北加日本商工会議所 2019 年 新年会開催のご案内
第64回を迎える、新春恒例の北加日本商工会議所（JCCNC）主催新年会を、
2019年1月12日（土）午後4時半より、The Westin St. Francis ホテルにて開催い
たします。JCCNCではこの新年会を、会員企業の方々をはじめとする地域コミュ
ニティーの皆様が、年の初めに一堂に会し交流を深めていただける場となるよ
う準備を進めております。
JCCNCの会員の皆様には渡辺美里さんがデビューした時期に学生時代や社
会人となられた方も多く、「美里ファン」も少なくないと思います。ぜひ新年会に
足をお運び頂き、渡辺美里さんの力強いヴォーカルを楽しんで頂きたいと思い
ます。
北加日本商工会議所 会頭 大垣 忠央
新年会実行委員会 委員長 齊藤 知道
渡辺美里
渡辺美里さんは 1985 年にデビュー。翌年「My
Revolution」がチャート１位となり、同年 8 月よ
り女性ソロシンガーとして日本初となるスタジ
アム公演を西武スタジアムにて成功させまし
た。その後、スタジアム公演は前人未到の 20
年連続で開催され、渡辺美里さんの代表的な
音楽活動の一つとなりました。2005 年には西
武スタジアム公演に終止符を打ち、翌 2006
年からは毎年「美里祭り」と題して様々な都市
で LIVE を開催。2015 年にはデビュー30 周年
を迎え、その活動は音楽だけにとどまらずラジ
オのパーソナリティー、ナレーション、そしてミ
ュージカルと、様々な分野に広がっています。
本年 8 月には西武ドーム球場の西武ライオン
ズ戦において、開会式での国歌独唱や試合
後のスペシャルライブを開催するなど、今まで
以上に精力的に活動を続けています。

日時：

2019年1月12日（土曜日）
4：30pm:
カクテル(No-Host)
6：00pm:
開場、ディナー＆ラッフル
8：00pm:
公演

場所：

The Westin St. Francis Hotel on Union Square
335 Powell Street, San Francisco, CA 94102
Tel: (415) 397-7000

料金：

スーパープレミアムテーブル （10 人席）
プレミアムテーブル (10 人席)
一般テーブル （10 人席）
個人席（1 人席）

$3,200
$2,700
$2,200
$180

* 席順はステージ前方よりお支払い受領順になります。また、テーブル
席が個人席よりも前方になりますのでご了承ください。

申込締切：

2018年12月3日（月）

申込方法：

下記申込欄にご記入の上、チェックを添えて下記住所にお送り
ください。チェックの宛名はJCCNCでお願いいたします。
Japanese Chamber of Commerce of Northern California
1875 South Grant Street, Suite 760, San Mateo, CA 94402
Tel: (650) 522-8500 Fax: 650-522-8300
E-mail: mail@jccnc.org

ご予約は前払いとなっており、全てのお申込は事務局がチェックを受領した時点で受付登録が完了し、その時点で席順を確定
いたします。電話でのご予約は受け付けておりません。申込締切日の2018年12月3日以降のキャンセルにつきましては、返金
に応じかねますので、何卒ご了承ください。21歳未満の方のご入場はご遠慮頂いております。入場券は12月中旬より順次発送
させていただきます。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

北加日本商工会議所 2019 年 新年会 申込書
◇ スーパープレミアムテーブル（$3,200/10人席）

Sold out

枚

◇ プレミアムテーブル（$2,700/10人席）

＿＿＿＿＿＿＿枚

◇ 一般テーブル ($2,200/10人席)

＿＿＿＿＿＿＿枚

◇ 個人席 ($180/1人席)

＿＿＿＿＿＿＿枚

合計

＿＿＿＿＿＿＿枚
$＿＿＿＿＿＿＿

チケットの送り先（英語・ローマ字でご記入下さい）
お名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 会社名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ご住所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
お電話番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ E-mail ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Invitation to 2019 JCCNC
Annual New Year’s Party
The Japanese Chamber of Commerce of Northern California (JCCNC)
extends a warm welcome to all members to enjoy the 64th Annual JCCNC
New Year’s Party on Saturday, January 12, 2019. Since the first event in
1955, the Shinnenkai has been one of the most important events of the year
for the JCCNC community. It has also provided an opportunity to celebrate
the arrival of each New Year with friends and family.
We are pleased to announce that the 2019 JCCNC New Year’s Party will
feature MISATO WATANABE, a popular singer since her debut in 1985.
We look forward celebrating the new year with you.
Tadao Ogaki, President of JCCNC
Tomomichi Saito, Chair of New Year’s Party Committee

MISATO WATANABE
Since her debut in 1985, Misato Watanabe has
become one of Japan’s top female singers. A
year after her debut she released her #1 ranking
song, “My Revolution.” In August of the same
year, she kicked off her first solo concert at the
Seibu Stadium. She continued to perform at the
Stadium for the next 20 years. Her annual live
performances, known as “Misato Matsuri,”
have become an annual tradition since 2006.
2015 marked her 30th anniversary since her
musical debut, but her activities have expanded
into radio personality, narration, and musicals.
Her special live performance at the Seibu dome
this August shows her unwavering passion for
music to this day.

Date:
Time:

Saturday, January 12, 2019
4:30pm: Cocktails (No-Host)
6:00pm: Doors open, Dinner & Raffle
8:00pm: Misato Watanabe Performance

Venue:

The Westin St. Francis Hotel on Union Square
335 Powell Street, San Francisco, CA 94102
Tel: (415) 397-7000

Price:

Super Premium Table (10 seats)
Premium Table (10 seats)
Standard Table (10 seats)
Individual Seat

$3,200
$2,700
$2,200
$180

*Tables and seats will be sold on a first come first serve basis.
Table seats will be placed closer to the stage than individual
seats.

Reservations:

Please send your completed reservation form with the
check payable to JCCNC by Monday, December 3,
2018.
Japanese Chamber of Commerce of Northern California
1875 South Grant Street, Suite 760, San Mateo, CA 94402
Tel: (650) 522-8500 Fax : 650-522-8300
E-mail: mail@jccnc.org

All reservations must be paid in advance. No telephone reservations will be accepted. Reservation form and remittance must
be received by Monday, December 3, 2018. No refunds will be issued after this date. Please be advised that all guests must be
over the age of 21. Tickets with table assignments will be mailed in December. Faxed reservations will not be confirmed nor
assigned seating until receipt of payment.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 JCCNC New Year’s Party Reservation Form
Super Premium Table ($3,200 for 10)
Quantity Sold out
Quantity ＿＿＿＿＿＿
Premium Table ($2,700 for 10）
Standard Table ($2,200 for 10)
Quantity ＿＿＿＿＿＿
Individual Seat ($180 per seat)
Quantity ＿＿＿＿＿＿
Name and address where tickets should be mailed

Total Quantity
Total Amount

＿＿＿＿＿＿
$＿＿＿＿＿＿

Name ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Company ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Address ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Phone

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ E-mail ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

