2018年度の会員総会、および新年会員親睦会のご案内
関西クラブ会員および関係者の皆様

本年、50 周年を迎えた関西クラブをご支援いただきまして、ありがとうございます。早いものであと一か月足らずで
2018 年を迎えます。来年も皆様にとってさらに充実した素晴らしい年にいたしましょう。

来る 2 月 4 日（日）都ハイブリッドホテルにて開催の会員総会では、（１）理事改選、（２）会計監査報告、（３）活動内
容報告を行います。その後の新年会員親睦会では、新しい年を会員の皆様とお祝いしたく、ぜひご友人ご家族と
も揃ってご参加いただけますようお願い申し上げます。
関西クラブは会員による親睦イベントを中心に、ボランティアの皆様の力で、わいわいがやがや楽しく愉快に盛り
上がってきました。非営利団体 (Non-Profit Organization [NPO]) 組織として、活動で得る収益や皆様からいただく
年会費および寄付を学生研修招聘プログラムに充てております。ここで深く御礼を申し上げるとともに、2018 年度
も楽しい企画のためにボランティアとしてのご協力と積極的なご参加をお願いいたします。

下記、本年行われました関西クラブの活動をご紹介いたします。

1 月ボーリング、新年会の準備委員会、2/4 新年会、2 月ボーリング、2/16 ヨガセミナー、2/24 社交ダンス
セミナー、2 月理事会、3 月ボーリング、3 月研修委員会ミーティング、3/19 緑のカラオケ、4/1 Golf、4 月
ボーリング、4/27 楽読セミナー、5/2 50 周年記念 LA ポートツアー、5 月ボーリング、5/17 ドジャーズジャパ
ンナイト、5/20 アレキサンダーテクニックセミナー、学生研修委員会ミーティング、保険担当ミーティング、
6 月ボーリング、6/26 初夏のカラオケ、6/30 風呂敷セミナー、7 月ボーリング、7/7 浴衣一日レッスン、7/15
浴衣 DE ビアガーデン、8/6 エンジェルズ MLB 観戦、学生研修委員会、8/20 日食セミナー、8/20 学生研修委
員会、8/26 臨時理事会、8/26 残暑カラオケ、9 月ボーリング、9/6-19 学生研修、9/10 BBQ、9/14 LA Port、10
月ボーリング、10/7 臨時理事会、10/14 ワイン講習会、10/28 仮装カラオケ、11/4 Golf、11 月ボーリング、
12 月ボーリング＆忘年会、12/9 お好み焼き忘年会、12/16 クリスマスカラオケ、新年会の打ち合わせ。

尚、2018 年度の会員更新がお済みでない場合は、同封の申し込み用紙にご記入の上、Kansai Club, Inc. 宛ての
チェックをそえて、申込書に明記されている住所へご送付ください。会員更新費（個人$20.- ・家族$30.- ・法人
$100.-）と新年会会費をまとめて明記の上、小切手をご用意いただきますようお願いいたします。

ご不明な点、ご質問等ございましたら、関西クラブ理事会 info@kansaiclub.org までご連絡ください。

関西クラブ会長
丸山史緖

2018 年度関西クラブ会員総会、新年会員親睦会の参加申込書
まず最初に、2018年の会員で、会員総会を欠席される方は、別紙の 『2018年 関西クラブ会員総会 委任状』
にご記入の上、理事会までご返送をお願いいたします。 お手数ですが、委任状フォームを、Eメールまたは郵送
にて1月19日(金)までに関西クラブ info@kansaiclub.org までお送りください。

新年会員親睦会（Luncheon）： 新年会員親睦会は、必ず事前に申し込みが必要です。各種演芸の他、ラッフル、
ジェスチャーゲーム、ワインやお酒の福袋、$2 じゃんけん大会などお楽しみがいっぱい!! ラッフル景品大募集!
「関西クラブ」は会員皆さまの会です。各自景品を持ちよって出席者全員で楽しみましょう!

新年会員親睦会参加費： 2018 年度会員$65.-/大人、ゲスト及び非会員$70.-/大人、$40.-/子供（3 歳～12 歳）
【1/19/2018 必着】 (税金サービス料込） 大変申し訳ございませんが、3 歳未満のお子様はご参加いただけません。

下記申込書にご記入の上、2018 年会員登録書と合わせて参加費 Check を同封して、ご返送ください。


チェックのあて先： KANSAI CLUB, INC.



