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国際ソロプチミストアメリカ社 ® 

第 46 回隔年大会 於：米国ワシントン州ベルビュー 2020 年 7 月 22 日～25 日 
 
大会会場 

第 46 回隔年大会はハイアット・リージェンシー・ベルビューで開催されます。小さな町の魅力と大都市の利

便性を兼ね添えた米国ワシントン州ベルビューは、無限のアクティビティと文化的魅力を持つ現代のオアシ

スです。訪問者は、山から湖に至るまでの自然の美しさと景観、様々なアウトドア・レクリエーションを楽しむ

ことができます。便利なロケーションと周囲を囲む水や緑は、私たちの大会にすばらしい環境を作り出すでし

ょう。  

大会登録料  

大会登録料は一クラブ当たり 550 米ドルです。2019 年 12 月に請求書が発送され、納入期限は 2020 年 3
月 15 日です。この料金にはクラブ・デレゲートの大会登録が含まれますが、会食のチケットは含まれていま

せん。2020 年 3 月 15 日の納入期限を過ぎたクラブの大会登録料には 10％の遅延料が課されます。 

登録料と会食料 

オンライン登録及び大会に関する情報は SIA 大会ウェブ・ページで入手していただけます。オンライ ン登録

は簡単かつ迅速に行え、安全性も確保されています。参加者には、登録が完了するとすぐに確認の E メー
ルが送られます。もしくは、登録申込書をダウンロードして、E メール、ファックス、または郵便で返送していた

だくこともできます。 申し込み者の E メール・アドレスが連盟本部の記録に保管されている場合は、詳細な登

録確認書が E メールで 送られます。E メール・アドレスを連盟本部に届けておられない場合は、登録申込書

に必ず記入してください。キャンセルや返金に関する情報は、登録規定をお読みください。 

登録料： 

 550 ドル ノン・デレゲートの正規登録料（早期） 
 625 ドル ノン・デレゲートの正規登録料（通常） 
 675 ドル ノン・デレゲートの正規登録料（遅延及び現地） 
 
 275 ドル ノン・デレゲートの日割り登録料（早期及び通常） 
 350 ドル ノン・デレゲートの日割り登録料（遅延及び現地） 
 
 295 ドル ゲスト登録料（早期及び通常） 
 375 ドル ゲスト登録料（遅延及び現地） 

   

 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/washington/hyatt-regency-bellevue-on-seattles-eastside/belle?src=corp_lclb_gmb_seo_nam_belle
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
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会食の料金 
会食行事は、すべてのソロプチミスト会員及びゲストに登録していただけます。会食料金は会員やデレゲート

の登録料に含まれていませんので、登録の際に追加料金でチケットを購入していただく必要があります。会

食のチケットは先着順に販売いたしますので、大会までに売り切れる可能性があります。会食行事での席を

確保するには、遅延登録期限までに登録と会食のチケット購入を済まされるようお勧めします。今年は、登

録の際に、お好みの主菜をお選びいただけます。ゲストのために会食のチケットを購入する必要がある場合

は、連盟本部へ連絡して詳細をお尋ねください。 

共に上昇する：親睦夕食会と世界のダンスのショーケース 7 月 22 日：110 ドル 
トレイルブレイザー（先駆者）：私たちのリーダーを祝う表彰晩餐会 7 月 25 日：120 ドル 
頂上まで登る：表彰昼食会 7 月 23 日：70 ドル 
会員体験：「私たちの上昇への旅」昼食会 7 月 25 日：70 ドル 

追加のプログラム情報については、大会スケジュールをご覧ください。  

航空運賃 

アメリカン航空：アメリカン航空は、AA／ワンワールドで飛行する公示航空運賃（ベーシック・エコノミーと割引

対象外の運賃を除く）に 4 パーセントの割引を提供しています。航空券の購入もしくは予約に関するお問い

合わせは、アメリカン航空の会合サービスデスクまでお電話（1-800-433-1790）してください。米国もしくはカ

ナダ国内であればどこからでもかけられます。毎日午前 6 時から 0 時（中部標準時）まで受付しています。

承認番号は、A4370DC とお伝えください。AA/AE のフライトについては、割引予約はオンライン 
www.aa.com でも可能です。チケット手数料はかかりません。AA.com のウェブサイトのご利用は、営業時

