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２１世紀におけるＮＧＯの役割
The Role of NGOs in the 21st Century
志高く
Inspire，
力を合わせ
Empｏｗｅｒ，
行動しよう！
Act！
                      世界各国のＮＧＯが韓国ソウルに集い，
                      20世紀を振り返り，｢新たなる千年｣に備えます。
   
   世界で初めて，ＮＧＯ活動そのものをテーマに開催される｢1999ソウル ＮＧＯ世界大会｣！ 
   国連関連機関に登録された約2,200の世界各国のＮＧＯと韓国国内の市民団体が20世紀を
   振り返り，｢新たなる千年｣の進むべき道すじを議論します。




          ＮＧＯ
                      ｢新たなる千年｣を迎えるにあたり，
                      関心を持つ方々の大勢の参加を願っております。

                  　ＮＧＯの役割とその重要性が日増しに高まっております。
                  　特に韓国国内の市民団体は，前代未聞のＩＭＦ経済体制という特殊な状況に
                  おかれ，国家全体が困難な局面に陥りながらも，社会正義を実現する役割を果
                  たしております。
                    ｢新たなる千年｣を迎えるにあたりまして，世界中から参加するＮＧＯと韓国     
                   の市民団体が，進むべき道すじを明らかにしてくれる今回の｢1999ソウルＮ     
                   ＧＯ世界大会｣に，大勢の方々の参加を期待しております。

               大会名誉会長       李   姫   鎬 (金大中韓国大統領夫人)




― 21世紀におけるＮＧＯの役割 ―
The Role of NGO in the 21st Century
志高く，力を合わせ，行動しよう！
Inspire,  Empower,  Act!
                                                   



  大会名称：1999ソウル ＮＧＯ世界大会(The 1999 Seoul International Conference of NGOs)
  大会期間：1999年10月10日～16日(7日間)
  大会場所：ソウルオリンピック公園，慶煕大学校，ソウル市内のホテル
  参加対象：全世界のＮＧＯ，韓国国内の市民団体，一般参加者



                                      全世界のＮＧＯが同じ趣旨の下で，
                                      ｢新たなる千年｣の役割とビジョンを提示します。
招待の言葉にかえて

　この度，私達はソウルにて「1999ソウル ＮＧＯ世界大会」を開催する運びとなりました。つきましては皆様の積極的なご声援とご参加をお願いいたします。

　『21世紀におけるＮＧＯの役割』というテーマと｢志高く，力を合わせ，行動しよう！｣というスローガンの下で開催される今大会は，1999年10月10日から16日まで韓国のソウルで開かれることとなりました。

　私達は現在，国連加盟国のＮＧＯ代表の参加を呼びかけており，少なくとも2,000余りのＮＧＯがこの歴史的な大会に参加されると期待しております。また，私達は国連傘下機関の方々に大会のバックアップを要請しており，参加を希望されるＮＧＯが支障なく参加していただけるような支援体制を整えていく予定でおります。

　本大会の目標は，過去に開催されたＮＧＯ関連の世界大会において国連加盟国が合意した事項の履行可能な方法を探りモニターリングし，ひいてはＮＧＯと国連および傘下機関との協力関係を強化する道を模索することにあります。さらに，21世紀に向かい，新たに人類の福祉と共同価値，理想と目標を検討する，価値ある議論の場になると期待しております。

　現在，国連傘下の2つの機関，｢国連経済社会理事会(ＣＯＮＧＯ)｣，｢国連広報センター(ＮＧＯ / DPI Executive Committee)｣，さらに慶煕大学校（Kyung Hee University），および｢明るい社会国際本部(GCS International)｣が韓国のＮＧＯの協力を受け，本大会を準備しております。

　私達は金大中韓国大統領へ本大会への出席と演説を要請しており，基調演説をアナン国連事務総長に，さらにＣＮＮのターナー会長の出席もお願いしております。

　ＮＧＯと国連関連機関との関係を強化し，さらに人類の未来のための戦略を立てる絶好の機会になると思います。今大会に皆様が是非参加していただけることを心からお待ち申し上げております。

　あらためて｢1999ソウルＮＧＯ世界大会｣へ皆様が参加されることを願っております。今大会は全体会議，分科会議，成功事例の発表会，文化行事など各種の付随行事が開かれる運びとなっております。また，参加するＮＧＯはそれぞれの経験を分かち合い，いてはＮＧＯの能力の強化および連帯感構築のため，共同案を模索する有意義な機会になると確信しております。
　このパンフレットが本大会の全体的なプログラム，学術会議の議題および関連事項に対する情報を十分にお伝えすることができれば幸いです。
　よろしくお願いいたします。

