
 

 

国際ロータリー2004 年国際大会(関西) 公式ウエブサイト 
 

 

2004 年国際大会暫定 プログラム 

2004 年 5 月 23 日～26 日    大阪 

（このプログラムは暫定プログラムであり、更新される可能性もあります) 

5 月 20 日(木) 大会前プログラム 

14:30-16:00 SAA 会議 大阪国際会議場、会議室 1001-1002 

15:00-19:00 国際研究会登録 大阪国際会議場、５F メイン・フォワィエ 

15:00-19:00 ローターアクト会議登録 大阪国際会議場、５F メイン・フォワィエ 

15:00-19:00 国際青少年交換（YEO)役員登録 大阪国際会議場、５F メイン・フォワィエ 

17:30-19:00 国際研究会歓迎レセプション 大阪国際会議場、３F イベントホール ABC

17:30-19:00 国際青少年交換役員会議、歓迎レセプション 大阪国際会議場、３F イベントホール DE 

5 月 21 日(金) 大会前プログラム 

08:00-18:00 登録・チケット販売・信任状査証 大阪国際会議場、５F メイン・フォワィエ 

08:00-17:00 国際研究会登録 大阪国際会議場、５F メイン・フォワィエ 

08:00-17:00 ローターアクト会議登録 大阪国際会議場、５F メイン・フォワィエ 

08:00-17:00 国際青少年交換役員登録 大阪国際会議場、５F メイン・フォワィエ 

09:00-17:00 国際研究会 大阪国際会議場、３F メインホール 

09:00-17:00 ローターアクト会議 大阪国際会議場、５F イベントホール 

09:00-17:00 国際青少年交換役員会議 大阪国際会議場、会議室 1001-1003 

12:00-14:00 国際青少年交換役員昼食会(RI チケット行事) 大阪国際会議場、会議室 1009 

12:00-14:00 国際研究会昼食会（RI チケット行事) 大阪国際会議場、会議室 1004-1007 

19:00-22:00 ロータリーリーダーの歓迎の夕べ（対象：RI 理事、次
期理事、財団管理委員と配偶者） 

未定 

19:00-22:00 国際青少年交換役員バンケット（RI チケット行事) 大阪国際会議場、会議室 1004-1007 

5 月 22 日(土) 大会前プログラム 

08:00-20:00 登録・チケット販売・信任状査証 大阪国際会議場、5F メインフォワイエ 

08:00-20:00 友愛の家 リーガロイヤルホテル 

08:00-20:00 事務局サービス リーガロイヤルホテル 

09:00-17:00 国際研究会 大阪国際会議場、３F メインホール 

09:00-17:00 ローターアクト会議 大阪国際会議場、５F イベントホール 

09:00-17:00 国際青少年交換役員会議 大阪国際会議場、会議室 1001-1003 

09:00-20:00 京都デー” （ホスト チケット行事) 平安神宮、京都 

12:00-14:00 国際青少年交換役員昼食会（RI チケット行事) 大阪国際会議場、会議室 1009 

12:00-14:00 国際研究会昼食会（RI チケット行事) 大阪国際会議場、会議室 1004-1007 

12:00-18:00 ロータリー親睦活動展示 リーガロイヤルホテル 

14:00-16:00 SAA トレーニングセッション 大阪国際会議場、１２F 特別会議場 

15:00-18:00 ロータリー財団学友セミナー、レセプション 大阪国際会議場、会議室 1008(セミナー) 
1007(レセプション) 

17:30-19:00 ワークショップ リーダー会議 大阪国際会議場、会議室 1004-1006 

19:00-22:00 ホスト主催ウエルカムイベント（ホスト チケット行事) 大阪城ホール 



5 月 23 日(日)  Welcome to Osaka 

08:00-20:00 登録・チケット販売・信任状査証 大阪国際会議場、5F メインフォワイエ 

08:00-20:00 友愛の家・ギフトバッグ・ホストホスピタリティ リーガロイヤルホテル 

08:00-20:00 事務局サービス･公式免許業者販売ブース リーガロイヤルホテル 

10:00-11:00 インターフェイス(異教徒間)サービス 大阪国際会議場、５F メインホール 

11:30-13:30 ポール・ハリス・フェロー昼食会（RI チケット行事) 大阪国際会議場、３F イベントホール 

12:00-18:00 ロータリー親睦活動示 リーガロイヤルホテル 

12:00-18:00 クラブと地区のプロジェクト展示 リーガロイヤルホテル 

15:30-16:00 音楽 大阪ドーム 

16:00-18:00 開会式 
大会委員長による歓迎のあいさつ 
開会宣言とお祈り 
副会長によるプログラムの採択 
ロータリー旗と世界国旗の掲揚 
主催国国家斉唱 
RI 会長国国家斉唱 
政府または高位の人より歓迎のあいさつ 
元 RI 会長紹介 
RI 会長紹介 
RI 会長による歓迎の挨拶 
催事  