間で少なくとも 1 時間の余裕をもって行ってください。前述の承認番号をお使いいただき、AA.com のプロモ

ーション・コードとして最初の A は除いてください。一部の契約にはご利用いただけません。また、一定の制

限が適用されます。聴覚及び言葉の不自由な方のための予約は、1-800-735-2988 でも行っていただけま

す。 

ユナイテッド航空：ユナイテッド航空は、大会への渡航者向けに様々な料金クラスで 10 パーセントの割引を

提供しています。www.united.com/meetingtravel<http://www.united.com/meetingtravel>を訪問し、Z 
Code（Z コード）: ZHPX、Agreement Code（合意コード）: 280722 を Offer Code box（オファー・コード・ボッ

クス）に入力してください。Z コードと合意コードの間にスペースを含めないようご注意ください。米国及びカナ

ダの利用者は、ユナイテッド会合予約デスクにお電話（1-800-426-1122）していただくことも可能です。受付

時間は、月～金は午前 8 時から午後 10 時まで（東部時間）、土日は午前 8 時から午後 6 時（同）までです。

会合予約の場合、予約手数料が免除されます。米国とカナダ以外の方は、オンライン

www.united.com/meetingtravel で予約してください。 

デルタ航空：デルタ航空は国際ソロプチミストアメリカ隔年大会に特別割引を喜んで提供しています。こちら

をクリックしてフライトの予約をなさってください。デルタ会合ネットワーク®にお電話（1-800-328-1111）してい

ただくことも可能です。受付時間は、月～金の午前 7 時から午後 7 時 30 分まで（中央部時間）です。会合イ

ベント・コード：NMTRZ をお伝えください。 

 ＊800 から始まる予約電話番号を使って予約・発券した場合、サービス手数料はかかりません。  

https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
http://www.aa.com/
http://www.united.com/meetingtravel
http://www.united.com/meetingtravel
http://www.united.com/meetingtravel
http://www.delta.com/tools/secure/air-shopping/searchFlights.action?tripType=ROUND_TRIP&priceSchedule=price&originCity=&destinationCity=&departureDate=&returnDate=&paxCount=1&meetingEventCode=NMTRZ&searchByCabin=true&cabinFareClass=BE&deltaOnlySearch=false&deltaOnly=deltaPartner
http://www.delta.com/tools/secure/air-shopping/searchFlights.action?tripType=ROUND_TRIP&priceSchedule=price&originCity=&destinationCity=&departureDate=&returnDate=&paxCount=1&meetingEventCode=NMTRZ&searchByCabin=true&cabinFareClass=BE&deltaOnlySearch=false&deltaOnly=deltaPartner
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空港の地上交通機関と駐車場 