                大会共同議長
                国連経済社会理事会ＮＧＯ協議会 議長                   Afaf  Mahfouz
                国連広報センターＮＧＯ執行委員会 議長                Elaine  Valdov
                慶煕学園 学園長/明るい社会国際本部(GCS International) 総裁   趙 永植
親愛なるＮＧＯファミリーの皆さん！


　私達は今，21世紀の開幕とともに｢新たなる千年｣の扉を開く重要な転換期に立っております。顧みますと今日の人類は，科学技術の進歩による物質文明の発達により，有史以来，最も便利な環境で豊かな生活を営んでおります。
　しかし，そのような豊かさと便利に反し，人間は自ら作った制度と組識，さらに科学技術の信奉者になって，道徳と人間性を喪失し，我々の進むべき方向さえ分からない混乱の渦中に巻き込まれてさまよっております。

　来たる21世紀は，いわゆる｢参画型民主主義時代｣として全世界の市民が主体者である｢市民社会｣になると思われます。
　現在地球村の懸案問題である地球規模的問題群，すなわち環境，安保，人権，食糧，女性，老人，青少年問題などは，一国の問題ではなく，国際的な連帯を通じてのみ，それらの問題を解決することができます。
　今や人類はある一地域，一国の利益のためではなく，全人類の利益と平和のために，献身・奉仕する地球市民社会を実現するために力を合わせていかなければなりません。

　このような歴史的な転換期において私達
ＮＧＯの役割は正に重大です。

　私達ＮＧＯが先駆者となり，国連精神を軸に道徳と人間性を回復し，人間が尊重され，人間が中心となる人間的な社会，文化的な福祉社会，普遍的な民主社会を実現することで，人類が共存共栄できる地球共同社会を創り上げていくために力を合わせる時が到来したのです。











　｢1999ソウルＮＧＯ世界大会｣はこのような意味において特別な意義を持っております。
ＣＯＮＧＯ(国連経済社会理事会ＮＧＯ協議
会)，ＮＧＯ/ＤＰＩ(国連広報センターＮＧＯ執行委員会)，慶煕大学校/ＧＣＳ International(明るい社会国際本部)が共同主催する今大会は，世界で初めて，全分野のＮＧＯが参加します。これまで各分野別の世界ＮＧＯ大会で提議された各種の議題と決議が効率的に履行されるように具体案を提示します。また，人類社会における当面の課題を包括的に扱うことで，各分野のＮＧＯが連帯して21世紀における地球村の懸案課題を解決できる，またＮＧＯの新しい役割を再確認するという意義深い機会になると確信しております。

　今大会を通じて世界中のＮＧＯがその重要性を更に高めながら，21世紀を迎えるにあたり，我々が進むべき新しい目標を立てることになるでしょう。
　また，韓国国内の市民団体は政府の建設的な批判者として正しい政策代案を提示し，さらに国連とともに協力し，世界中のＮＧＯとの交流を通じて，全世界的なネットワークを構築することで，韓国国内の市民運動が一層活性化され，市民意識がより高く高揚されるきっかけになることを期待しております。

　今年10月，韓国で開催されるこの歴史的な｢1999ソウルＮＧＯ世界大会｣が，21世紀の人類社会の新しい目標設定と文化福祉社会の実現基盤を固めることになると確信しております。
　最後に，皆様の積極的な参加をもってこの大会を成功裡に開催し，全てのＮＧＯの発展が，各国の発展にも役に立つように，共に協力していただくことを願っております。

1999ソウルＮＧＯ世界大会 韓国側大会会長 趙 永植
 大会目標



■国連が主催した過去の国際会議で合意された行動計画に対して達成可能性を確認し，
  実施に向けて努力と協力の促進。
・ The 1990  World Summit for Children(世界子供サミット / ニューヨーク)
・	The 1992  UN Conference on Environment and Development
                                           (国連環境開発会議・地球サミット/リオデジャネイロ)
・ The 1993  World Conference on Human Rights(世界人権会議/ウィーン)
・ The 1994  International Conference on Population and Development
(人口と開発に関する国際会議/カイロ)
  ・ The 1995  Summit on Social Development(社会開発サミット/コペンハーゲン)
・	The 1995  World Conference on Women(世界女性大会/北京)
・	The 1996  Conference on Human Settlements(世界住居会議/イスタンブール)
・	The 1996  World Food Summit(食糧サミット/ローマ)

