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以下の5つのセクションすべてにご記入ください。 
記入はすべてローマ字でお願いいたします。

1. 代表登録者

会員ID （ロータリアンの場合は必須）

登録カテゴリー（一つお選びください）
 1 クラブ会員（31歳以上）
 2 クラブ会員（19～30歳）

 
 3 会員以外（31歳以上）
 4 会員以外の出席者（19～30歳）

姓 名 ミドルネームまたはそのイニシャル（該当する場合）

バッジ表記名／呼び名 職業分類（ロータリアンのみ）

クラブ名 クラブがある市区町村 地区番号      国

Eメール（必須。他のクラブ会員／クラブとの共有アドレスではないもの） 生まれた年（2および4のカテゴリーまたは18歳以下の場合に必須）

住所（番地または私書箱）

 （住所の続き）市区町村 都道府県 郵便番号    国

電話（勤務先）（国番号と市外局番を含む） 電話（自宅）

大会中の緊急連絡先（必須）18歳以下の登録者がいる場合、親または保護者の情報を記入してください：

氏名 電話番号（国番号と市外局番を含む）

Eメール

食事上の制限（該当する項目すべてに印）
 アレルギー  
 菜食主義   糖尿病   赤身肉が食べられない  
 豚肉が食べられない  甲殻類が食べられない  
 魚介類が食べられない  
 その他（ご明記ください）  

特別な要請（該当する項目すべてに印）
 補聴器  
車いす  車いすが必要        自身で車いすを持参
電動車いす  電動車いすが必要 自身で電動車いすを持参
 点字資料  
 その他  

その他の情報
  ボランティアで会場監督（SAA）の任務を希望される場合は、ここに印をつけてください。（後日、関連情報をご案内いたします）

大会についてどこで知りましたか（一つに印） 
 ロータリークラブ  ロータリー地区  ダイレクトメール  以前の国際大会  ソーシャルメディア  『Rotary』誌 
 『ロータリーの友』誌  国際大会ウェブサイト  国際大会推進委員  Eメール  その他 

個人情報の扱いについて：ロータリーは貴方のプライバシーを重視しており、ロータリーに提出された個人データは、公式なロータリー業務のみに使用されま
す。つまり、貴方の個人情報は、ロータリー国際大会への出席および参加を可能または円滑にするために利用されることを意味します（バッジの印刷など）。大
会登録時に貴方が提出する個人データは、大会関連の活動の計画にあたり、ロータリーのサービス業者に移譲される可能性があります。大会、スポンサー、補
足的なサービスに関する情報があなたにEメールで送られる可能性があります。ご自分のEメールアドレスの利用を希望しない場合は、その旨をri.registration@
rotary.orgまでご連絡ください（詳しくは、rotary.org/ja/privacyを参照）。 

JA—（421）

H O U S T O N
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登録およびチケット申込書式
2022年ロータリー国際大会 
米国テキサス州ヒューストン
2022年6月4日～8日

登録方法
1. オンライン：convention.rotary.org（推奨）
2. ファクス：（+1-847-556-2194）
3.  郵送：〒108-0073 東京都港区三田1丁目4-28  三田国際ビル24F 

国際ロータリー日本事務局

イベントコード：IC22

mailto:ri.registration%40rotary.org?subject=
mailto:ri.registration%40rotary.org?subject=
http://www.rotary.org/privacy
http://convention.rotary.org
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イベントコード：IC22

2. 同伴者の情報

4人以上の同伴者がいる場合、追加の書式に4人目以降の同伴者の登録情報を記入し、本書式に添付してください。追加の書式には「同伴者の情報」のセク
ションのみご記入ください。

