
【重要/IMPORTANT】チャプターリーダーズミーティングのお知らせ/Announcement for 
Chapter Leaders Meeting 
 
[English follows after Japanese] 
 
チャプター代表各位 
（このメールを受け取られたら、メールを受け取ったとの返信を必ずお願いいたします） 
 
2014 年度 APU 校友会チャプターリーダーズミーティングは 8 月 2 日（土）～3 日（日）

の二日間、韓国ソウルで行われることになりました。 
 
つきましては、各チャプター代表２名の出席を要請いたします。その 2 名の参加に関する

経費は校友会が負担いたします。チャプターリーダーの参加を基本としますが、代理の方

の出席でも結構です。 
 
手配等の関係上、お手数ですが 6 月 15 日までに出席者を決定の上、以下のサーベイから入

力をお願いいたします。 
 
日本語： 
https://survey1.apu.ac.jp/limesurvey/index.php/survey/index/sid/673645/lang/ja  
English： 
https://survey1.apu.ac.jp/limesurvey/index.php/673645/lang-en 
 
 さらに、6 月 30 日までに添付の「APPLICATION FORM」を旅行手配を行う MYK 宛に

メールかファックスでお送りください。(6 月 30 日必着＊) 
 
日時（多少変更の可能性があります）： 
8 月 2 日（土）13:30 集合 14:00 ミーティング開始 夜懇親会 
8 月 3 日（日）9:00 ミーティング開始 14:00 終了 
 
会場（ミーティングと宿泊）： 
Hotel Samjung 
150, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu Seoul, Seoul, 135-080, Korea, Tel 0120-996-517 
http://www.samjunghotel.co.kr/eng/ 
―今回の宿泊は二人で一室となります。 
 
参加に当たっては、2 日と 3 日の両日の参加を必須としますので、ご理解下さいませ。 
 
4 月 26 日に校友会ウェブ上で課題とされたことについて議論を行いますので、各チャプタ

ーにて意見をまとめておいてください。 
（議題の内容等はこちら） 
http://www.alumni.apu.ac.jp/newsreports/news/5929/ 
 
さらに、校友大会の中で各チャプターに活動状況をシェアするための冊子を作成いたしま

すので、別紙のチャプター紹介シートを記入の上、7 月 15 日までに校友会事務局にお送り

下さいませ。 



 
その他、準備については詳細が決まり次第お伝えいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重要な注意事項 

 
＊ ビザについて―韓国の入国へビザは各自で取っていただきます。韓国大使館／領事館に

必要な手続きを確認のうえ、観光ビザをとってください。もし事務局のサポートが必要

な場合は、ご連絡ください。ビザ取得は時間がかかることがありますので、時間に余裕

を持って申請をしてください。ビザ取得費用については、下記に説明があります。 
 

＊ 校友会経費負担の参加者の航空券については指定旅行会社の MYK にて一括手配とし、

個人的な手配は原則認められませんのでご了承下さい。 
 
＊ 校友会では、もっとも合理的でかつ安価なフライトのみ旅費を負担いたします。それ以

外のルート等を選ぶ場合は差額は自己負担となります。 
 

＊ なお、日本からの参加者には各国内及び現地移動費として「その他交通費等」として現

金 1 万円を当日支給し、日本･韓国から以外の参加者には旅行保険料を加えて現金 2 万

円を当日支給します。これは、日本からの参加者には事務局で保険をかけますが、日本

以外の参加者にはご自分で旅行保険をかけていただかなければならないため、保険料相

当として 1 万円多く支給するものです。さらに、ビザが必要な国籍の参加者には 5 千円

をビザ費用として追加支給いたします。 
 
これにより、ミーティングの参加に必要な現地交通費やその他の支出については特に必

要な場合を除いて清算はいたしませんので、領収書等の提出は不要です。 
 
ただし、現地交通費等の諸費用が支給額を上回る場合は、所定の手続きをして清算をし

ますので、領収書や所定のフォームの提出をしていただくことでお支払いいたします。

その場合は事務局に校友会終了後 1 週間以内にご連絡下さい。  
 
＊ メール受領の返信を必ずお願いいたします 
＊ では、ソウルで皆様にお会いできることを楽しみにしています！ 

以上 
 
APU 校友会 
代表 吉田聖崇 
 

ご準備いただきたいもの 
 
1. 参加する代表者（または代理）の情報をサーベイに入力してください＜6 月 15

日まで＞。 
2. 「APPLICATION FORM」とパスポートコピーを MYK にメールかファクスで

送って下さい＜6 月 30 日まで＞ 
3. チ ャ プ タ ー 紹 介 シ ー ト を 記 入 し 、 事 務 局 に メ ー ル で 送 信

（ apualumn@apu.ac.jp ）して下さい＜7 月 15 日まで＞。 
 



お問い合わせ等は事務局まで 
apualumn@apu.ac.jp 
+81-977-78-1103 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
To all Chapter Leaders 
(When you receive this email, please reply to let us know you have read this)  
 
The next Chapter Leaders Meeting is scheduled to be held in Seoul, Korea from August 
2 (Sat) to August 3 (Sun), 2014. 
 