■ＮＧＯ間の円滑な意思疎通と信頼，連帯と協力の増進。
■ＮＧＯ活動の効果的な支援のため，ＮＧＯ間の連帯網の強化。
■主要政策樹立に対してＮＧＯと政府機関および国連機構の協議の活性化。




“1999ソウル ＮＧＯ世界大会は
国連加盟国がこれまでの世界大会の決議事項を
より実践的に履行できるようなアジェンダを
検討することに意義があります。”

－Afaf Mahfouz 国連経済社会理事会ＮＧＯ協議会（ＣＯＮＧＯ）議長－
 大会議題

基調演説                   21世紀におけるＮＧＯの役割(The Role of NGOs in the 21st Century)
全体会議Ⅰ  20世紀の回想:    ・ＮＧＯと今日の世界
           ＮＧＯの視点から  ・ＮＧＯの成功事例
                             ・ＮＧＯの挑戦と選択
全体会議Ⅱ  21世紀の展望:    ・新たな危機
           ＮＧＯの視点から  ・ＮＧＯと国連
                             ・連帯と同盟
全体会議Ⅲ  人類文明の評価   ・倫理と価値
                             ・文化向上と社会評価
                             ・科学技術とヒューマニズム
全体会議Ⅳ  未来と方向性     ・行動綱領の採択
                             ・勧告案および決議文の採択(ＮＧＯの青写真)
分科討議                     ・平和と安全保障
                             ・環境と住居と人間
                             ・教育の再認識
                             ・倫理と価値の調和
                             ・人間尊重と人権問題
                             ・経済/社会開発
                             ・女性の人権
                             ・青少年と子供
                             ・保健と健康
                             ・老人福祉
その他                       ・ＮＧＯの活性化(Empowering NGOs)
分科討議                     ・成功事例の発表会(NGO Best Practices Clinics)
ワークショップ                    ・地域別会議(Regional Caucuses)

・会議の議題は変更されることがあります。
・英語，フランス語，韓国語の同時通訳が提供されます。



“今大会は全世界市民と政府関係者が
共に集い，人類のより良い生き方を議論する場となり，
地球規模の連帯の原点となるでしょう。”

－Elaine Valdov，国連広報センターＮＧＯ執行委員会(NGO/DPI ExeCom)議長－
 大会概要および日程
大会議題
本大会は，国連関連機関に登録された
2,200余りの世界ＮＧＯ団体と韓国国内の市民団体が
国際的な連帯のためのアジェンダを模索する
討論の場です。
人類和合のための祝典として意義深い
討論の場と行事が数多く予定されております。




■大会概要                               ■大会日程
事業名  1999ソウル ＮＧＯ世界大会                          区  分           内  容            日  程
        The 1999 Seoul International Conference of NGOs                   歓迎晩餐会           10／10
期  間  1999年10月10日～16日(7日間)                      公式行事      開会式               10／11
        韓国 ソウル                                                       Conference           10／11～15
場  所  ソウルオリンピック公園 ， 慶煕大学校                              閉会式               10／16
        ソウル市内のホテル                                                NGO博覧会            10／10～15
主  題  21世紀におけるＮＧＯの役割                            展示行事   NGOｽﾄﾘｰﾄ開設         10／10～15
        The Role of NGOs in the 21st Century              本              ﾃｰﾏ別展示             10／10～15
        Inspire(志高く)                                   行              NGO民族ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ      10／11～15
ｽﾛｰｶﾞﾝ  Empower(力を合わせ)                               事  文化行事    NGOﾊﾟｰﾌｫｰﾏﾝｽ         10／11～15
        Act!(行動しよう)                                                  平和の大行進          10／15
        国連経済社会理事会NGO協議会(CONGO)                               歓送会                10／15
主  催  国連広報センターNGO執行委員会(NGO/DPI ExeCom)
        慶煕大学校 / 明るい社会国際本部                   ・大会プログラムは変更されることがあります。






ＮＧＯは政府の政策を建設的に批判し，民主市民意識を高揚させるなど，
真の市民社会の実現に貢献します。

　ＮＧＯは多様な社会奉仕活動や人道主義的機能を遂行し，一般市民の啓蒙活動をリードします。
　また，政府の政策をモニターリングし，市民の参加意識を高揚させることで真の市民社会の実現にも努力を注いでおります。
　同時に，多元化されていく現代社会において是非とも必要な知識を一般市民に提供することで，すべての社会問題に対する早期警報体制の役割も担っております。最近，ＮＧＯ間の国際協力を大幅に強化し，国際的な問題に対する共同の解決策を模索し，問題点を指摘して国際的にその重要性が高まっております。