留意事項：18歳以下の同伴者の登録を行う場合は、4ページ目の親／保護者による同意の部分にご記入ください。

登録カテゴリー
 1 クラブ会員（31歳以上）
 2 クラブ会員（19～30歳）

 
 3 同伴者（31歳以上）
 4 同伴者（19～30歳）

 5 同伴者（5～18歳） 
 6 同伴者（5歳未満）

 7 友愛の家（土曜日のみ）

同伴者1 登録カテゴリー  
（上から選ぶ）  

同伴者2 登録カテゴリー  
（上から選ぶ）  

同伴者3 登録カテゴリー  
（上から選ぶ）  

会員ID  
 （ロータリアンの場合は必須）

姓

名

ミドルネームまたはそのイニシャル
 （該当する場合） 

バッジ表記名／呼び名

職業分類 
 （ロータリアンのみ）

クラブまたは市区町村

国

生まれた年（2および4のカテゴリー、および
18歳以下の場合は必須）

希望言語  英語  フランス語  
 ドイツ語   イタリア語 
 日本語  韓国語  
 中国語  ポルトガル語 
 スペイン語

 英語  フランス語  
 ドイツ語   イタリア語 
 日本語  韓国語  
 中国語  ポルトガル語 
 スペイン語

 英語  フランス語  
 ドイツ語   イタリア語 
 日本語  韓国語  
 中国語  ポルトガル語 
 スペイン語

特別な要請 
 （該当する項目すべてに印）

 補聴器  
車いす  車いすが必要  
  自身で車いすを持参
電動車いす  電動車いすが必要 
  自身で電動車いすを持参
 点字資料   
 その他 

 補聴器  
車いす  車いすが必要  
  自身で車いすを持参
電動車いす  電動車いすが必要 
  自身で電動車いすを持参
 点字資料   
 その他 

 補聴器  
車いす  車いすが必要  
  自身で車いすを持参
電動車いす  電動車いすが必要 
  自身で電動車いすを持参
 点字資料   
 その他 

食事上の制限 
 （該当する項目すべてに印）

 アレルギー  
 菜食主義   
 糖尿病  
 赤身肉が食べられない   
 豚肉が食べられない 
 甲殻類が食べられない   
 魚介類が食べられない  
 その他（ご明記ください）  

 アレルギー  
 菜食主義   
 糖尿病  
 赤身肉が食べられない   
 豚肉が食べられない 
 甲殻類が食べられない   
 魚介類が食べられない  
 その他（ご明記ください）  

 アレルギー  
 菜食主義   
 糖尿病  
 赤身肉が食べられない   
 豚肉が食べられない 
 甲殻類が食べられない   
 魚介類が食べられない  
 その他（ご明記ください）  

その他の情報   ボランティアで会場監督（SAA）の任
務を希望される場合は、ここに印をつけ
てください

  ボランティアで会場監督（SAA）の任
務を希望される場合は、ここに印をつけ
てください

  ボランティアで会場監督（SAA）の任
務を希望される場合は、ここに印をつけ
てください
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3.  国際大会登録料  
 （表示額は米ドル、税金込み）

早期登録で割引料金を！
2022年4月1日～ 

6月8日（会場または 
オンライン）登録カテゴリー

2021年6月12
～16日

  
2021年6月17日～

12月15日
2021年12月16日～

2022年3月31日
カテゴリー別 
合計登録者数

合計 
（合計登録者数  

× 料金）
1, 3 425米ドル 475米ドル 575米ドル 675米ドル

2, 4 100米ドル 125米ドル 175米ドル 225米ドル

5 20米ドル 20米ドル 30米ドル 40米ドル

6 無料 無料 無料 無料

7 60米ドル 60米ドル 60米ドル 100米ドル

登録料合計： $

4.   ロータリーチケット制行事 
 （表示額は米ドル、税金込み）

大会前行事 
国際大会への登録なしで出席できる場合もあります。

登録者（×印を入れる）：
数量 価格 合計

代表 同伴者1 同伴者2 同伴者3
青少年交換役員大会前会議
青少年交換に携わるロータリアン、元プログラム参加者、そのほか
のボランティアのための行事

6月3～4日 125米ドル

ローターアクト大会前会議
ローターアクトに関心があるローターアクターおよびロータリアン
のための行事

6月3～4日 125米ドル

ロータリー会長主催会議 in ヒューストン：平和のために奉仕する 
 （Rotary Presidential Conference Houston: Serve to Bring Peace） 
国際的な平和構築に関心があるロータリー会員や参加者が出席
できる行事

6月3～4日 125米ドル

青少年交換役員晩餐会
青少年交換に携わるロータリアンのための行事（大会登録者なら
どなたでもご出席いただけます）

6月3日 115米ドル

大会前行事の合計： $

ロータリーチケット制行事 
会長主催昼食会 6月6日 65米ドル
会長エレクト主催リーダーシップ昼食会 6月7日 65米ドル
Out of This World昼食会 6月8日 65米ドル

ロータリーチケット制行事の合計 $

すべての合計： 
（大会登録料＋大会前行事＋チケット制行事の合計) $

5. お支払いおよび署名

すべての料金は、署名済の本書式と共に提出しなければなりません。RI国際大会ならびに行事のお支払いは、RI日本事務局でも受け付けております。個人またはクラブ
の小切手はご使用いただけません。

