwIBw&url=https://lafabric.jp/customlife/order-shirt/&psig=AFQjCNEWvkUPILK7UtAq9gsaMXR6s50jWg&ust=1472193241425664
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA0a6s-dvOAhWBzpQKHUocARAQjRwIBw&url=https://lafabric.jp/customlife/order-shirt/&psig=AFQjCNEWvkUPILK7UtAq9gsaMXR6s50jWg&ust=1472193241425664
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjei4PH-dvOAhUHG5QKHbUZCZkQjRwIBw&url=http://www.dena-ec.com/item/225248260&bvm=bv.130731782,d.dGo&psig=AFQjCNFrQwzW7IWnmfSKC0Tu5jQ5OEf3WQ&ust=1472193204166627
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjei4PH-dvOAhUHG5QKHbUZCZkQjRwIBw&url=http://www.dena-ec.com/item/225248260&bvm=bv.130731782,d.dGo&psig=AFQjCNFrQwzW7IWnmfSKC0Tu5jQ5OEf3WQ&ust=1472193204166627


【メンバー】
・ライオンズクラブメンバー(全日本、330-A地区)
・一般社団法人 日本ライオンズ

2016年10月29日(土) 8：30～ お越しください。
1.日時

2.集合場所
日比谷公園 小音楽堂前のテントで受付をお願いします。

2.服装
ライオンズクラブ100周年記念 大パレード開催ベスト+白系のYシャツ
(ポロシャツ含む)
ズボン、スカート及び靴は自由です。
当日、ベストをご用意しております。
※寒い場合は、ベストの下にジャンバー
を着用ください。

ライオンズクラブパレード参列者

2016年10月29日(土)

★集合場所

ライオンズクラブ
受付テント×2

運営本部
テント
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