■1999ソウル ＮＧＯ世界大会の開催経緯
1996. 3 ｢第15次世界平和の日｣の記念行事にて国連特使として訪韓したReed事務次長と｢1999ソウル
         ＮＧＯ世界大会｣の開催可能性を協議
1996.10  Boutros-Ghali前国連事務総長に｢1999ソウルＮＧＯ世界大会｣の開催提案書並びに趣意書を
         伝達し，国連ＮＧＯ代表団派遣を要請
         Boutros-Ghali前国連事務総長が任期満了にあたり，新任Kofi Annan事務総長にソウル大会
         の開催を国連がバックアップすることを提議
1997. 1  Kofi Annan事務総長がSamuel Koo局長を団長として代表団5人をソウルに派遣し，国連
         ＮＧＯ，慶煕大学校/ＧＣＳ代表との会議の結果，ＣＯＮＧＯ，ＮＧＯ/ＤＰＩ，慶煕大学校
         /ＧＣＳ Internationalの三者共同主催で｢1999ソウルＮＧＯ世界大会｣の開催を合意
1997.12  国連 ＮＧＯを代表して国連広報センターＮＧＯ執行委員会Dr. Elaine Valdov議長が訪韓     
         し，｢1999ソウル ＮＧＯ世界大会｣に関する詳細事項を協議
1998. 2  ｢1999ソウル ＮＧＯ世界大会｣の準備委員会代表団2名が国連ＣＯＮＧＯ理事会に出席し，
         大会計画を協議
1998. 4  ｢1999ソウル ＮＧＯ世界大会｣の総括計画の試案を作成
1998. 6  ジュネーブＥＣＯＳＯＣ ＣＯＮＧＯ理事会に韓国代表団が出席，ソウル大会に対する合意
         覚書を交換
1998. 8  韓国側 組識委員会の発足
1998. 8  ハワイＴＳＣ(Tripartite Steering Committee)Meeting，大会主題およびアジェンダに   
         関する論議
1998. 9  韓国国内の市民団体代表との懇談会を開催
1998.11  ニューヨークＴＣＳ Meeting，アジェンダ確定および大会運営の基本原則の合意
1999. 1  大会行事運営計画(案)の確定
1999. 1  大会のインターネット・ホームページを構築
1999. 3  ニューヨークＴＣＳ Meeting，アジェンダの最終確定および大会運営の細部原則の合意
1999. 4  本大会の顧問･諮問団および運営委員の委嘱

ＮＧＯは国連と共に世界平和を追求する非営利，非政府組識です。
ＮＧＯは‘Non-Government Organization’の略語で，政府運営機関でも営利団体でもない‘非政府組識’を意味します。即ち，ある特定の目的を実行するために志を共にする人々が自発的に創った非営利団体を称します。国連は地球村の葛藤を解消するという創設目的を達成させるため，民間団体と共同で地球規模の問題解決のために努力しております。
■過去のＮＧＯ世界大会の開催状況
大会名

テーマ
参加規模
日時と場所
成果および特徴
1992リオ
世界環境開発会議
環境
2,400名のＮＧＯ代表が参加
1992. 6. 3～14
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 
ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ
環境開発に関する｢ﾘｵ宣言｣に多大な貢献をする
1993ウィーン
世界人権会議
人権尊重
人権擁護
171ヶ国から800余りのＮＧＯが参加
1993. 6.14～25
ｵｰｽﾄﾘｱ ｳｨｰﾝ
開発途上国の人権擁護のきっかけとなる
1994カイロ
世界人口会議
人口
持続的な経済成長と環境調和的な開発
113ヶ国，1,500団体のＮＧＯから4,200名が参加
1994. 9.5～13
ｴｼﾞﾌﾟﾄ ｶｲﾛ
国連主催の｢人口開発会議と並行して開催
1995ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ
世界社会開発会議
貧困撲滅
雇用拡大と失業撲滅
社会的統合
811団体のＮＧＯから4,500名の代表団が参加
1995. 3. 6～12
ﾃﾞﾝﾏｰｸ 
ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ
ﾜｰｸ･ｼｮｯﾌﾟ，各種のｾﾐﾅｰ，公聴会，展示，演劇，映画，音楽会など多彩な記念行事
1995北京
世界女性大会
女性の視点
2,100団体のＮＧＯから5,000名以上のＮＧＯ代表，言論関係者およびヒラリー米国大統領夫人が参加
1995. 8.30～9.8
中国 北京市
4,010件のﾜｰｸ･ｼｮｯﾌﾟと700件の展示，159件の文化行事，ビデオ上映および青少年行事
1996ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ
世界住居大会
都市化形成による環境調和的な住居空間開発
2,400団体のＮＧＯから約8,000名が参加
1996. 6. 3～14
ﾄﾙｺ ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ
第2次国連会議(HabitatⅡ)と並行開催
1999ハーグ
平和アピール大会
平和         
現在300以上のＮＧＯを含め，5,000～10,000名が参加
1999. 5月開催
ｵﾗﾝﾀﾞ ﾊｰｸﾞ
ハーグ平和会議
100周年を記念して開催
1999ソウル
ＮＧＯ世界大会
ＮＧＯの活動
国連に登録された2,200余りの国際ＮＧＯを含め，韓国国内外6,000名以上参加予定
1999.10.10～16
韓国 ソウル
新たなる千年を迎えるにあたり，ＮＧＯの役割およびその重要性に関して討論する