シアトル・タコマ国際空港から出発するシャトル・エクスプレス：スカイ・ブリッジ 4 を使って SeaTac（シアトル・

タコマ国際空港の略称）・パーキング・ガレージへ行きます。シャトル・エクスプレスは、パーキング・ガレージ

の 3 階で、グラウンド・トランスポーテーション・プラザの中央から出発します。片道料金は一人 26 ドル～で

す。予約される場合は、1-425-981-7000 までお電話してください。シャトル・エクスプレスで詳しい情報を入

手していただけます。  

ウーバーもしくはリフトは、ご自分のスマートフォンのアプリからご利用ください。ご利用される時間と追加料

金によりますが、ウーバーの場合、片道約 25～30 ドルです（追加料金が発生しない場合）。 

シアトル・タコマ国際空港からハイアット・リージェンシー・ベルビューまで、通常のタクシーもご利用いただけ

ます。料金は約 50～65 ドルで、これには 15％のチップが含まれています。この料金は変わる可能性があり

ます。  

この他、Airport Seatac Transportation（シアトル・タコマ国際空港トランスポーテーション）を通じて運転サー

ビスを予約する場合、セダン車で 60～65 ドル、スポーツ・ユーティリティ車（SUV）で 95 ドルが目安です（料

金は変わる可能性があります）。 

ハイアット・リージェンシー・ベルビューの宿泊客用の駐車場は、一日当たり 28 ドル（セルフパーキング）また

は 38 ドル（係員による駐車サービス）です（いずれも税別）。この特別料金は大会期間中、SIA に適用される

ものです。加えて、セルフパーキングのみ、金曜日の夜 8 時から日曜日の夜 8 時まで無料でご利用いただ

けます。そしてこの間、車の出し入れは自由です。  

セルフパーキングを利用する場合、ノースイースト 10 番ストリートで「Bellevue Place（ベルビュー・プレイ

ス）」と印が付いた入り口を利用します。右側にある斜面を進み、ゲートを過ぎます。すぐに右折すると、右手

に、Winter Garden Elevators（ウィンター・ガーデン・エレベーター）が見えます。このエリアで P3 と指定され

た場所に駐車することができます。P3 が満車の場合、駐車場の裏手へ直進してください。左側に見える斜面

を使って駐車場の低層階へ進みます。その他の方法として、Hyatt Regency Ballroom（ハイアット・リージェ

ンシー・ボールルーム）のエレベーターを使うと、Olympic Tower（オリンピック・タワー）の１階に出られます。 

ホテルの宿泊 

ハイアット・リージェンシー・ベルビューは、あらゆる会議イベントに対応しており、ソロプチミストには、1 泊 1
部屋（1 人部屋もしくは 2 人部屋）219 ドル（14.4％の税別）の特別料金が提供されています。折り畳み式の

移動ベッドをご利用される場合、1 日 25 ドル（税別）となります。3 人部屋は 1 泊 1 部屋 244 ドル、4 人部屋

は同 269 ドルとなっています（14.4％の税別）。  

数に限りはありますが、ハイアット・リージェンシー・クラブ・ルームのアップグレードがご利用いただけます。

料金は、お一人につき 1 日 85 ドルです。アップグレードをご希望の場合、予約をする際に、お申し出くださ

い。 

宿泊のご予約は、SIA 大会の公式予約サイトであるハイアット・リージェンシー・ベルビューをご利用くださ

い。予約の締切日は、2020 年 6 月 10 日です。お早めにご予約ください。6 月 10 日を過ぎると、SIA の特別

料金による客室の予約はお約束できなくなります。 

file://fileserv/shared/Meetings/Biennial%20Conventions/2020%20Convention%20Bellevue/Registration/Registration%20Policies/shuttleexpress.com
http://airportseatactransportation.com/Rates
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/washington/hyatt-regency-bellevue-on-seattles-eastside/belle?src=corp_lclb_gmb_seo_nam_belle
https://www.hyatt.com/en-US/group-booking/BELLE/G-SROP
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お電話で予約をされる場合や、追加のお手伝いが必要な場合は、1-877-803-7534 までお電話し、グルー

