
                                         2016 年 3 月吉日 

 

 

                                           米山学友合同懇親会実行委員会 

                            

                          【米山学友合同懇親会 in Seoul】 

 拝啓  

  春の気配も感じ始めた今日この頃、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は米山学友会の活動に多大なご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

  

いよいよ、ソウルで米山学友が初参加の国際大会（2016 年 5 月 28 日～6 月 1 日）がやって

きます。ソウル国際大会に参加される米山学友・米山奨学生・ロータリアンの皆さまが一同に相

互の親睦を深める場として、国際大会開会式前日に米山学友主催の【米山学友合同懇親会 in 

Seoul】を開催致します。 

 

世界各地から集まる各国の米山学友・奨学生と、日頃米山に関わり深いロータリアンメンバー

との交流を深める絶好の機会かと思います。米山学友が実行委員会を結成し、よりよい楽しい内

容を企画して、普段お会いできない皆さまとの親睦をはかり、友好を深めるイベントにしたいと

存じます。 

 

是非とも、ソウル国際大会参加を機に、米山学友の絆を深め、一緒に盛り上げていきたいと存

じます。皆様のご参加をお待ちしております。 

                                        敬具 

 

                                  記 

1 開催時間；2016 年 5 月 28 日 （ 18：00 受付、18:30 ～ 22：00  ） 

                  

2 開催会場；ホテル ノボテルソウル江南（二階 Champange Hall） 

Novotel Seoul Ambassador Gangnam hotel( 2F Champange Hall) 

 

130 BONGEUNSA-RO GANGNAM-GU 韓国 06124  ソウル（会場アクセス参照） 

電話番号 (+82)2/5671101 

 



 

3 参加会費；   ロータリアン：82,000 ウォン（￥8,000） 

                  米山奨学生・学友：50,000 ウォン（￥5,000） 

            ゲスト・家族：上記登録者と同額 

         子ども(小学生まで)：33,000 ウォン (\3,000) 

   

4 登録方法: 日本在住の方は（公財）ロータリー米山記念奨学会が、 

韓国・台湾・中国・モンゴル・タイに在住の方は 各国学友会担当実行委員が 

申込み受付窓口となります。 

参加費を所定の口座に振り込み、登録用紙を申込み先に送付してください。 

なお、上記６ヶ国以外に在住の方は、ロータリー米山記念奨学会にお申し込み 

ください。 

             ★韓国学友の方へ： 

韓国在住の方は韓国学友会に、日本在住の方は米山記念奨学会に 

お申し込みください。 

 

5 振込先；  日本在住の方は、下記の口座にお振込みをお願いいたします。 

【送金先】 

銀行・支店名： 三井住友銀行 京橋支店 

口座番号：   普通預金 0920373 

口座名義：   公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾛｰﾀﾘｰﾖﾈﾔﾏｷﾈﾝｼｮｳｶﾞｸｶｲ 

（日本以外の国に在住の方は、各国学友会がお知らせする口座宛にお振込みをお願いいたします） 

  

6 締切日；  5 月 5 日まで        

 

 

【米山学友合同懇親会 in Seoul】実行委員 

韓国；   韓国米山学友会 E-mail： yoneyama@hanmail.net   実行委員会長 鄭亨在 

台湾；   台湾米山学友会 E-mail： ikunc@yahoo.com      幹事長 張逸崑  

中国；   中国米山学友会 E-mail： jingrong168@ybb.ne.jp   会長 劉京榕 

モンゴル；モンゴル学友会 E-mail： ps_minje@yahoo.com      会長  Minjin Perenlei  

タイ；   タイ米山学友会 E-mail： thaiyoneyama@gmail.com   Wasin Techachainiran                       

関西；   関西米山学友会 E-mail： info2660@gmail.com      何玉翠（HO） 
 



登録用紙   準備の都合上、5
．
月
．

5
．
日まで
．．．

に下記の申込先へお送りください。 

5 月 28 日 【米山学友合同懇親会 in Seoul】 参加申込リスト 

フリガナ  申込み区分 出身国 
世話クラブ/

所属ＲＣ 

奨学生 No./ 

ＲＣ役職 

代 表 者 

お 名 前 
 

□学友・奨学生 

□学友の家族・ゲスト 

□ロータリアン 

□ロータリアンの家族・ゲスト 

□子ども（小学生以下） 

  