クレジットカードの種類（1つに印）   Visa   マスターカード   JCB   アメリカンエキスプレス   ダイナースクラブ

留意事項：海外でもお手持ちのクレジットカードが利用できることをあらかじめご確認ください。

カード番号  有効期限（月／年）  セキュリティ番号（3桁または4桁） 

  
カード名義人の氏名（カードに記載されている氏名） 署名 

本登録およびチケット申込書式を提出することで、私は、下記のすべての留意事項を読みこれに同意し、本書式に記された私のデータが国際大会ならびにその他の行事
への登録を目的として使用されることに同意することを確認します。  
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キャンセルおよび変更
大会への登録をキャンセルする場合、登録者一人あたり50ドルの手数料がかかります。2022年4月30日まで、書面にて、登録とチケットのキャンセルをお受けいたします。
この日を過ぎてキャンセルされた場合、登録料の払い戻しは行われません（ただし、ビザの不発行が理由である場合を除く）。ビザの不発行によるキャンセルは、2022年
6月8日までに受理される必要があります。4月30日を過ぎてから不可抗力の事態が生じた場合、払い戻しの要請はケースバイケースで考慮の対象となり、承認された払い
戻し金額から50ドルの手数料が差し引かれることとなります。登録または行事をキャンセルするには、convention.rotary.orgからご自身のアカウントにログインして手続き
を行ってください。またはri.registration@rotary.orgにご連絡ください。

国際大会が中止となった場合、RIは登録料およびチケット料を払い戻しますが、ロータリアンとその同伴者に生じた交通費や他の関連費用は負担できませんのでご了承ください。 
登録およびチケットは他人に譲渡できません。

留意事項
セキュリティ上の理由により、大会バッジをお受け取りの際には、写真入りの身分証明書（パスポートなど）を提示しなければなりません。RIは、国際大会中、いつでも写
真入り身分証明書の提示を求める権利を有しています。写真入り身分証明書とバッジの記載が一致しない場合は、登録料の返金なしに、バッジが没収され、退場を命じ
られることになります。RIはまた、全登録者のハンドバッグや鞄の検査を行う権利を有しています。登録者はこの検査を拒否することができますが、その場合、RIには入
場をお断りする権利があることをご了承ください。

バッジには近距離無線通信（NFC）タグが内蔵されており、購入されたロータリーチケット制行事のチケット情報が記録されています。友愛の家において展示者に貴方の
バッジをスキャンすることを認める場合、貴方は、ご自分のお名前とEメールアドレスをこの展示者に渡すことに同意することになります。

招待状およびビザ
ビザ発行のために招待状が必要な方には、登録の確認書とともに送られます。

登録書式をファクスまたは郵送で送る場合、登録とビザの手続きに十分な時間の余裕をもってご提出ください。米国への入国ビザについては、https://jp.usembassy.gov/
ja/visas-ja/visa-waiver-program-ja/をご参照ください。

子どものデータの保管と使用に関する同意
国際ロータリー（ロータリー）は貴方と貴方の子どものプライバシーを重視しており、貴方がロータリーと共有した個人データは、ロータリーの公式業務を目的としてのみ
使用されます。これは、貴方の子どもの個人データが、国際大会の出席を可能とし、大会で必要な事柄（例：バッジの印刷など）のために使用されることを意味します。国
際大会登録時に提出した個人データは、大会関連の活動の計画にあたり、ロータリーのサービス業者に転送される可能性があります。本書式上で収集された個人デー
タは、ロータリーのプライバシーの方針に沿って扱われます。

2022年ロータリー国際大会への子どもの登録に際しては、大会終了後30日間、ロータリーのカスタマーおよび登録データベースに個人データが保管されること、ならび
にバッジの印刷に対して、貴方からの承認が必要となります。

以下のボックスに印を付けることで、私は、上記と下記の留意事項、写真の利用許諾、本フォームにおける子どものデータの使用について、上に記された国際大会の実現
という目的のために利用されることについて読み、これに同意することを証明します。

写真／記録物の使用 
国際大会、ロータリーチケット制行事、ホスト組織委員会行事およびそのほかの関連行事（直接対面式またはバーチャル）に登録、出席、参加することによって、あなた
は、自身と子どもが写真、録音、インタビュー、録画（以下「記録物）」を含むあらゆる方法で記録される場合があることをあらかじめ了承したものとみなされます。ロータ
リーは記録物を、歴史的および調査の目的で、ウェブサイト、出版物、ストリーミング、ソーシャルメディアで使用し、これを保管します。貴方はロータリーに、これらの録
音ならびに貴方および貴方の子どもの肖像、発言、氏名と声を、国際ロータリーまたはロータリー財団にいかなる負債または責任を負わせることなく、推進、マーケティン
グ、教育的目的のために使用、複製、提示、修正、配布、出版、使用の許可を認める無料、永久的、ならびに取消不能の権利を与えます。

親または保護者の連絡先（18歳以下の同伴者の登録を行う場合に必須） 
登録には、以下の情報が必須となりますので、もれなくご記入ください。

姓：   名： 

電話番号：  Eメールアドレス： 

親または保護者の署名：

署名 日付

留意事項：RIはEメールで提出された登録書式を受理できません。ファクス・郵便でのご登録の手続きには3～4週間かかります。RIからの確認書はEメールで
送付されます。

イベントコード：IC22

https://convention.rotary.org/
mailto:ri.registration%40rotary.org?subject=
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