
２０２０年９月１４日 

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区

各クラブ会長・幹事・担当委員長・各クラブメンバー・

薬物乱用防止教育認定講師 各位

ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区

地区ガバナー    進藤 義夫 

薬 物 乱 用 防 止 委 員 会

委員長  Ｌ 吉川 研司 

［ 第一回薬物乱用防止教育認定講師養成講座 ］ 

（通常、ゴールド、新規・更新）開催のご案内 

拝啓 初秋の候 皆様におかれましては、コロナ禍ですが益々ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。 

平素は薬物乱用防止活動に対しまして格別のご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。 

さて、今期「第一回薬物乱用防止教育認定講師」の新規受講者と更新者及びゴールド認定講師に対する養成講

座を下記の通り実施致します。（更新は通常・ゴールド共、有効期限２０２１年６月３０日までの方が対象です） 

※認定証の扱いについての変更点①「ｺﾞｰﾙﾄﾞ認定証」の有効期間をこれまでの 5年から通常認定証同様 3年とな

ります（有効期限：2023年 6 月 30 日）②通常認定証から「ｺﾞｰﾙﾄﾞ認定証」申請はｸﾗﾌﾞ会長の承認（サイン）の

みで可能となりました。講演経験記載不要。＜通常認定証更新の場合、会長サインは不要＞ 

新規の方々のご参加を心からお待ち申し上げます。コロナウイルス感染防止対策を徹底します。    敬具 

記 

日 時  ： ２０２０年１１月２０日（金） 登録受付 １２時１５分～１２時５０分 

講座時間 ： １３時００分～１６時３０分 （新規・更新講座・ゴールド同時開催） 

場 所  ：  国立オリンピック記念青少年センター ｾﾝﾀｰ棟1階101号室（別紙案内図ご参照ください。） 

東京都渋谷区代々木神園町３－１ 電話 ０３－３４６９－２５２５ ＜200名収容＞ 

登録料  ： 事前登録 ： ５，０００円（講座資料費、会場費、認定証作成費、諸費用等含む） 

当日受付にてお支払いください（お釣り銭のないようご用意をお願い致します） 

当日欠席の場合は 5,000 円のご請求をさせていただきます。（着金後、講座資料のみ送付） 

申込み締切： １０月２８日（水）必着で「受講申込書」に写真を貼付の上、クラブ単位でキャビネット 

事務局宛にご郵送をお願い致します。→締切日厳守 

受講予定者数：８０名 

◆申込書ご送付先：〒169-0074 東京都新宿区北新宿 1-36-6 ダイナシティ西新宿 1階

ライオンズクラブ国際協会 330－A地区 キャビネット事務局内

薬物乱用防止委員会 宛 

注意事項 ① 申込書に写真をクリップで留めて下さい（写真裏面にクラブ名、氏名を必ずご記入下さい） 

② 講座当日は各自、筆記用具をご持参下さい。

＊当日、１０分以上遅刻・早退された方には認定証が授与されませんので十分ご注意下さい。 

本件に関するお問合せ：330-A 地区 薬物乱用防止委員会 

  副委員長 L吉川 研司 ０９０－６０８２－７８２１   以上 



　

        ※受講する項目を○で囲んでください。更新の方（ゴールドを含む）は現在お持ちの認定証番号をご記入ください

        ※ゴールド新規の方はクラブ会長のサインを頂いてください。（過去3年間の活動承認のために必要です）

新規　         ／　更新　（認定証番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ゴールド新規／　（現在お持ちの認定証番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

クラブ会長サイン：

ゴールド更新　（認定証番号：　　　　　　　　　　　- G　　　　　　　　　）

申込日 　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

地区

ふりがな

氏名

生年月日 T　/　S　/　H

〒           -

電話                -                              -

メール                            @

連絡事項等：

□申込に必要なもの

□申込方法

□申込先

□申込期限

□写真について

※注意事項・クラブ単位のお申込み希望します。個人情報は認定証発行・認定講師名簿用としてのみ使用。
・複数名のお申し込みには、この用紙をコピーしてご使用ください。

  裏面に鉛筆でリジョン・ゾーン・クラブ名・氏名を記入してください。

この申込書を元に（公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センターにて認定証発行及びデータ管理を行いますので、楷書で正確にご記入ください。

