年8月
10日（土）

午前

2013

夕方

終日

執行委員会ミーティング
会長による開会挨拶

ICOM

日（日）

午後

プログラム

1:30 pm – 5:50 pm
9 am – 9:20 am

11

昼食

ICOMリオデジャネイロ大会

12:30 pm – 1:20 pm

昼食

9:30 am – 12:30 pm

1:30 pm – 2:50 pm

委員会ビジネスミーティング・ボードミーティング
1:30 pm - 4:50 pm

諮問委員会

諮問委員会第2回（定足数に満たない場合のみ）

出展者・参加者レジストレーション

3:20 pm – 4 pm

議案策定のためのオープンフォーラム
4:30 pm - 5:10 pm

新規会員及び大会初参加者オリエンテーション
9 am – 9:40 am

開会式

日（月） 基調講演

12

10:10 am – 10:50 am

12:10 pm – 1:20 pm

11:20 am - 12 noon

国際委員会ミーティング

– 11 pm

オープニング・パーティ

ミュージアム・トレードフェア

オープニング・パーティ
12:10 pm – 1:20 pm

テーマ別昼食会

9 am – 9:40 am

1:30 pm – 5:40 pm

国際委員会ミーティング

参加者レジストレーション
1:30 pm – 4:50 pm

5:30 pm - 11 pm

その他の委員会の提案によるセッション
9 am – 9:40 am

1:30 pm – 4:30 pm

昼食
国際委員会ミーティング
トレードフェアオープニング 4:40 pm - 5:10 am
大会基金レセプション

7 pm – 11 pm

国内委員会レセプション

5 pm – 5:40 pm

ブルーシールド・セッション

特定地域に着目したセッション（アフリカ）

am – 10:50 am
日（火） 10:10
国際委員会ミーティング

執行委員会・諮問委員会委員長選挙
ミュージアム・トレードフェア
参加者レジストレーション

13

10:10 am - 10:50 am

ブラジル版レッドリスト制定に関する記者会見
11:20 am – 12 noon

基調講演

8:10 am – 8:50 am

テーマ別朝食会

am - 10:50 am
日（水） 9国際委員会ミーティング

12:10 pm – 1:20 pm

昼食

1:30 pm – 4:30 pm

国際委員会ミーティング

7 pm – 11 pm

国内委員会レセプション

5 pm - 5:40 pm

特定地域に着目したセッション（ラテンアメリカ）

14

11:20 am – 12 noon

執行委員会・諮問委員会委員長選挙
ミュージアム・トレードフェア
参加者レジストレーション

基調講演

日（木）

15

日（金）

9 am - 10:50 am

テーマ別朝食会

昼食

12:10 pm – 1:30 pm

国際委員会ミーティング

1:30 pm – 5:40 pm

12 noon – 12:20 pm

閉会式

2 pm – 2:50 pm

諮問委員会

12:30 pm – 1:50 pm

記者会見

11:20 am - 12 noon

基調講演

エクスカーション／国際委員会ミーティング（会場外）

16

9 am – 11:50 am

総会

日（土）

17

7 pm – 11 pm

国内委員会レセプション

昼食

3:20 pm – 3:40 pm

3:50 pm – 4:50 pm

新執行委員会非公式ミーティング
5:20 pm – 11 pm

クロージング・パーティ

– 11 pm

クロージング・パーティ

国際委員会ミーティング（会場外）
執行委員会・諮問委員会委員長選挙
ミュージアムトレードフェア（– 1:20 pm)