大阪ドーム 

5 月 24 日(月) ロータリーイヤー、2003～04 年の祝事 

08:00-18:00 登録・チケット販売・信任状査証 大阪国際会議場、5F メインフォワイエ 

08:00-18:00 友愛の家・ギフトバッグ・ホストホスピタリティ リーガロイヤルホテル 

08:00-18:00 事務局サービス/公認免許業者販売ブース リーガロイヤルホテル 

09:00-09:30 音楽 大阪ドーム 

09:30-12:00 第２本会議 
開会宣言、お祈り 
事務総長あいさつ 
信任委員会の事前報告 
ゲストスピーカーの紹介 
ゲストスピーカーの講演 
現在と次期 RI 理事会理事の紹介 
RI 会長家族の紹介 
RI 会長のスピーチ 

大阪ドーム 

12:00-18:00 ロータリー親睦活動会展示 リーガロイヤルホテル 

12:00-18:00 クラブと地区のプロジェクト展示 リーガロイヤルホテル 

12:30-14:30 RI 会長主催昼食会（RI チケット行事） 大阪国際会議場、３F イベントホール 

15:00-16:30 討議とワークショップ（テーマ別のトピック） 
論題 1 
論題 2 
論題 3 
論題 4 
論題 5-言語グループ 
論題 6-言語グループ 
論題 7-言語グループ  

 
大阪国際会議場、5F メインホール 
大阪国際会議場、会議室 1001-1003 
大阪国際会議場、会議室 1004-1007 
大阪国際会議場、会議室 1008 
大阪国際会議場、会議室 1009 
大阪国際会議場、会議室 1202 
大阪国際会議場、12F 特別会議場  

19:00-23:00 ホスピタリティの夕べ(ホスト チケット行事)  

未定 主要寄贈者のための夕食会（招待者のみ） 未定 

5 月 25 日(火) ロータリー財団 

08:00-18:00 登録・チケット販売・信任状の査証 大阪国際会議場、5F メインフォワイエ 

08:00-18:00 友愛の家・ギフトバッグ・ホストホスピタリティ リーガロイヤルホテル 

08:00-18:00 事務局サービス・公式免許業者販売ブース リーガロイヤルホテル 

09:00-09:30 音楽 大阪ドーム 

09:30-12:00 第３本会議 
開会宣言、お祈り 
事務総長おしらせ 
信任委員会からの報告 

大阪ドーム 



ロータリー財団管理委員会紹介 
財団管理委員長の講演 
ポリオプラスに関する講演 
ロータリー国際理解と平和賞授与者によるスピーチ
（映像プレゼンテーション）  

12:00-18:00 ロータリー親睦活動展示 リーガロイヤルホテル 

12:00-18:00 クラブと地区のプロジェクト展示 リーガロイヤルホテル 

13:00-14:30 RI 会長エレクト主催昼食会（RI チケットイベント） 大阪国際会議場、3F イベントホール 

16:30-18:00 討議とワークショップ 
論題 1 
論題 2 
論題 3 
論題 4 
論題 5 言語グループ 
論題 6 言語グループ 
論題 7 言語グループ  

 
大阪国際会議場、5F メインホール 
大阪国際会議場、会議室 1001-1003 
大阪国際会議場、会議室 1004-1007 
大阪国際会議場、会議室 1008 
大阪国際会議場、会議室 1009 
大阪国際会議場、会議室 1202 
大阪国際会議場、12F 特別会議場  

19:00-23:00 ホスト・イブニング・パークフェスタ 
（ホスト チケットイベント） 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 

5 月 26 日(水)  2004 年 5 月 26 日―未来に向けて 

08:00-13:00 登録･チケットセールズ･信任状査証 国際会議場､ 5F メインフォワイエ 

08:00-13:00 ギフトバッグ･ホストホスピタリテイ 国際会議場､ 5F メインフォワイエ 

08:00-18:00 友愛の家 リーガロイヤルホテル 

08:00-18:00 事務局サービス・公式免許業者販売ブース リーガロイヤルホテル 

09:00-09:30 音楽 大阪ドーム 

09:30-12:00 第 4 本会議 
開会宣言、お祈り 
事務総長おしらせ 
事務総長からの報告 
財務報告 
元理事の表彰 
役員の選出 
会長ノミニーの選出 
会長ノミニーの受諾演説  
旗のプレゼンテーション  
プレジデントエレクトエイドによるプレジデントエレクト
家族の紹介 
プレジデントエレクトの挨拶 
シカゴ大会プロモーション 

大阪ドーム 

12:00-14:00 再会昼食会（RI チケット行事） (対象：元役員と配偶
者） 

大阪国際会議場、3F イベントホール 

12:00-18:00 ロータリー親睦活動展示 リーガロイヤルホテル 

12:00-18:00 クラブと地区のプロジェクト展示 リーガロイヤルホテル 

14:30-16:30 プロジェクトフェア-とセミナー 大阪国際会議場、5F メインホール(セミナ
ー) 10F 会議室 1001－1003 

19:00-19:30 音楽 大阪ドーム 

19:30-21:30 閉会式 
閉会宣言 
大会委員会の表彰 
RI 会長閉会の挨拶 
催事 
Auld Lang Syne 

大阪ドーム 

5 月 27 日(木) 大会後活動 

09:00-10:30 さよなら朝食会－2004 大阪大会委員会 未定 

09:00-12:00 会議－2005 シカゴ大会委員会 未定 

12:00-13:30 さよなら昼食会(対象：RI 理事会) 未定 

 