｢1999ソウルＮＧＯ世界大会｣は
国連のＣＯＮＧＯ(国連経済社会理事会ＮＧＯ協議会)と
ＮＧＯ/ＤＰＩ ＥＸＥＣＯＭ(国連広報センターＮＧＯ執行委員会)，
そして慶煕大学校/ＧＣＳ Internationalが共同主催する世界大会です。

                                         国連経済社会理事会ＮＧＯ協議会(ＣＯＮＧＯ)
                                         　1948年に設立されたＣＯＮＧＯは，国連憲章に基づき，
                                         諮問関係にあるＮＧＯが機能を円滑に遂行できるような
                                         諸与件と機会を提供しています。国連経済社会理事会に
                                         諮問資格のある世界のＮＧＯはＣＯＮＧＯの会員になれ
                                         ます。また，ＣＯＮＧＯはＮＧＯが国連と良い関係を維                  
                                         持できるように支援し，ＮＧＯが共に研究して行動でき          
                                         るような討論の場を提供します。
                                           777 ＵＮ Plaza（8th Floor），New York，NY 10017
                                           Tel：(1‐212) 986-8557   Fax：(1‐212)986-0821
                                           http://www.conferenceofngos.org

                                         国連広報センターＮＧＯ執行委員会(ＮＧＯ/ＤＰＩ)
                                         　ＮＧＯ/ＤＰＩは，国連の対外協力情報機関と協力して
                                         いるＮＧＯの利益を代弁し，諮問する外交機関です。ま
                                         た，国連広報センターと共に全世界市民の連帯を強化･維    
                                         持するため，ＮＧＯ間の連帯網を構築し，協力関係の構   
                                         築および事業計画創出のためのフォーラムを提供します。
                                           UN NGO Resource Center
                                           UN Secretariat，LIB-31，New York，NY 10017
                                           Tel：(1‐212)963-7233   Fax：(1‐212)963-2819
                                           http://www.ngodpiexecom.org

                                         明るい社会国際本部(ＧＣＳ International)
                                         　ＧＣＳ Internationalは物質と精神，個人的利害と共
                                         同体倫理の調和を通じて，より良い人類社会を建設する
                                         という趣旨の下で活動している国際的なＮＧＯです。世  
                                         界大学学長会議のボストン総会(1975年)の発議とテヘラ
                                         ン総会(1978年)の決議によって慶煕大学校学園長趙永植    
                                         博士をはじめ，77名の国際的に著名な学者と指導者が
                                         1978年に設立しました。現在本部はソウルにあり，海外
                                         35ヶ国に支部があります。
                                           〒130-701 Seoul市 東大門区 回基洞 1番地
                                           慶煕大学校/ＧＣＳ International
                                            Tel：(82‐2)961-0216   Fax：(82‐2)961-0225
                                            http://www.gcs-ngo.org
              “今日，世界は人類史上最も
        多様で緊縛で複雑な問題に直面しています。
       こうした地球規模の問題群に立ち向かうために
              国際社会は新しい接近方法と
               認識の転換と政治的決断を
                   迫られています。”

              －Kofi Annan，国連事務総長－


■組識図                          大 会 名 誉 会 長              
                                     李 姫 鎬
                               (金大中韓国大統領夫人)

     常任顧問団                  大 会 共 同 会 長
(International Advisory Board)      趙永植，Mahfouz，Valdov
                                                                     3者共同委員会
                                                               (Tripartite Steering Committee)


     諮問委員団                   共同 組識委員長

                    運営委員会                          企画調整委員会
                                      
                                   共同 事務総長

 学術分科委員会                                                             対外協力分科委員会
  
              広報分科委員会                                   行事支援分科委員会
                                        財政分科委員会