プ・ブロック・コード SROP をお伝えくださるか、こちらをクリックして地域ごとの連絡先をご確認ください。 

情報の入手 

私たちの大会に関する情報は、SIA 大会ウェブ・ページに掲載されます。最新の情報は SIA フェイスブック・

ページからも入手していただけます。米国ワシントン州ベルビューを訪ねたことがある方やこれまでの大会に

参加されたことのある方は、お勧めや、楽しかった経験などをぜひ投稿してください。また大会に関する質問

をしたり、旅友達やホテルをシェアするルームメイトを探すこともできます。SIA のツイッターをフォローして、

大会のお知らせを入手しましょう。ハッシュタグ#SIAConv2020 を検索してください。皆様がご自分でツイート

する際にもこのハッシュタグをお使いください。#SIAConv2020 のハッシュタグを利用することで、大会に関

するあらゆるニュースを簡単にフォローすることができます。  

通訳 

すべての全体会議、会食、全体会議と会食行事の会場で開かれる分科会では、日本語、韓国語、中国語、

ポルトガル語、スペイン語の通訳が提供されます。  

ローレル・ソサエティの祝賀行事 

私たちの「夢プログラム」に継続的な支援をくださる寛大な寄付者を優雅に称え、感謝しましょう。1920 年代

風にドレスをまとい、お祝いと楽しさ満載の一夜にご参加ください！7 月 24 日（金）午後 5 時 30 分～7 時ま

で。アクティブのローレル・ソサエティ・メンバー（2016～2018 年の 2 年期に 500 ドルを寄付してくださったメ

ンバー）と、新しいローレル・ソサエティ・メンバー（1,000 ドル以上を寄付してくださった方）を対象としていま

す。ウェブサイト www.soroptimist.org を訪問し、ローレル・ソサエティに参加しましょう。既にローレル・ソサ

エティのメンバーでおられる方は、寄付（500 ドル）を行い、アクティブ会員として存続しましょう。特別な招待

状がすべてのローレル・ソサエティ・メンバーへ届けられます。  

特別イベントと会食 

大会には様々な特別イベントがあり、追加の料金でお申し込みいただけます。これらのイベントは大会前に

売り切れとなる場合があります。登録の際に一緒にチケットを購入されることをお勧めいたします。これらに

は次のものが含まれます。 

共に上昇する：親睦夕食会と世界のダンスのショーケース：7 月 22 日（水曜日）。大会のスタートとなる夕べ

は、参加者と共に新たな高みへ上昇しましょう！親睦夕食会は、ソロプチミストの友人と再会したり、新しい

結び付きを作る機会となるだけではありません。楽しみに満ちた夕べには、皆様のお席に座っている方々、

そして会場にいる方々と知り合うための様々な活動が盛り込まれています。夕食会のハイライトは、世界の

ダンスのショーケースです！ダンスは、世界共通の言語です。私たちは、最大 10 クラブの会員（もしくは同じ

リジョン内の会員）を対象に、自分達の地域を代表するダンスもしくは会員の方々が楽しんでいらっしゃるダ

ンスのスタイルを紹介してくださるよう、ご招待申し上げます。この歓迎イベントは、7 月 22 日（水）に行わ

れ、午後 7 時～8 時のレセプションに続き、午後 8 時～10 時の夕食となります。参加に興味をお持ちの方

は、大会副委員長のスー・ライニーさん（riney@whidbey.net）までご連絡ください。親睦夕食会のお席には

限りがあります。また、世界のダンスのショーケースへの参加ご希望のお知らせは、2020 年 5 月 15 日まで

にお願いいたします。  

http://l.c.hyatt.com/rts/go2.aspx?h=1020115&tp=i-H43-9A-8ww-29estY-IH-FZQp-1c-271U5M-1UsCPe
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
https://www.facebook.com/Soroptimist-International-of-the-Americas-69575569890/?fref=ts
https://www.facebook.com/Soroptimist-International-of-the-Americas-69575569890/?fref=ts
http://twitter.com/soroptimist
http://www.soroptimist.org/
mailto:riney@whidbey.net


 2020 年ベルビュー大会に関する総合案内 
 
 

