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バーチャル・パレードの規定およびビデオに関する要件 
第103回ライオンズクラブ国際大会 - バーチャル・インターナショナル・パレード 

6月26日（土）（時刻：未定） 

ジュンヨル・チョイ 国際会長 
ジョセフ L. ロブレスキー 元国際会長／大会委員会委員長 

バーチャル・パレード参加要項 
• 添付の説明ビデオをご覧ください。指標やベストプラクティスについて説明しています。  
• 申込書とファクトシートの両方が届き、承認された後に、ビデオのファイルをアップロードするためのリンクをライオンズク

ラブ国際協会よりご連絡いたします。  
• パレード参加申込書、ファクトシート（本書に含まれている）、およびビデオファイルは、2021年4月15日までに提出する必

要があります。 
• 申込書およびファクトシートを提出しなかったグループは、パレードから除外されます。 
• 国際大会のパレードへの参加は､ライオンズ複合地区､準地区､単一地区に限られます。 

 

パレードのビデオに関する要件 
• ビデオは20秒以上、1分以内としてください。動作が始まる数秒前に録画を開始し、動作が終わった後も数秒間は録画を続けま

す。カメラはしっかりと構えてください。 
• ビデオには国際会長テーマである「思いやりと多様性で結束する」を盛り込むことができます。  
• ビデオは母国語で録画して構いません。 
• ビデオには、パレードと同様に代表団が行進またはダンスする姿を映す必要があります。また、音楽や歓声を入れることもで

きます。  
• 行進者は左から現れ、右に消える必要があります。側面ではなく、代表団の正面からビデオを撮影してください。また、携帯

電話で録画する場合は、電話を縦ではなく横向きに持ってください。水平の構図を推奨します。  
• フロートや飾り付けたバナーをビデオに入れても構いません。独創性を発揮しましょう！ 
• ビデオは十分明るい場所で、高画質で撮影してください。屋外で撮影することが望ましいです。 
• 応募ビデオには、複合地区/単一地区バナー、民族衣装を着た会員、または複合地区/単一地区ユニフォームと、市町村/都道府県

/国をあらわす特徴的な背景を必ず入れる必要があります。  
• 代表団は新型コロナウイルスに関する地域の規制を遵守し、あらゆる安全上のガイドラインに従ってください。  
• 参加グループの一部または個人が、ライオンズクラブ国際協会を辱めるような行為をした場合には、担当責任者によって直ち

に即座に除外されます。 
• 提出していただいたビデオは、その時点でライオンズクラブ国際協会の所有物となり、投稿者は国際協会にビデオの使用許可

を与えることになります。国際協会は、必要に応じてビデオを編集する権限を留保します。  
• 投稿は18歳以上の方が行う必要があります。  

 

バーチャル・パレード規定 
• コンテストの賞を受けられるのは、アマチュアのグループだけです。コンテスト部門に参加するには、申込書が2021年4月15
日までに国際本部に届いていなければなりません。 

• 各複合地区が応募できるビデオは一つです。 
• 入賞した場合、賞は申込書に記載されているライオンズ地区/準地区に対して交付されます。 
• コンテスト入賞者は、2021年6月29日（火）の最終日総会で表彰されます。 
• コンテスト入賞者には国際協会より連絡が行われ、それから賞金が送付されます。  

 

パレードに関する質問は、parade@lionsclubs.orgまでお問い合わせください。  
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応募ビデオの審査基準 
 
入賞した代表団および/またはバンドには賞金が出ます。下記が審査の基準です。入賞者は、2021年6月29日（火）の最

終日総会で発表されます。 
  
 

カテゴリー 基準 

テーマ 「思いやりと多様性で結束する」というテーマを最もよく表している 

振り付け 動きとダンス 
独自の音楽 歌や演奏 
衣装 撮影中に着用されている衣装または複合地区ユニフォーム 
芸術性/セットのデザイン 投稿ビデオの創造性 
場所 文化に関連した場所でのベストショット 

 

 

代表団への賞金： 第1位 1,500ドル 第2位 750ドル  第3位 500ドル 

バンドへの賞金： 第1位 1,500ドル 第2位 750ドル  第3位 500ドル 
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ビデオコンテスト用ファクトシート 

ライオンズクラブ国際協会の承認を必要としますので、以下に必要事項を漏れなく記入し、2021年4月15日必

着で国際本部大会部に送付してください。  
 

地区/国名: __________________________________________________________________________________ 

撮影されている人数：  ______________    行進順序の番号（パレード順序の文書を参照）__________________ 

 

代表団として参加しているVIPを列記してください（元国際会長（就任年度）、国際理事（就任年度）、元国際理

事（就任年度）を含む）。

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
ビデオの説明：

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
あなたの代表団に関して伝えたい逸話：

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

バンド名（該当する場合）：________________________________________________________ 
 
バーチャル・パレードに参加しているバンドについて詳しく記載してください。（バンドの実績、賞、メンバーに

関する逸話、パレード中に演奏されている曲名）： 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
フロート名（該当する場合）：__________________________________________________________________ 
 
パレードに参加しているフロートについて詳しく記載してください。（テーマ、フロートの歴史、その他なんでも

伝えたいこと）：  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

申込書提出者： 
氏名：__________________________________ Eメールアドレス：___________________________________  
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ビデオコンテスト参加申込書 
 

ライオンズクラブ国際協会の承認を必要としますので、以下に必要事項を漏れなく記入し、2021年4月15日必着

で国際本部大会部に送付してください。 
 

代表団が参加するコンテストのカテゴリーに印をつけてください： 

___ テーマ     ___ 振り付け       ___ 音楽        ___衣装      ___芸術性/セットのデザイン      ___場所 
 
 
印をつけた上記について情報をご記入ください。申し込みをする各グループにつき1枚提出する必要があります。申込書

は複写して利用することができます。 
 
地区/国名 ________________________________________________   パレード参加者数 _________________   
 
申込書の提出者氏名 __________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                           
Eメールアドレス ____________________________________________________________________________  
 
バンド名___________________________________________________________ バンドの人数_____________ 
 
バンド指揮者氏名 ____________________________________ Eメールアドレス__________________________  
          
ユニフォーム/特別な服装/フロートのテーマ _______________________________________________________     
 
___________________________________________________________________________________________ 
  
 
 
入賞した際： 
 
小切手の名宛人：____________________________________________________________________________ 
 
宛先：_____________________________________________________________________________________ 
 
住所（ローマ字） ____________________________________________________________________________ 
 
市町村/都道府県/郵便番号  _____________________________________________  国名 ___________________ 
 

 

mailto:parade@lionsclubs.org

	バーチャル・パレードの規定およびビデオに関する要件
	第103回ライオンズクラブ国際大会 - バーチャル・インターナショナル・パレード
	6月26日（土）（時刻：未定）
	バーチャル・パレード参加要項
	パレードのビデオに関する要件
	バーチャル・パレード規定
	応募ビデオの審査基準
	代表団への賞金： 第1位 1,500ドル 第2位 750ドル  第3位 500ドル
	バンドへの賞金： 第1位 1,500ドル 第2位 750ドル  第3位 500ドル

	ビデオコンテスト用ファクトシート
	申込書提出者：

	ビデオコンテスト参加申込書

	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_1_3: 
	fill_2_3: 
	fill_3_3: 
	fill_4_3: 
	fill_5_3: 
	fill_6_3: 
	fill_7_3: 
	fill_8_3: 
	fill_9_3: 
	fill_10_3: 
	fill_11_3: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off