We would like to request each chapter to send TWO representative to the Meeting. 
Transportation and Accommodation costs for each representative will be covered by the 
Alumni Association. We usually prefer the Chairperson to attend but chapters may 
appoint another member to represent them at the Meeting. In order to facilitate better, 
we would like to request chapters to fill in the SURVEY below regarding the 
representatives to the Meeting by/before JUNE 15th. 
 
日本語： 
https://survey1.apu.ac.jp/limesurvey/index.php/survey/index/sid/673645/lang/ja 
 
English： 
https://survey1.apu.ac.jp/limesurvey/index.php/673645/lang-en 
 
In addition, all the participants are requested to send the attached “APPLICATION 
FORM” to MYK, a travel agent which will arrange your flights by/before June 30th by 
email or fax. 
 
Date and Time (Subject to minor change): 
August 2nd, Sat.  13:30Opening 14:00~ Meeting  Night: Reception 
August 3rd, Sun  9:00~14:00 Meeting 
 
Place (Meeting and Lodging): 
Hotel Samjung 
150, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu Seoul, Seoul, 135-080, Korea, Tel 0120-996-517 
http://www.samjunghotel.co.kr/eng/ 
―Two persons share one twin room 
 
   
Please note that it is mandatory for all attending representatives to be present for both 
on the 2th and the 3th. 
 
The participants are requested to discuss at each chapter in advance about the issues 
mentioned in the Alumni Association website on April 26th. 
(here is the issues) 
http://www.alumni.apu.ac.jp/newsreports/news/5929/ 
 
Each chapter will also be expected to report on activities conducted over the course of 
the year. Please fill in the attached Chapter Activity Report sheet and send it to the 



Secretariat no later than July 15th. 
 
Any additional preparations will be communicated to you as they are decided. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT NOTICES 
 
＊ About Visa－Please obtain visa to enter Korea by yourself.  Inquire Korean 

Embassy/Consulate the necessary procedure and apply for a TOURIST visa. 
Contact Secretariat if you need any assistance.  Make sure to allow ample time to 
apply because it might take some time to obtain a visa.  Refer to the explanation 
regarding the visa fee below. 

 
＊ The air tickets which will be covered by the Alumni Association are exclusively 

handled by MYK, the assigned travel agency and your personal arrangement in 
principal may not be accepted. 

 
＊ Alumni Association will cover the expense for only the most reasonable and 

cheapest flights.  The additional expense will be solely born by yourself if you 
choose any other flights. 

 
＊ You will be allocated 10,000yen for participants from Japan and 20,000yen from 

outside Japan and Japan in order to cover local transportation cost.  The 
discrepancy arises because the Secretariat will buy insurance policies for those who 
come from Japan while those from outside Japan must buy an insurance policy by 
your self. If you need to obtain a visa, you will also receive another 5000yen for visa 
fee. 
 
In this way, you do not need to submit receipts to apply for endorsement of local 
transportation or other miscellaneous expenditures to come to the Meeting except 
for special cases. 

 
However, if your local transportation and miscellaneous expenditures excess the 
allowance amount, you are requested to apply in the usual manner which requires to  
submit all the receipts and the designated form if you wish to receive endorsement. 
Please kindly acknowledge the Secretariat within a week after the Meeting. 

 
＊ Make sure to acknowledge the receipt of this email. 
＊ We are looking forward to seeing you in Seoul!! 
 
＊Please let us know that you have received this mail and read the content. 
 
Seitaka Yoshida 

THINGS TO PREPARE 
 
1. Input the participant’s information in the SURVEY above by June 15th. 
2. Send travel “APPLIACATION FORM” to MYK by Fax or email by June 30th. 
3. Fill in the “Chapter Activity Sheet” and send it the Secretariat by July 15th. 



Chairperson 
APU Alumni Association 
 
For inquiry: Secretariat 
apualumn@apu.ac.jp 
+81-977-78-1103 
 


