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第2790地区米山記念奨学会学友会 

第3回 理事会 
 

 

 日 時：２０１３年 9 月２3 日（月）１３:００～１５:００ 

 場 所：千葉大学自然科学研究棟２号棟５F セミナー室 

---------------------------------------------------------------------- 

次 第 

 

１．開    会（褚笑雲・学友会副理事長） 

２．理事長の挨拶（郭東潤・学友会理事長） 

３．議    題（郭東潤・学友会理事長） 

① 国際ロータリー第2790地区大会「米山の集い」学友懇談会について 

（ラジブ副委員長） 

② 理事名刺について（範雪奇理事） 

③ 会計中間報告について（褚笑雲副理事） 

④ その他 

４．閉    会（織田信幸・1３-1４年度地区奨学委員会委員長・顧問） 

５．写  真  撮  影 

 

----------------------------------------------------------------------  
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第2790地区米山記念奨学会学友会 

第3回 理事会議事録 
 

 

 日 時：２０１３年 9 月２3 日（月）１３:００～１５:００ 

 場 所：千葉大学自然科学研究棟２号棟５Fセミナー室 

 出席者：郭東潤、シュレスタラジブ、劉維琴、ヴェネッサ、織田信幸（以上５  

名／敬称略） 

---------------------------------------------------------------------- 

議   題 

① 国際ロータリー第2790地区大会「米山の集い」学友懇談会について 

（ラジブ副委員長） 

・ ＜資料１＞について説明された。 

・ 当日の集合時間：９時００分 

・ 就職活動経験の講演者２名予定：劉維琴（確定）／未定１名（まず、劉維琴

氏より候補者１名に打診・９月末まで回答予定） 

・ 当日の会場設営 ← 担当：ラジブ副委員長 

・ ラジブ副委員長より改正プログラムを郭理事長まで配信（１０月６日まで）

→ 改正プログラムを学友へ配信及び出欠確認（１０月７～１８日まで） 

・ 出欠者の確認のとりまとめ担当：褚笑雲副理事長 

 

② 理事名刺について（範雪奇理事） 

・范理事より至急見積書を提出してもらう。 

・１１月１０日地区大会にて使用できるよう準備。 

 

③ 会計中間報告について（褚笑雲副理事） 

・郭理事長より説明された。 

 

④ その他 

・郭理事長より音信不通の理事について意思確認を行う。 

・郭理事長が来年度１年間不在となり、今後の体制について検討する。 

・次回の理事会日程：１１月１０日（日）地区大会終了後の予定 

 

議事録作成者：郭東潤 



国際ロータリー第 2790 地区大会 

米山の集い：就職に関する意見交換会（仮） 

主催：第 2790 地区米山記念奨学会学友会 

２０１３年１１月１０日〔日〕 
                 於 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート 

      10：00～11：00（受付開始 9：30）  

 

                                                   

                

次    第 

 

 

                     司会進行   理事 

 

10：00   開会の挨拶               副理事長  

10：05   理事長挨拶               理事長  郭東潤 

10：10   地区米山記念奨学委員会 委員長挨拶   顧問  織田信幸 

10：15   就職活動経験談：その１         学友 

10：25   就職活動経験談：その２         学友 

10：35   自己紹介                  

10：55   閉会の挨拶               地区学友担当 平野一隆 

11：00   米山の集い 閉会 

      本会場へ移動、登壇の準備 

11：20   ロータリーファミリー登壇 

11：40   ロータリーファミリー降壇 

11：45   昼食会場へ 

 以後おひるを食べながら懇親会 

 

12：30   記念撮影 

12：35   解散、本会場へ移動。 

12：30   懇親会終了 



収入の部
科目

1 受取会費 金額（円）
正会員会費 15,000

名前 金額（円）  

内訳 郭　東　潤 3,000
シュレスタラジブ 3,000
褚　笑　雲　　 3,000
范　雪　琦　　 3,000
唐　　　瑩　　　 3,000
劉維琴 3,000

計 18,000
2 その他 金額（円）

祝儀金 25,000
名前 金額（円）

内訳 平野一隆 10,000
織田 信幸 10,000
山本康昭 5,000

支出の部
1 事業費 金額(円）

総会資料印刷費 (5.12) 1,080
懇親会費 (5.12) 9,655
学友会印章代(7.16) 1,480
第２回理事会印刷費 (7.21) 900
飲料代（7.21） 1,050

 
14,165

総計（円） 28,835

計

計 43,000

第2790地区米山記念奨学会学友会
2013年度会計中間報告



No. 役職 氏名 ふりがな 国籍

1 理事長 郭　東　潤 カクトンユン 韓国

2 副理事長＆支部長 朴　　　慧 ﾎﾞｸ ｹｲ 中国

3 副理事長＆支部長 シュレスタラジブ シュレスタラジブ ネパール

4 副理事長 褚　笑　雲 チョショウウン 中国

5 理事 郭　聖　梅 ｶｸ ｾｲ ﾊﾞｲ 中国

6 理事 劉　　　鋒 リュウホウ 中国

7 理事 范　雪　琦 ハンセツキ 中国

8 理事 唐　　　瑩　 トウエイ 中国

9 理事 何　星　星 カセイセイ 中国

10 理事 ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ･ﾏﾙﾃｨﾈｽ，ﾎｾ･ｱﾌﾞﾗﾑｺﾞﾝｻﾞﾚｽ･ﾏﾙﾃｨﾈｽ，ﾎｾ･ｱﾌﾞﾗﾑ メキシコ

11 監事 劉　維　琴　 リュウイキン 中国

12
現役米山記念奨学生代表理

事
尹　閑　羅 ユンハンナ 韓国

13
現役米山記念奨学生代表理

事
ヴェネッサ ヴェネッサ インドネシア

14
現役米山記念奨学生代表理

事
孟克巴図 ﾑﾝｸﾊﾞﾄ 中国

17 顧問 織田信幸

18 監事 平野 一隆

2013年度　学友会理事会　名簿
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