
第５１回 OSEAL フォーラム 

参加登録・公式行事のご案内 

 

第５１回 OSEAL フォーラムが２０１２年１１月８日～１１日の期間、福岡で開催されます。参加登

録に関して、以下の通りご案内申し上げます。 
 

Ⅰ参加登録 
 
１.登録料   日本円 １名 10,000 円 
（ライオン、ライオネス、ライオンレディ、レオ、その他オブザーバー含む） 
 
２.第一次申込期限：２４年９月１０日（月） 
ホームページからのオンラインによる事前登録 

ホームページ上からオンラインで登録申込を受け付けます。ホームページの案内に従ってお申込み内容

をホームページ上で入力してください。お支払方法は銀行振込になります。オンライン登録が完了いた

しましたら、ホームページ上に表示されるお支払い金額をご確認の上、２週間以内にお振込みください。

お振込み確認後正式な登録確認書をお送りします。 
<銀行振込の送金先> 

銀行名：福岡銀行 
支店名：渡辺通支店 
口座名：第 51 回オセアルフォーラム委員会 
普通預金口座：2005303 

※銀行振込手数料は各自ご負担いただきますようお願い申し上げます。 
開会式当日に登録キットを国際会議場１階でお受け取りください。（予定した以外の場所で登録受付は

できませんのでご注意ください。） 
最終申込期限：２４年１０月１０日（水） 

 （氏名入りの大会登録キット等が間に合わない場合もあります。） 
 
３.当日登録 
２０１２年１０月１０日までに事前登録が出来ない場合はすべて当日登録にて受付いたします。フォー

ラム当日の登録受付デスクにてお申し込みください。 
※現金のみの受付になります。クレジットカード、トラベラーズチェック等はご利用いただけませんの

でご注意ください。 
★当日登録の場合、参加者の状況により、大会登録キットが不足し、お渡しが不可能となる場合がござ

いますことをご了承願います。又、名札等、手書きになりますので極力１０月１０日までに事前登録を

お済ませいただきますようお願い申し上げます。 
 



登録受付デスク（事前登録受付含む）設置時間 
１１月 ８日（木）  福岡国際会議場１F ロビー  ０９：００-１７：００ 
１１月 ９日（金）  福岡国際会議場１F ロビー  ０９：００-１７：００ 
１１月１０日（土）  福岡国際会議場１F ロビー  ０９：００-１７：００ 

 
 
４.交通手段 
開会式当日は福岡空港及び博多駅筑紫口よりマリンメッセ福岡まで１時間毎に無料シャトルバスを運

行いたします。 
 
５.その他 
登録取り消しの場合、返金はできませんのでご注意ください。 
 
 
Ⅱ公式行事（有料） 
 
１.国際会長杯ゴルフトーナメント 

期日：２０１２年１１月８日（木） 
時間：８：００～１６：００ 
会場：麻生飯塚ゴルフ倶楽部 
費用：１０，０００円（米ドル１３０ドル） 
申込：参加登録申込用紙の中にゴルフトーナメント申込欄がありますのでお申し込みください。 
申込締切：９月１０日（月）まで 
その他：無料のシャトルバスが本部ホテルとゴルフ場を結んでいます。 
 
 
<登録に関する申込・問い合わせ先> 

第５１回 OSEAL フォーラム事務局 
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 1-1-2 
ホテルニューオータニ博多５F    TEL092-741-8825  FAX092-741-8607 



 
大会登録のお知らせ 

 
 
今まで、大会登録の申込がインターネットのみとされておりましたが、新たに FAX 等（別紙参

照）でも申し込みが行えるようになりました。皆様ふるってご参加ください。 

第１次締切   9 月 10 日 

最終申込期限 10 月 10 日   

登録方法は旅行者ツアーの参加など、個人またはグループで申し込みを行う場合、あくまでも 

申込者自身の責任で指定の送金手続きを行ってください。 

登録申込期限が過ぎた場合 現地登録も可能、ただし円滑なフォーラムキット引き取りの為にも 

グループでの事前登録が望ましい。 

www.oseal2012.com 

上記が福岡オセアルフォーラムのアドレスです。 

または、検索で『福岡 OSEAL』で検索するとホームページが出ます。 

ホームページの 1 ページに登録予約フォームがありますので、クリックすると 

予約フォームが出てきます。必要事項を入力して送信すれば終了です。 

その後大会事務局よりメールが届きます。 

登録番号が記載されておりますので 

この番号を振込用紙に名義人名と一緒に記入して振込んでください。(申込んでから 2 週間以内) 