                                         事務局

ＮＧＯ

「1999ソウルＮＧＯ 世界大会」 韓国組織委員会  （Korea  Organizing  Committee）
〒110-280 大韓民国 Seoul特別市 鐘路区 苑西洞171 苑西Building 305号
＃305 Wonseo Bldg．171 Wonseo－dong，Chongno－gu，Seoul 110－280，KOREA 
Tel：(＋82‐2)762-2323     Fax：(＋82－2)762-9833
http://www.ngo99korea.org   E-mail：kocngo@ngo99korea.org






























http://www.ngo99korea.org
「1999ソウルＮＧＯ世界大会」の概要（英文）をインターネットでご覧いただけます。
参  加  申  込  用  紙
参加者１人当りにつき１部。この用紙を必要に応じてコピーしてお使いください。

 「１９９９ソウルNGO世界大会」が1999年10月10日から16日までの日程でソウルにて開催されます。本用紙に必要事項を記入し，申込費用のお支払(US$で)と併せて韓国組識委員会までご提出ください。また，本申込の際，英文で記入することが可能な方は，誤訳をふせぐため，英文でお願い致します。お気づきの点がございましたら，お手数ですが韓国組織委員会までお問い合わせください。 
    					
韓国組織委員会（Korea Organizing Committee）の連絡先
  〒110-280  韓国 Seoul特別市 鐘路区 苑西洞171 苑西Building305号
  （#305 Wonseo Bldg.,171,Wonseo-dong, Chongno-gu, Seoul 110-280, KOREA）
  Tel：(82-2)762-2323     Fax：(82-2)762-9833
  E-mail:kocngo@ngo99korea.org              Website:www.ngo99korea.org

１．参加者事項（ご本人がお書きください）：□Ｍｒ.  □Ｍｒｓ.  □Ｍｓ． □その他              
　 姓名：                     （ローマ字）（名）             （姓）                 
   生年月日(DD/MM/YY)：                                                            
　 国籍：                            パスポート番号：                              
　 住所：                                                                          
     （英文表記）　                                                                         
　 郵便番号：                          
　 Tel：                                　Fax：                                   
　 E-mail：                            
　 あなたはどのテーマに興味がありますか。（複数可）
           □平和と安全保障                □環境と住居
           □倫理と価値観                  □青少年と子供
           □教育                          □経済／社会開発
           □人権                          □女性の人権
           □老人福祉                      □ＮＧＯの活性化        
           □保健と健康

２．所属団体
 　あなたは，ＮＧＯ団体などの市民団体に所属されていますか。□Ｙｅｓ     □Ｎｏ 　  
　 (Ｎｏにチェックされた方は次の項目へお進みください。)　　　
　　 団体名：                                   (英文表記)                           
　　 団体における本人の職名と地位：                                                  
　　 団体の住所：                                                    　　　　　　    
     (英文表記)                                                                       
　 　郵便番号：                        　
　 　Tel：                                  Fax：                                   
　　 E-mail：                           
　　 郵便の受取先：□自宅  □団体
３．参加費(お申し込み後の変更・取消に伴う参加費の払い戻しは一切お受けできません。)
    いちど申込まれると，参加者は全ての公式行事や会議（開会式・閉会式および歓
     迎会・歓送会， フェスティバルなど）に参加することができます。

　　グループ申込の場合は，以下のように割引されます。
　　　10人以上は10%，20人以上は15%，30人以上は20%。（割引料金10%／15％／20%）

　　大人
　　　□1999年９月15日まで: US$80      □1999年９月15日以後: US$100
       （72$／68$／64$）                    (90$／85$／80$)
　　学生あるいは24歳以下の青少年(ただし，在学又は生年月日の証明が必要です。）
　　　□1999年９月15日まで: US$10　   　□1999年９月15日以後: US$30
         (9$／8.5$／8$)                      (27$／25.5$／24$)
　　本人の参加費はUS$                     です。


４．使用言語
 　開会式・閉会式の公式行事においては英語，フランス語，及び韓国語の同時通訳が
   参加者全員に提供されます。日本からの参加者の状況に応じて日本語の対応も検討中
   です。

５．活動に関する登録
  1)ワークショップ
    「1999年ソウルNGO世界大会」のテーマは以下の通りです。それぞれ90分のワー
     クショップが分科会にて行われます。以下のテーマにおいて，いずれかのワークショ
     ップに参加される場合には，8月31日までに申し込んでくださいこ。このワークショ
     ップの公式言語は英語と韓国語です。尚，自国グループ，又は同一言語グループの任
     意において，通訳の方の同伴やモバイル機器の使用はご自由です。