　【薬物乱用防止教育認定講師養成講座　受講申込書】

　〒169－0074　東京都新宿区北新宿 1-36-6　ダイナシティ西新宿1階

　　TEL.03-5330-3330　FAX. 03-5330-3370　E-mail cab@lions330-a.org

：2020年 10月 28日（水）必着　写真を添付の上、郵送してください。

：縦4cm×横3cm以内、カラー写真のみ（モノクロ写真・カラーコピー等は不可、背景はブルー系推奨）

：1. 申込書 　2. 資料代（5,000円/名　欠席の場合は5,000円請求します） 3. 写真1枚

：申込書に必要事項を記入・写真添付の上、下記宛郵送にてお送りください。

：ライオンズクラブ国際協会３３０－Ａ地区キャビネット事務局　薬物乱用防止委員会宛

                                             後援：内閣府／厚生労働省／警察庁／文部科学省

    ｺﾞｰﾙﾄﾞ新規申請の場合のみ                                                            

LC   

R                          Z   

        ※更新の方（ゴールドを含む）は、クラブ会長のサインは必要ありません。

                                             主催：ライオンズクラブ国際協会    ３３０－Ａ　　地区

                                                    （公財）麻薬・覚せい剤乱用防止センター

　      年　　　　月　　　　日                歳

住所

連絡先

所属クラブ名



https://nyc.niye.go.jp/category/access/ 

電車でお越しの場合 
路線図 

 

JR東京駅から 

JR中央線 約 14分 新宿駅乗り換え 

小田急線 各駅停車 約 3分 

参宮橋駅 下車 徒歩約 7分 

小田急線 

参宮橋駅下車 徒歩約 7分 

地下鉄千代田線 

代々木公園駅下車(代々木公園方面 4番出口) 徒歩約 10分 

羽田空港から 

東京モノレール 約 23分 浜松町駅乗り換え 

JR山手線(外回り) 約 23分 新宿駅乗り換え 

小田急線 各駅停車 約 3分 

参宮橋駅 下車 徒歩約 7分 



https://nyc.niye.go.jp/category/access/ 
京急本線 約 16分 品川駅乗り換え 

JR山手線(外回り) 約 23分 新宿駅乗り換え 

小田急線 各駅停車 約 3分 

参宮橋駅 下車 徒歩約 7分 

成田空港から 

JR総武線 成田エクスプレス 約 80～90分 新宿駅乗り換え 

小田急線 各駅停車 約 3分 

参宮橋駅 下車 徒歩約 7分 

京王バス 

新宿駅西口(16番)より 代々木 5丁目下車 

渋谷駅西口(40番)より 代々木 5丁目下車 

周辺地図 
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車でお越しの場合 
道順 

首都高速 4号線 

代々木出口より(三宅坂方面のみ) 約 100m 

初台出口より(高井戸方面のみ) 約 2km 

新宿出口より(大型バスの場合) 約 2km 

駐車場について 

 

  

駐車場料金表 

区分 単位 料金 大型バス料金 備考 

入庫してから 8時間未満 30分毎 

（大型は１時間毎） 

200円 750円 入庫してから 30分未満で出庫する場合は無料です。 

入庫してから 8時間を 

超える時間について 

30分毎 

（大型は１時間毎） 

100円 250円 

 

※2020年 4月 1日料金改定 



https://nyc.niye.go.jp/category/access/ 

・利用時間は、6時 30分から、23時 00分までです。 

・地下駐車場利用に関して、利用開始日の前日までの申請に基づき、減額処置を講ずることになりました。 

対象 減額処置を講ずる条件 料金 

青少年教育関係者等の団体(1団体 1台) 1.研修に必要な資料等の搬入のために使用する場合。 

2.講師等の送迎に使用する場合。 

1,200円 ※1泊 2日 

 