国際ソロプチミストアメリカ©      2019 年 10 月 
 

5 

ソロプチミスト・アフターアワーズ：7 月 24 日（金曜日）の午後 8 時～10 時は、ドアマンに「私はクラブに参加

しています」と伝え、おしゃれな隠れ家的バーでご一緒しましょう。カクテル・ラウンジでくつろぎ、新旧の友人

と楽しいひと時を過ごしましょう。楽しむことは必須ですが、ダンスやカラオケ・バーで歌うことはオプションで

す。この夜会のチケットには限りがあります。私たちの秘密のクラブへの参加費はわずか 30 ドルです。キャ

ッシュ・バー（現金払いのバー）となります。リクエストしたい曲があれば、SIA のフェイスブック・ページに投稿

してください。  

トレイルブレイザー（先駆者）：私たちのリーダーを祝う表彰晩餐会：大会のハイライトです！最上のドレスに

身を包み、私たちの組織を先導する女性たちを祝いましょう！新任及び退任されるリーダーを称え、素敵な

夕食とエンターテイメントを楽しみましょう。こちらの催しは、7 月 25 日（土曜日）に行われ、レセプションは午

後 6 時から、夕食は午後 7 時から始まります。   

服装 

ワシントン州ベルビューの 7 月の平均気温は、最低 13℃、最高 25℃です。会合や昼食会には、ビジネス、

あるいはビジネス・ カジュアルの服装をお勧めします。親睦夕食会には、民族衣装かイブニング用の服装が

求められます。表彰晩餐会には、ドレッシーな装いがお勧めです。ホテル内は冷房がきいていますので、会

合の間はセーターや軽いジャケットをご持参されることをお勧めいたします。 

地元の情報 

シアトル／ベルビュー地域の訪問先に関する詳しい情報は、http://www.visitbellevuewashington.com/ を
ご覧ください。地元を探索するには、Bellevue Travel Guide（ベルビュー・トラベル・ガイド）をお読みくださ

い。シアトルまでは 30 分ほどですので、お時間がある場合は、さらなる探索をしてみるのもよろしいかもしれ

ません。より多くの時間はかかりますが、カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーへは車とフェリー

で 2.75 時間です。ベルビュー近辺の訪問先のアイデアについて情報がもりだくさんのブログは、右記です。

https://www.jasminealley.com/things-to-do-bellevue/ 

ビザの申請  

有効なパスポート（最低 6 ヶ月の有効期間）と予約の確定した航空券を持ったカナダ、日本、韓国、台湾から

の訪問者は、ビザなしで 米国へ入国することができます。ビザ免除制度及びその要件については、 <The 
US Travel Visa-Wizard（米国渡航のビザ・ガイド）>を訪問してください。 

SIA のその他のすべての国々は、観光ビザが必要となります。観光ビザの取得方法については、最寄りの

米国大使館あるいは領事館にお問い合わせください。招請状は、要請があった場合に、登録料の支払い確

認後に登録された会員の名前でのみ送付します。ビザを取得するまでの所要時間は、大使館・領事館の場

所により異なりますので、どうか早目の申請と大会登録をお願いします。 

分科会  

指導力開発、自己啓発、プログラム、メンバーシップ、一般的知名度、資金調達などのトピックについて、合

計で 20 以上の分科会が開かれます。分科会での座席は自由で、事前登録は必要ありません。詳細な情報

は、SIA 大会ウェブ・ページに掲載されます。 

http://www.visitbellevuewashington.com/
https://www.visitseattle.org/things-to-do/sightseeing/top-25-attractions/
https://www.thecrazytourist.com/top-25-things-to-do-in-vancouver-bc-canada/
https://www.jasminealley.com/things-to-do-bellevue/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wizard.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wizard.html
https://www.soroptimist.org/for-clubs-and-members/whats-new/46th-biennial-convention/index.html
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追加の質問がありましたら、お電話（米国国番号 1-215-893-9000）または E メール

<siahq@soroptimist.org>にてご連絡ください。大会ウェブ・ページと SIA フェイスブック・ページを定期的に

チェックしてください。大会に関する主な連絡手段は E メールとなりますので、登録の際にはご自身の E メ
ール・アドレスを必ず記入してくださるようお願いします。 
  

http://www.soroptimist.org/members/meetings/meetings.html
https://www.facebook.com/Soroptimist-International-of-the-Americas-69575569890/?fref=ts
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