    以下のテーマの中から，自分の団体が参加したいワークショップにチェックしてくだ
     さい。（複数可）
           □平和と安全保障                □環境と住居
           □倫理と価値観                  □青少年と子供
           □教育                          □経済／社会開発
           □人権                          □女性の人権
           □老人福祉                      □ＮＧＯの活性化        
           □保健と健康

    選択したワークショップにおいて提案されたい内容があれば，そのタイトルと簡単 
     な説明を書いてください。  (目的，発表者，必要なオーディオ・ビデオ設備など)
                                                                                
                                                                                
                                                                                
２)文化活動
　　上記で提案された発表内容について説明してください。
　　                                                                            
　　                                                                            

　　予想される発表時間：               時間               分

　　発表参加者数：                 名

　　発表予定日：                          


　 3)展示会場のブース
　　1ブースの賃貸料：US$５０／1日          1ブースの総面積：3m×3m×2.4m

　　テーブル(1.8m×0.8m)：１台，椅子2脚     電圧；220V

　　追加設備は申し込みによって借りることができます。

　　　総ブース数                       
　　　総日数            日(         日から         日まで）

　　　総額 US$                               

　   取消しの際は，まず韓国組織委員会に書面にてご連絡ください。取消日はご本人か
    らの通知を受け付けた日とします。

　　９月15日前の取消し：全額払い戻し。
　　９月15日後に取消し：50%払い戻し。
　　９月15日後に取消し：払戻しない。


６．ホテルの予約
   (ご自分で宿泊先をお決めになる場合は，この項は必要ありません。)

   以下のホテルは，韓国組織委員会があらかじめ用意したものです。

   予約希望の方は，以下の用紙に記入し，宿泊費の内金(US$)とともにご提出ください。


    宿泊料は韓国の通貨/ｳｫﾝで算定されます。為替相場は日によって変動しますので，
     請求金額もその都度変動します。1999年7月7日現在の為替相場は1,170ｳｫﾝ/US$1
     です。ホテルの宿泊料には朝食，税，サービス料が含まれていますので，通常US$15
     ～US$240の範囲内です。 

                     1人・1泊の料金(単位： US$）                  1人当り    予約
　宿泊施設           □にチェックしてください。                     の内金    ルーム数
   の等級          ｼﾝｸﾞﾙ･ﾙｰﾑ      ﾀﾞﾌﾞﾙ/ﾂｲﾝ･ﾙｰﾑ     4ﾍﾞｯﾄﾞ･ﾙｰﾑ   (預かり金）  　 
                                  1人当りの料金   1人当りの料金　　  (US$） 
　ﾕｰｽﾎｽﾃﾙ･ｸﾗｽ＊     □30～43       □21～29       □15～20           80＄       
 ﾂｰﾘｽﾄ・ｸﾗｽ        □62～94       □38～53       □34～64          120＄
 ﾌｧｰｽﾄ･ｸﾗｽ         □129～137     □70～74           －            150＄
 ﾃﾞﾗｯｸｽ･ｸﾗｽ        □180～238     □98～138          －            250＄

  ＊ユースホステル・クラスはソウル市外にあり，会議場から40分～1時間ほどかかりま
    す。ユースホステルの周辺は商業施設がないため，買い物など多少のご不便をおかけ 
    します。シャトルバスは，宿舎と会議場の間に利用できます。又，ユースホステル・
    クラスの宿泊者のみ，ソウルで1泊のホームスティーを斡旋いたします。
　   その他，ご不明な点は，韓国組織委員会までお問い合わせください。

　  総額： US$                     
     (お支払いは，お申込の際にお済ませください。)
　
    チェック･インの日：(1999年10月)   日      チェック･アウトの日：(1999年10月)    日

 　 総宿泊日数：          泊         日

    取消しの際は，まず韓国組織委員会まで書面にてご連絡ください。取消日はご本人 
     様からの通知を受け付けた日とします。

    取消に伴う違約金：チェック･インの日の１週前  ：内金（預り金）の10％
           　         チェック･インの日の前日    ：内金（預り金）の50%
           　         チェック･インの日の当日    ：内金（預り金）の100%

　  同伴者と同室をご希望の方は以下の空欄にその旨をお知らせください。
                                                                               
                                                                               


７．寄 付 金
    あなたの寄付金は財政的に援助の必要なNGOと青少年，又は学生の参加者に役
     立てられます。






                                           寄付総額： US$                    

８．お支払い
     参   加    費                               US$                               
 
　　 ホテル  宿泊料                               US$                                   
　　
     展示場  賃貸料                               US$                                      
     
