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2017 年 11 月 6 日 
国際ロータリー第 2750 地区 
2017-18 年度 
地区代表者会議関係者	 各位 

第 6 回日台ロータリー親善会親善大会準備会	

大会委員長		 		張	 	瑞		欽	

日台ロータリー親善会議	総裁	 板橋	 敏雄	

日台ロータリー親善会議	議長	 吉田	 雅俊	

国際ロータリー第 2750 地区	

2017-18 年度ガバナー	猿渡	 昌盛	

奉仕プログラム委員長	 斎木	 修次	

2017-18 年度	国際親善委員会	

委員長	 御手洗	 美智子	

 
第６回日台ロータリー親善会議のご案内 

 
拝啓	 秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。	

2018 年 3 月 1 日(木)に第 6回日台ロータリー親善会議と懇親会を台湾高雄市	漢来ホテル

で開催させていただく運びとなりまた。3月 2目(金)に日帰り観光も 2コース用意してお

りますので、多数の皆様方のご参加をお待ち申し上げております。	
第 6 回日台ロータリー親善会親善大会準備会	

大会委員長		張	 	瑞		欽	

	

	 我々2750 地区は、この度、台湾地区との姉妹地区提携が承認されるはこびとなり、より一

層親善を深め、良い関係を持って奉仕活動を行っていかなければならないと考えております。	 	 	 	

	 クラブの皆様におかれましては、この機会に、是非ともご参加いただきます様、お願い申

し上げます。	
2017-18 年度ガバナー	猿渡	 昌盛	

2017-18 年度	国際親善委員会	

委員長	 御手洗	 美智子	

敬具	

記	

 
第６回日台ロータリー親善会議	

日	 	 時	 2018 年 3 月 1 日（木）登録開始 13：00～	

場	 	 所	 台湾	 漢來大飯店	(The	Grand	Hi	Lai	Hotel)	 9F	国際ボール・ルーム	

	 	 http://www.grand-hilai.com/?lang=ja	

登	録	料	 15,000 円（懇親会を含む）ご家族 10,000 円	

登録〆切り	 2017 年 11 月 30 日(木)	

式次第		

12：00～13：50	 登録受付（友愛の家）	

13：30～13：50	 幹部会議（参会者へは別途ご連絡致します）	

14：00～17：30	 親善会議	

18：30～20：30	 懇親会	
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〜ツアーのご案内〜	

	

二日目（3 月 2 日	金曜日）(株)旅助	 TEL	03-6551-2448	

観光 A コース		台南古都日帰りコース	 旅行代金 5,000 円（最小催行人数 25 名）	

	 7:30 ホテルから出発 → 9:10～11:10 烏山頭ダム（八田与一記念館） 
 12:00～13:00 ランチ→ 13:10～14:00 安平古堡 
 14:00~15:00 安平老街→ 15:20～16:20 赤崁棲 → 17:20 台南高鉄到着 

 

観光 B コース		高雄ディープツアー日帰りコース	 旅行代金 5,500 円（最小催行人数 25 名）	

 8:00 ホテルから出発 → 9:00～12:00 仏陀記念館（ガイド解説90分＋4D映画） 
 12:00～13:00ランチ（漢來蔬食館） 
 13:40～16:00 美濃紙傘文化村（40センチ棉紙傘の絵付け＋客家擂茶手作り）→17:10 左営高鉄到着 

	

※東京発着オフィシャルツアー（A~E）案内も添付いたします。 

ツアーに関しましては各クラブでおまとめいただき、旅行会社へ直接お申込みください。	  
※東京以外の発着ご希望の際は旅行会社へご相談ください。 

ツアー取扱：(株)旅助	 TEL	03-6551-2448			FAX	03-6273-4779	

ツアー申込締切日：2017 年 12 月 22 日	(金)	

	

	

ご登録者様に、台湾よりベストをプレゼントされます。	
ベストサイズ 対照表 

サイズ チェスト 

単位：インチ(CM） 

着丈 

単位：インチ(CM） 

S 44  (112cm) 25.5  (65cm) 

M 46  (117cm) 26.5  (67cm) 

L 48  (122cm) 27.5  (70cm) 

XL 50  (127cm) 28.5  (72cm) 

2L 53  (135cm) 29.5  (75cm) 

3L 56  (142cm) 30.5  (77cm) 
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〜RID2750 国際親善委員会からお願い〜	

	
登録に関しましては、後日各クラブ事務局様宛に下記の登録フォーム（ツアーのご案内も含

む）をメールさせていただきます。	 お手数ですが、各クラブで登録者まとめ、登録フォー

ムにご記入いただきメール並びに登録料のお振込を、お願いいたします。	

また、登録料の〆切りは 2017 年 11 月 30 日(木)までにお願い申し上げます。	

以上	

ご案内メールの内容	
メールアドレス：	kokusaishinzen@pags.jp		

件名（Subject）：【登録申請】第 6 回日台 Rotary 親善会議	

本文：	

>第 6 回日台 Rotary 親善会議登録フォーム	

貴グループ名；【◯◯◯◯◯◯◯グループ】	

貴クラブ名：【◯◯◯◯◯◯◯RC】	

貴クラブ連絡先：【******@+++++++++】例	 kokusaishinzen@pags.jp		

登録人数：【1】名	 例、英数字	 	

	

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋	

参加者氏名：【◯◯◯	 ◯◯◯】例	 山田	 太郎	

読み方：【++++++++++++】例	 Taro	Yamada	 ローマ字で記載ください	

地区役職：【◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯】30 文字以内	

クラブ役職：【◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯】30 文字以内	

プレゼント	ベストサイズ：【S	M	L	XL	2L	3L】例【M】	

連絡先（任意）：【00000000000】お電話番号又はメールアドレス	

観光コース参加有無：	 観光 A コース【有無】	 観光 B コース【有無】	

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋	

	

複数名の場合は、＋行内を Copy して作成してください。	

【】内を記入し kokusaishinzen@pags.jp までメール頂ますようお願いいたします。	

	

【登録料振込先】	 みずほ銀行	 自由が丘支店(533)	 普通預金	

【口座番号】2774850	【口座名】コクサイシンゼンイインカイ	

※お振込は、登録料のみお振込ください。	

ツアー申込は、クラブでまとめて、旅行会社	(株)旅助	 TEL	03-6551-2448	FAX	03-6273-4779

と直接ご連絡いただきますようお願いいたします。	

	