地区 

         

ＲＣ 

 

 

フリガナ  申込み区分 出身国 
世話クラブ/

所属ＲＣ 

奨学生 No./ 

ＲＣ役職 

お 名 前  

□学友・奨学生 

□学友の家族・ゲスト 

□ロータリアン 

□ロータリアンの家族・ゲスト 

□子ども（小学生以下） 

  

地区 

         

ＲＣ 

 

 

フリガナ  申込み区分 出身国 
世話クラブ/

所属ＲＣ 

奨学生 No./ 

ＲＣ役職 

お 名 前  

□学友・奨学生 

□学友の家族・ゲスト 

□ロータリアン 

□ロータリアンの家族・ゲスト 

□子ども（小学生以下） 

  

地区 

         

ＲＣ 

 

 

フリガナ  申込み区分 出身国 
世話クラブ/

所属ＲＣ 

奨学生 No./ 

ＲＣ役職 

お 名 前  

□学友・奨学生 

□学友の家族・ゲスト 

□ロータリアン 

□ロータリアンの家族・ゲスト 

□子ども（小学生以下） 

  

地区 

         

ＲＣ 

 

 

 
【代表者連絡先】※電話番号は、日中に連絡の取れる番号をご記入ください。 

 TEL：                                   FAX： 

 E ﾒｰﾙ： 

 

【登録料送金日】       【送金金額】         【送金者名】※代表者名以外の場合 

 

       月     日                円                 

 

◆ 登録料  ●学友・奨学生（及びその家族・ゲスト）： ５，０００円/人 
        ●ロータリアン（及びその家族・ゲスト）： ８，０００円/人 

         ●子ども（小学生以下）               ： ３，０００円/人 

◆ 振込先  三井住友銀行 京橋支店 普通預金 ０９２０３７３ 

       名義： 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 ｺｳｴｷｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾛｰﾀﾘｰﾖﾈﾔﾏｷﾈﾝｼｮｳｶﾞｸｶｲ 
※恐れ入りますが、振込手数料は、申込者様ご負担でお願いいたします。 

◆ 申込み先 E-mail： seminar@rotary-yoneyama.or.jp FAX：03-3578-8281 

（公財）ロータリー米山記念奨学会  担当： 峯・野津・武本 

※5月 13日（金）以降のキャンセルの場合は、参加費用を返金できませんので、あらかじめご了承ください。 



会場アクセス 

 
 

公共交通機関によるアクセス 

NOVOTEL SEOUL GANGNAM ( ホテル ノボテルソウル江南) 

Novotel Seoul Ambassador Gangnam hotel 

130 BONGEUNSA-RO GANGNAM-GU 韓国 06124  ソウル 

電話番号 (+82)2/5671101 

 

Directions 

From Incheon Airport take the KAL limousine bus from exit 4 or 11. Or take AREX from Incheon airport 

station and transfer at Gimpo airport station (Line 9) and get off at Shinonhyeon station (exit 4). The hotel 

is also located within walking distance of Gangnam Station (line 2) and Nonhyeon Station (line 7).  
NOVOTEL SEOUL GANGNAM :仁川空港からお越しの場合は、4番または 11番出口からKALリムジンバスをご利用いただくか、仁川空

港駅から AREXに乗り、金浦空港で 9号線に乗り換えて、シンノンヒョン(Shinonhyeon)駅で降り、4番出口から出ます。ホテルは、2号線の

江南(Gangnam)駅や、7号線のノヒョン(Nonhyeon)駅からも徒歩圏内にあります。 

 

 
路線 駅 

地下鉄駅 

2 GREEN GANGNAM STATION 

7 LIGHT GREEN NONHYEON 

9 GOLD SHINNONHYEON 

バス GANGNAM YOKSAM 

 

高速道路出口 

KYUNGBU EXPRESS HIGHWAY (1.00 km / 0.63 mi) 
 

 