     寄    付    金                               US$                             

                                   　 総       額：  US$                                
９．お支払い方法
　　 銀行振り込み (銀行間の電信送金でお願いします。お振り込みの際の領収書のコピー
      を本申込書と共にお送りください。ご入金確認をもってお申込完了とさせて頂きます。)
　　　 お支払い（お振り込み）先の銀行：
       韓国外換銀行（Korea Exchange Bank）ゲドン支店 (KyedongBranch)
　　   Swift　BICコード：KOEXRSE
        (国際金融銀行間の資金決済システムにおける各銀行口座名/番号)
　　   口座番号：117-JSD-101954
　　   口座主：韓国組識委員会（Korea Organizing Committee）
       送金者 (支払人の姓名：）                      (ローマ字)                      
       銀行名 ：                                   （英文表記）                     

　　 クレジット・カード： □VISA      □MASTER     □AMERICAN  EXPRESS
　　   カード番号：                            有効期限(MM/YY)：                    
　　   カード名義：                           (ローマ字)                             
　　   私は，自分のクレジット・カードからUS$                    の請求を認めます。

　　   署名：                                日付：                                

　 　韓国組織委員会へのお支払いの基軸通貨は全て米ドルとします。
　　  (米国の銀行で発行された米ドル建ての小切手)

１０．補助金の申込み
　   一定の補助金は，財政的に援助の必要な個人の宿泊料と観光費として使用されます。
   (優先的に，後援者の必要な方やこの大会に対して貢献度の高い方に与えられます。)
    
　    私はワークショップの主催者として従事することを希望します。                
　　                      討論者として従事することを希望します。                
　　                      記録係として従事することを希望します。                
　　  従いまして，私は宿泊料の            ％を請求することを希望します。
　　                  観光費の            ％を請求することを希望します。
　　 審査は補助金委員会によって行われ，登録完了後，後日，ご本人に通知されます。
11．観光コースの選択
　 観光はWorldwide Express(株)が手配し，主催いたします。ご希望の方は，観光出発日の
   ３日前までに韓国組識委員会に予約してください。尚，観光コースはソウル市内と史跡め
   ぐりなどです。詳しい内容などは韓国組織委員会までお問い合わせください。
 なお，大会開催期間中の観光のお手配等については，現地に設置される観光事務所にて
 相談できます。


　 　 2日間の観光コース(大会後)
　　   ツアーの最小催行人数は10名です。
　　　  出発日       コード番号          コース                料金(ｳｫﾝ)＊  
                      T15－1         安東(ｱﾝﾄﾞﾝ)文化ツアー    270，000
   10月15日(金)                     浮石寺(ﾌﾞｿｯｻ)
     午前8：30発                      河回村(ﾊﾌｪｰﾁｮﾝ)
                                       陶山書院(ﾄｻﾝｼｮｳｫﾝ)
    10月16日(土)     T16－1         慶州(ｷｮﾝｼﾞｭ)ツアー        270，000
                      T16－2         雪岳山(ｿﾗｸｻﾝ)ツアー       270，000
　
  ＊交通費，ホテル宿泊料，食事，英語使用のガイドを含みます。

　　  3日間コース(大会後）
　　  ツアーの最小催行人数は10名です。
        出　発      コード番号          コース                料金(ｳｫﾝ)＊   
    10月16日(土)    T16－3         済州島(ﾁｪｼﾞｭﾄﾞｳ)ツアー    605，000
　　
      ＊交通費，ホテル宿泊料，食事，英語使用のガイドを含みます。


１２．その他
　   韓国に入国する場合，各々参加者は，パスポートとビザが必要です。なお，以下の
    国家の国籍の方はビザが免除されます。

　 　ヨーロッパ:Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, 
　　　 France，Greece, Germany, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, 
　　　 Luxembourg，Malta, Norway, Portugal, Poland, Romania, Spain, Slovak Republic, 
　　　 Switzerland，Sweden, Netherlands, United Kingdom 
　　 アジア・太平洋:Bangladesh, Japan, Israel, Malaysia, New Zealand, Pakistan, 
　　　 Turkey，Singapore, Thailand
　　 北米・南米:Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Brazil, Canada, Colombia,
       Commonwealth of Dominica, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, 
       Grenada, Haiti, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Peru, St. Lucia, St. Kitts and 
       Nevis, St. Vincent and the Grenadines, Surinam, Trinidad Tobago, U.S.A
　　 アフリカ:Egypt, Lesotho, Liberia, Morocco, Tunisia