振込みは FAX の場合でも同じです。 

大会登録申込書は福岡オセアルフォーラム事務局へご送信ください。 

※一度登録をして振込みましたらお金は戻りません。 

お振込確認後正式な登録確認書が送られてきます。 

福岡には登録確認書が必要です。忘れないでください。 

登録キットは国際会議場１Ｆでお受け取りください。 

 
 

 

http://www.oseal2012.com/�












第 51 回 OSEAL フォーラム日程【プログラム】 
  会場：ホテルニューオータニ博多（本部ホテル）、マリンメッセ、福岡国際会議場 

2012:8:7  

日 時間 プログラム 会場 

2012年 
11 月 8日 

(木) 

06:30－17:00 

09:00－17:00 

14:30－15:00 

15:30－17:00 

14:00－19:00 

 

17:00－18:00 

17:00－18:00 

18:30－21:00 

21:30－22:30 

ゴルフトーナメント 
登録受付 
記者会見 
第２回ステアリング委員会会議 
ＹＣＥセミナー/懇親会 
 
GMT/GLT会議 
決議委員会予備会議 
歓迎晩餐会  
コーカス・ミーティング 

麻生飯塚ゴルフ倶楽部 
福岡国際会議場１F ロビー 
本部ホテル 3F 「アイリス」 
本部ホテル 3F 「芙蓉の間」 
福岡国際医療福祉学院/ 
ヒルトン福岡シーホークH 
本部ホテル 3F 「芙蓉の間」 
本部ホテル 3F 「アイリス」 
本部ホテル 4F 「鶴の間」 
本部ホテル 3F 「アイリス」 

2012年 
11 月 9日 

(金) 

09:00－17:00 

08:00－09:00 

09:15－10:15 

10:50－11:50 

09:30－12:00 

12:00－13:00 

11:00－17:00 

13:30－17:00 

18:00－19:00 

 

 

登録受付 
第１回協議会議長と地区ガバナーの会議 
国際会長と地区ガバナーの会議 
国際会長とクラブ会長の会議（セミナー） 
環境セミナー「生活と環境」 
役員昼食会 

フード・フェスティバル/物産展 
開会式 
レセプション（日本・韓国・中国（香港）） 
 

福岡国際会議場１Fロビー 
本部ホテル 3F 「ローズルーム」 
本部ホテル 3F 「芙蓉の間」 
国際会議場メインホール 
サンパレス 
国際会議場 501号室 
フードセンター広場 
マリンメッセ/国際会議場 
Ｈ日航福岡 
 
 

2012年 
11 月 10日 

(土) 

09:00－17:00 

08:30－09:30 

10:00－11:00 

11:00－12:00 

12:00－13:00 

10:00－12:00 

10:00－14:00 

10:00－14:00 

10:00－14:00 

12:00－13:00 

14:00－15:30 

 

14:00－15:00 

14:00－15:00 

14:00－15:00 

13:00－16:00 

 

17:00－18:00 

17:30－18:30 

19:00－22:00 

登録受付 
第 2回協議会議長と地区ガバナーの会議 
「奉仕の世界」国際プログラム・セミナー 
LCIFセミナー 
役員昼食会 
ソーシャルメディアセミナー 
リーダーシップセミナー 
ライオンズクエストセミナー 
アラート・ITセミナー 
セミナー参加者懇親軽食・ティータイム 
総括セミナー 
「明日のライオンズを考える・未来への提言」 

英語セミナー 
中国語セミナー 
韓国語セミナー 
レディースプログラム（基調講演・パネルディ
スカッション・着物ショー・茶会） 
決議委員会会議 
第５２回ＯＳＥAＬﾌｫｰﾗﾑ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾅｲﾄ 
国際会長歓迎晩餐会 

国際会議場１F ロビー  
本部ホテル 3F 「芙蓉の間」 
本部ホテル 3F 「芙蓉の間」 
本部ホテル 3F 「芙蓉の間 
本部ホテル 3F 「ローズルーム」 
国際会議場 409＋410号室 
国際会議場 501号室 
国際会議場 411＋412号室 
国際会議場 413＋414号室 
国際会議場 502+503号室+ロビー 
国際会議場 501号室 
 
国際会議場 401＋402＋403号室 
国際会議場 404＋405＋406号室 
国際会議場 409＋410号室 
国際会議場多目的ホール 
201＋203＋204号室 
本部ホテル 3F 「アイリス」 
本部ホテル 3F 「芙蓉の間」 
本部ホテル 4F 「鶴の間」 

2012 年 
11 月 11 日 

(日) 

08:30－09:30 

10:00－12:00 

12:00－14:00 

第 3回協議会議長と地区ガバナーの会議 
閉会式 
役員昼食会 

本部ホテル 3F 「芙蓉の間」 
本部ホテル 4F 「鶴の間」 
本部ホテル 3F 「アイリス」 
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