
中国学友会総会・懇親会in上海

～ 上海万博 に合わせて、中国の学友と交流しませんか ?～

昨年3月 28日 、日本のロータリアンが待ち望んだ中国の米山学友会が正式に発足しました。

設立から1年を経た今回の総会は、ぜひ、多くの日本のロータリアンにもご参加いただき、親
交を深めたいとの趣旨で開催されます。
万博史上最大規模といわれる上海万博 (2010.5.1～ 2010.10.31)の 開催期間中でもあります
ので、万博見学を兼ねて上海へ行つてみませんか ?

囲 日時 : 2010年7月 17日 (■)11:00-14:00

翻 場所 (予定):上 海国際会議センター(ShanghJ InternaJond ConvenJon Center)
●浦東地区にあり、地下鉄駅至近
●APEC首脳会議も開催された国際会議場

剛 登録料   :12,000円 (懇親会参加費含む)

M登 録に関す :米山記念奨学会事務局
るお問合せ  担当:峯 (みね )、 野津 (のづ)

冒]言舌:(03)3434-8681
FAX:(03)3578-8281

構會へのお申込みはOKI
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開催にあたつてのメッセージ
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張晋岩 上海分会会長からの挨拶

姫軍 現会長からの挨拶

親愛なる日本の皆さま、こんにちは。中国学友会会長の姫軍
と申します。
われわれ中国の米山学友は昨年3月 、上海分会と華北分会
が力を合わせ、「中国学友会」を正式発足させることができま
した。われわれが学友会を設立した根底にある理念は、日本
でお世話になつた米山記念奨学会に関わるすべての方々ヘ

恩返しをしたいということです。
設立総会には板橋理事長、加納理事、坂下事務局長に日本
からはるばるお越しいただいたほか、在中国日本大使館の

川上参事官にもご列席いただき、学友―同、どれほど心強く感じたかわかりませ
ノtノ。
あれから1年が経ちました。私たち中国学友会は、在中国日本大使館での裏千

家お茶会参加、学友を講師とする勉強会、内モンゴルヘの懇親旅行など、さまざ
まな活動をして参りました。2年 目を迎える今回の学友会総会には、できるだけ多
くの日本のロータリアンの方々にお越しいただき、皆さまへの恩返しとして、絆を
深めたいと考えております。皆さまのお越しを心よりお待ちしています。
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日本の回―タリアンの皆さま、こんにちは。中国学友会上海

分会会長の張晋岩です。
私たち、中国米山学友会上海分会は、2002年に中津川ロー

タリークラブ(第2630地区)のご支援を頂き、設立されました。

以来、会員同士の親睦を図り、障害者や経済的に就学困難

な学生の支援など、さまざまな社会貢献活動にも尽力してい

本年7月 17日 には、第2回 中国米山学友会総会を上海で開催する運びとなりまし

た。この機会に、日本留学中、経済的・精神的に支えてくださつたロータリアンの

皆さまとの交流を深めて、感謝の言葉を直接お伝えしたいと、総会に合わせて懇

親会を企画しております。ちょうど今年は上海で万国博覧会が開かれます。例年
以上に活気に満ちて見どころの多い上海にお越しいただき、私たちと共に中国

米山学友会の新たな一年の門出を祝つていただければ幸いです。多くのロータ

リアンの皆さまのご参加をお待ちしております。

張晋岩氏プロフィール
中国学友会副会長、中国学友会上海分会会長。
上海市在住。二重大学大学院修士課程卒。
奨学期間 :1993-95/世 話クラブ:鈴鹿西RC(第2630地区)
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姫軍氏 プロフィール
中国学友会会長、華北分会会長。
北京市在住。東京大学大学院修士課程卒。
奨学期間:1995-97/世話クラブ:東京臨海RC(第 2580地区)
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第2回学友会総会・懇親会プログラム
2010年 7月 17日 (土)/於 上海国際会議中心 上海ホール

学友会総会                 11:00

開会の辞、来賓紹介

ロータリーソング(四つのテスト)斉唱

姫軍会長の挨拶

新役員の紹介、会則一部改訂について

来賓挨拶

閉会               11:40
(休憩 20分間)

懇親会                   12:00
新会長の挨拶

中津川RC代表挨拶

日本領事館 (上海)関係者 挨拶

上海万博関係者 挨拶

乾杯

食事、歓談(二胡演奏を聴きながら)

懇親会終了            14:00

※2010年 2月 9日現在のものです(開始時間が10時→11時となりました)

※都合により変更となる場合がございます。予めご了承下さい
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中日米山事友会締会・懇親会 in上海

登録確認書

2010行 r「18日 発 行

回隠 ロータリー第 2730鸞区
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:ご tiのよう申し込み
このたびは、2010年 7月 1711開催の中国米山学友会総会‐懇親会 臼

をいただきまして、誠にありがとうこざいました。

蝉鑑■驚
なお、登録をキヤンセルされる場合には、必ず米山記念奨学会までご連絡 t.｀ オだ{寸薫すよう、お願い申

t′ ■l‐fます。

【ご注1意】
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X本 件に関するお問い合わtl iよ う に ―タリー米山記念奨学会 峯(み わ )・ ヤ予オ のヽ 〕:よ (

I[L03-3434-8681(上 日祝1木 )IAX 03 3bノ 33231

フリガナ アリマ ケイスケ 登録料入金確認 日 1 3繰 中LA書受領 日

liり、 rふくたさい。
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中国米山tF及 食総会 ‐懇親食 rl」 IL 聞住|・ 雪壌

日時 : 201111r月 1/日 (土) ‖ 00～ 1430(■ :イ 1ヽ1(11('も 0～ )

イ`′珊岬含 か らヽご出席の場 合 は 受付 |す 1130～
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