2018 年 10 月 25 日

2019 JAASC 年次パーティのご案内
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます｡
さて、2019 年のサウスカロライナ日米協会（以下 JAASC と記します）年次パーティにつきまして
次のとおりご案内申し上げます。
JAASC 年次パーティは JAASC 文化部会が主催する恒例のソーシャルイベントであり、
多くの日系企業や米系企業トップの方々を含むコミュニティーの皆様が参加されます。
米国式のパーティではありますが、日本人のみなさまにも大いに楽しんで頂けるように
企画しておりますので皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
JAASC Co-Chair

Craig Lundgren

JAASC Cultural Committee （文化部会） 岡本
記
1. 開催日時： 2019 年 1 月 26 日(土) 17:00 受付開始

2. 会場：

Poinsett Club
807 E Washington St. Greenville, SC 29601（グリーンビル ダウンタウン）

3. 参加費： 大人(16 歳以上): 65 ドル/人
大人(16 歳以上): 75 ドル/人

（JAASC メンバー団体からの参加者）
（JAASC メンバー以外）

子ども(16 歳未満): 5 ドル/人 ※
※ 大学生／高校生のベビーシッターにお子供のケアをしていただきます。
（食事、テレビ、ゲーム他）。
受付終了後、お子様をキッズルームにご誘導願います。
尚、子供向け料理は大人とは異なりますので、ご了承下さい。
お子様に食物アレルギーがありましたら、必ず事前にご連絡頂きますよう
お願い致します。

４． プログラム：
17:15 – 18:15

ソーシャルアワー
■

18:30 – 21:00

(お寿司他オードブルとキャッシュバー)

お寿司とオードブルは日本食レストランからのものです。
ディナー

■

食物アレルギーのある方、ベジタリアンメニュー等を
ご希望の方は、必ず事前にお知らせ下さい。

尚

5. 参加申込方法
2018 年 12 月 21 日 (金) 迄に添付「2019 JAASC Annual Party Registration Form」に
必要事項を記入の上、E-mail にて参加連絡と、参加費（小切手）を郵送下さい。
なお、席に限りがありますので、早めにお申し込み下さい。
申込用紙： 企業単位でとりまとめて頂くようお願いします。
参加費：

必ず 小切手 (宛先：JAASC) でお願い致します。

Toray Composite Materials America, Inc.
ATTN : Takashi Okamoto（岡本

尚）

2202 Moore Duncan Highway,
Moore, SC 29369
Phone : (864) 586-3404 Cell : (864) 360-2211
Email: Shinnenkai2019@toraycma.com

6. お願いしたいこと
（1） スポンサーシップ
昨年同様に、スポンサー企業を募集致します。ご賛同いただける場合は、添付申込用紙
に金額をご記入の上、小切手とともにお送り下さい。
（2） 寄付金
年次パーティーは、JAASC 文化部会の独立採算で運営しており、上記(1)のｽﾎﾟﾝｻｰｼｯﾌﾟ
以外にも、寄付金も受け付けております。皆様からの心温まるご寄付を賜りたく、
添付申込用紙に金額をご記入いただくとともに、小切手（宛先： JAASC）を参加費と
ともに、上記項目 5 に記しました宛先までご郵送下さい。

尚、小切手のメモ欄には

“Donation to Annual Party”と ご記入下さい。
（3） 運営サポート
当日の運営を手伝っていただける方を募集します。お手伝い頂ける方は、申込用紙に
会社名と氏名（お分かりになっていれば）を ご記入願います。

７．その他
（１）当日の服装はビジネスフォーマルでお願いします。
男性：スーツ、スポーツジャケット等（ジーンズ、T シャツ等は不可）
女性：着物、ドレス、スーツ等（ジーンズ、T シャツ等は不可）
（２）パーティ当日は、The

Westin Poinsett Greenville ホテルに 1 泊$169 で宿泊でき

ます（特別割引料金、部屋数限定）。ご希望の方は 2019 年 1 月 4 日（金）迄にホテルへ直接
ご連絡下さい。特別割引料金には、予約時に JAASC と告げてください。(1-800-937-8461)

８．お問合せ（事務局）
ご質問、ご不明点等がございましたら、下記までご連絡下さい。
岡本

尚

ゴーロンめぐみ

（Office: 864-586-3404 Cell : 864-360-2211）
（Office: 864-586-3387）

Email: Shinnenkai2019@toraycma.com

以上

JAASC Annual Party Sponsorship
January 26th, 2019

Presenting Sponsor

Attendance Limit:

300

$1,600

●

Company representative invited to give a brief presentation at the reception.

●

Company logo printed on program leaflet.

●

Ten complimentary tickets to the event. ($650 value).

Gold Sponsors

$850

●

Company logo printed on program leaflet.

●

Six complimentary tickets to the event. ($390 value).

Silver Sponsors

$550

●

Company name printed on program leaflet.

●

Four complimentary tickets to the event ($260 value).

Bronze Sponsors
●

Three complimentary tickets to the event ($195 value).

Copper Sponsor
●

$350

$250

Two complimentary tickets to the event ($130 value).

2019 JAASC Annual Party Registration Form
Saturday, January 26, 2019 5:15 pm

Poinsett Club, Downtown Greenville

Please register as a company, if applicable.
企業名、担当者お名前、連絡先を英数字でご記入ください。

Company:
Primary Contact:
Mailing Address:
Telephone:
Email:
Sponsorship: ( ) Presenting ( ) Gold
Please check “x” in bracket above.

( ) Silver

( ) Bronze ( ) Copper

Names of Adult(s) attending (Full Name): 参加者 (16 歳以上) のお名前を英字でご記入ください。

Name and age of child(ren) attending: 参加者(16 歳未満)全員のお名前・年齢を英数字でご記入くだ
さい。

(
(
(

)
)
)

(
(
(

)
)
)

Fee Calculations （参加費の計算）
A: Total number of adult attendees 参加者(大人)合計
B: Number of tickets covered by sponsorship スポンサーの参加費免除人数
C: Number of tickets to be purchased (A – B) 参加費の必要な人数(A－B)
D: Amount due for adult attendees (Cx$65 or $75) 合計参加費(上記 C×$65 or
$75)
E: Total number of children attendees x $5 参加者（子供）合計×＄５
F: Sponsorship fee スポンサー費
G: Total (D+E+F) 合計（D＋E＋F）

(
(
(

)
)
)

$
$
$
$

Please e-mail this form to the attention of Takashi Okamoto at Shinnenkai2019@toraycma.com
Last day to register and make payment is Friday, December 21th, 2018. Please make checks
payable to JAASC and send to:
Toray Composite Materials America, Inc.
ATTN : Takashi Okamoto（岡本

尚）

2202 Moore Duncan Highway,
Moore, SC 29369
Phone : (864) 586-3404 Cell : (864) 360-2211
Email: Shinnenkai2019@toraycma.com

Takashi Okamoto will contact you to confirm your registration after receiving your registration
form. Please contact Okamoto if you do not receive his confirmation more than one week after
you sent your registration in case he missed your registration form.
<<Donations / 寄付金>>
Please fill in your name, amount, and enclose check, if available.
寄付にご協力いただける場合は、会社名と金額をご記入下さい。
Company name
Amount

<<Volunteers>>
Please fill in the names who could help the party arrangement below.
当日のパーティ運営を手伝っていただける方のご氏名を記入下さい。
Last Name(s) or Number of available volunteer
Reception (6)
Food receiving (2)
Babysitter (5)
Must be 16 or older
Photograph (2)

