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【チャプターリーダーズミーティング(CLM)について/ 

About Chapter Leaders Meeting(CLM)】 

 

日程/Dates：2014 年 8 月 2 日（土）～3 日（日） 
 Sat.Aug 2  13:00 ~ 21:00 
 Sun.Aug 3   8:30~13:00 
 
会場/Place： Hotel Samujung (三井ホテル)  

 150, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu Seoul Seoul 135-080 South Korea  
 T. +82 2 557 1221, F. +82 2 556 1126 
 （Chapter Leaders Mtg.） Hall King, 2nd Floor 
 

 
開催の目的/Goals aimed： 

 CL 間のコミュニケーション/Establish communication among CL 
 校友会予算に関する議論/Discuss about issues on the budget 
 CL トレーニング イベントの開催方法、経費申請など/CL training-how to hold 

events, apply subisidy, etc.. 
 次回の CLM と校友大会について/Discuss about next CLM and Annual Assembly 

 
 
使用言語./Language：日･英のミックス/APU’s usual mixture of Japanese& English  
     (司会アナウンスは基本的に英語/MC is “mainly” in English) 
 
服装./Dress Code：ビジネスカジュアル/Business Casual 
 
内容/Program：<変更の可能性があります/Subject to change> 
 
8 月 2 日（土）/Sat. Aug. 2 @ Hall King, 2nd Floor 
 
[Meeting] 
13:30~19:00         

 チャプター間の情報共有のためのグループワーク/ Group work to share information 
among chapters  

 予算についての議論/Discussion about Budget 
 

重要なお知らせ/Important Notice 

日本と韓国以外から参加される方は、必ずご自分で旅行保険をかけてください。日

本からの参加者には事務局で保険をかけます。 
（費用については後ろのページで説明しています） 
Buy a travel insurance policy by yourself if you travel from out side Japan. The 
Secretariat buy insurance policies for participants traveling from Japan. 
(You find explanation about its cost in the later page) 
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[Reception] 
19:00-21:00 
韓国チャプターによるエンターテイメントがあります/ Entertainment by Korea Chapter 
 
8 月 3 日（日）/Sun. Aug. 3 @ Hall King, 2nd Floor 
9:00-13:00 
 

 CL トレーニング―企画の際のいろいろ手続きなどについて/ CL training- What you 
should do when you hold an event, etc. 

 チャプターの役割について/ What the roll of a chapter? 
 来年の CLM と校友大会についての議論 /Discussion about CLM and General 

Assembly for the next year 
～～～終了/End～～～～ 
 
PM 自由行動/Free 
 

【宿泊・交通について/About Hotel, Transportation】 

 
宿泊ホテル/Hotel you will stay：(CLM 会場と同じ/The same as CLM venue) 
 
Hotel Samujung (三井ホテル)  

 150, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu Seoul Seoul 135-080 South Korea  
 T. +82 2 557 1221, F. +82 2 556 1126 

http://www.samjunghotel.co.kr/eng/page.asp?Main=7&sub=1 
 

 
 
 
 
 ホテルでの宿泊料金以外について/Hotel charges other than room charges： 
  宿泊料金（朝食含む）以外の料金(ルームサービス等)は校友会では負担しません。 
 ご自分でお支払い下さい。 
 /Hotel charges other than the room charge (breakfast inclusive) such as room service  
  are NOT covered by the Association.  Please pay by yourself. 
 
空港/ホテル間の交通について/Transportation between Hotel and Airport： 
ソウル到着時ホテルまではご自分でお越し下さい。空港からは以下のリムジンバスにのり、

Hotel Samjung（会場）で降りてください。 
「Kal Limousine 6703 番」空港 4 番 EXIT から出てください。出て左側にバスのチ

HOTEL Samjung NOVOTEL RitzCarlton 
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ケット売り場で Hotel Samujung と伝えてください。料金 16,000 ウォン 
Come to the Hotel from Inchon Airport by yourself. Take the limousine bus mentioned 
below and get off at Hotel Samjung (our meeting venue). 
[KAL Limousine No.6703] Use EXIT No.4 at the airport.  Purchase the bus ticket 
from the ticketing booth on your left telling “Hotel Samjung”.  The ticket costs 
16,000KRW. 

 
 

 お帰りのホテルから空港までも同じバスをご利用ください。バス停がホテルの前の路上 
にあります。チケットはホテルのフロントで買えます（16,000 ウォン）。 
Take the same bus when you go back. The bus stop is in front of the hotel on the main 
street. The bus ticket can be purchased at the Hotel front desk (16,000KRW). 

 
 

 
【注意･重要/Attention, Important!】現地交通費・国内交通費などについて/About domestic 
transportation fees and other expenditures： 

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

Gate No.4 

Bus stop for 
No.6703 

Bus stop in 
front of Hotel 
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handled by MYK, the assigned travel agency and your personal arrangement in 
principal may not be accepted. 
  

＊ 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

当の 1 万円を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。 
/You will be allocated 10,000yen for participants from Japan and 20,000yen from 
outside 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. 

 
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。 
/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. 

 
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。  
/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 Assembly. 

 

【現地での連絡先について/Local Contact info】 

 
Secretariat<Tomita or Shinozaki> 
080-2739-9438(Japan or if roaming add +81) 
080-2739-9439(Japan or if roaming add +81) 
 
Shinozaki 
090-9718-8083(Japan or if roaming add +81) 

 

We all wish you the pleasant trip to Seoul!! 