地下駐車場について 

 

  

  

一般車両(乗用車等)は、地下駐車場をご利用ください。２００台収容です。なお、荷物搬入等でご利用の場合、30分未満は無料

となっております。 

▶地下駐車場平面図(PDF/419KB) 

地下駐車場に入庫可能な車両の大きさ 

・普通乗用車 長さ 5.6m未満・幅 1.9m未満・高さ 2.8m未満（地下 2階は 2.1m未満） 

・マイクロバス 長さ 9.6m未満・幅 3.0m未満・高さ 2.8m未満（２台まで。あらかじめ申請が必要です。） 

大型バス等の地下駐車場に入庫できない車両については「大型バス等でお越しについて」のページをご覧ください。 

「▶大型バス等でのお越しについて」ページへ 

※お詫び 他資料によっては、入庫車両の高さを 3.1m未満までと記載されているものがありますが、2.8m未満が安全に走行で

きる高さとなっております。ご心配な場合は入庫の際、係の者にご相談ください。 

車椅子等の方は、地下２階から地上階へ向かわれる際、階段となっており、ご移動は難しいと思われます。地下１階からは、エ

レベーターやスロープで地上階へご移動になれます。 

障がい者の方は、障がい者手帳等の提示により駐車料金が免除となります（入庫の際、係の者に手帳等をご提示ください）。 

青少年教育関係者の団体がご利用の場合は、講師送迎用・研修教材搬入等の車の利用について１台のみ料金の減免措置を行って

おります。事前にご申請ください（利用開始日前日の 15時まで）。 

１．対象 青少年教育関係者等の団体（１団体１台） 

２．減額措置を講ずる条件 

研修に必要な資料等の搬入のために使用する場合。 

講師等の送迎に使用する場合。 

https://nyc.niye.go.jp/wp/wp-content/uploads/2014/09/Chikatyu_heime-.pdf
https://nyc.niye.go.jp/wp/wp-content/uploads/2014/09/Chikatyu_heime-.pdf
https://nyc.niye.go.jp/bus/
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この減免措置による駐車料金のお支払いは、センター棟１Ｆの支払窓口にて、施設使用料金として徴収いたします。出庫の際

は、精算機に駐車カードを入れずに、精算機のボタンを押して係をお呼びください。誤って精算機にカードを入れてお支払いさ

れた場合、その代金の返金はいたしかねますのでご注意願います。 

  

・構内車輛の乗り入れについて（PDF/76.7KB） 

構内では、タクシーを含め原則車輛の乗り入れを禁止しています。お車でお越しになられる際は、地下駐車場をご利用くださ

い。（入庫３０分までは無料でご利用いただけます。）また、併せて大型車輌の入構についても、北門バス駐車場までといたし

ます。ただし、下記の車輛については制限対象外といたします。 

  

（１）許可車両 

①指定車輌 

（廃棄物、自動販売機、食堂、売店及びリネン等の搬入車輌） 

②車いす等、障害のある方を送迎する車輛 

③小ホール及び大ホールを利用する車輛（小ホール、大ホールとも２台） 

④その他、当センターが許可する車輛（救急車等の緊急車輌） 

（２）許可申請 

許可車輛で入構する場合、事前にセンター利用案内に相談し、入構内の申請を行ってください。申請受付はご利用前日の１７時

までとさせていただきます。ご利用当日は、入構時、車輌入口の守衛に、押印された入構許可申請／許可書を提示し、駐車中は

見えやすい場所に掲示してください。 

（３）速度制限 

構内での速度は時速５ｋｍ以下を厳守してください。 

（４）その他 

①構内における交通事故の発生については、当事者間で解決を行っていただき、当施設では一切の責任を負いかねます。 

②許可車輛の構内での駐車は指定の場所とします。 

 

https://nyc.niye.go.jp/wp/wp-content/uploads/2014/09/noriire.pdf
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