申込み、チェックの送付先： Fumio Maruyama, 3115 Merrill Dr., Unit 56, Torrance, CA 90503



お問い合わせ先： 関西クラブ新年会実行委員会 E-Mail: 50@kansaiclub.org

注意： 関西クラブと致しましては、アルコールに関するトラブルや事故等に関しては一切責任を負いかねますの
で、行き帰りの運転には十分注意していただきますようお願いいたします。

―――――――――――――――――――― 切り取り ―――――――――――――――――――――

関西クラブ 2018 年度会員総会・新年親睦会参加申込書


参加者氏名・ゲスト名(Full name)： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



ご連絡先：メールアドレス： _________________________________________________________________



電話： _____________________________



新年親睦会： 大人会員 ＿＿＿＿ 名ｘ$65.- + 大人非会員 ＿＿＿＿ 名ｘ$70.- + 子供 ＿＿＿ 名ｘ$40.＝ 合計 $ ＿＿＿＿ + 学生研修へのドネーション $ ＿＿＿＿＿＿＿



総合計: $ ___________ （昼食を注文しますので、キャンセルは返金不可となりますのでご了承ください。）



ラッフル、オークション用の品物のご寄付（当日ご持参ください）：
品名： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 個数：



＿＿

小売価格： $

＿＿

同席者のテーブルリクエスト等： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。）

2018年 関西クラブ会員総会 委任状
2018 Kansai Club, Inc. Annual Members Meeting Proxy
来る2018年2月4日（日）午前11時より、関西クラブの会員総会を開催いたします。会員総会の後、会員親睦新年
会となります。会員の皆様のご参加をお待ちしております。総会の議題は、活動報告、会計報告、監査報告です。
尚、総会を欠席される方は委任状にご記入の上、返送をお願いいたします。

お手数ですが、氏名を下記フォームにご記入いただき、Eメール、または郵送にて （1/19/2018 必着） 関西クラ
ブまでお送りください。

Eメールでの委任状 宛先：
関西クラブ理事会 info@kansaiclub.org までお願いいたします。

郵送での委任状 宛先：
Fumio Maruyama, 3115 Merrill Dr., Unit 56, Torrance, CA 90503
新年親睦会参加申し込みの際、会員登録書も同封していただけます。

I officially appoint the Kansai Club President (or person named below) as my Proxy. I give my Proxy the
authority to vote on my behalf at the Kansai Club’s Annual Members Meeting to be held on February 4th,
2018.

2018年2月4日に開催される関西クラブ会員総会において、都合により総会の決議を関西クラブ会長、または下
記の代理人に委任します。

Member’s Name: _________________________________________

Member’s Address:
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

□ Kansai Club President or

□ Proxy’s Name: ___________________________________________________

関西クラブ理事立候補者推薦書
Kansai Club Board of Directors Nomination Form
Please return form to 返送先：

Nomination Committee - 関西クラブ選挙管理委員会

Email / Eメール：

info@kansaiclub.org

Regular Mail / 郵送宛先：

Fumio Maruyama, 3115 Merrill Dr., Unit 56, Torrance, CA 90503

Questions / ご質問：

Please contact the nomination committee at the above email address.

Form must arrive at the above address by January 19, 2018. 推薦書提出期限は2018年1月19日必着です。


Candidate Information 候補者情報：
Name 氏名：

___________________________________________________

Address 住所：
_________________________________________________________________________________________
Phone 電話番号：

______________________

Previous experience (if any) with (name or org).

E-mail：________________________________________
NPO 理事を務めた経験（あれば団体名も）：

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Please circle any of the following skills or experience that the candidate possesses.
スキルや経験に丸を付けてください：
(1) Finance, Accounting （ファイナンス、会計） (2) Non-profit organization’s experience （NPO 組織
での経験） (3) Fundraising, Special events （募金活動や特別イベント） (4) Public relations （広報）
(5) Others（その他）
Affiliations or organizations the candidate belongs to (e.g., membership, professional, civic).
候補者が現在所属している団体：
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Reason for nomination 推薦理由：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__＿＿＿_
__________________________________________________________________________________________


Submitted by

推薦者：

Name 氏名：__________________________________________
Phone 電話番号：_________________________

Date 日付：________________________

E-mail：________________________________________

推薦、ありがとうございます。尚、選挙管理委員会で候補者の審査をさせていただきますのでご了承ください。

