
 

 

令和３年３月吉日 
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各クラブ青少年奉仕関連委員会 
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インターアクト・ローターアクト  各位 
 

国際ロータリー第２７００地区 
ガ バ ナ ー  古賀 英次 
ＲＹＬＡ・青少年育成委員会 
カウンセラー  立花 寛茂 

   委  員  長  河野 活 

 

２０２０－２０２１年度 国際ロータリー第２７００地区 

第４０回 ライラセミナーのご案内 

 

春寒の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃より青少年奉仕並びに RYLA・青少年育成委員会につきまして、多大なるご理解と

ご協力を賜り心より厚くお礼申し上げます。 

 

ライラセミナーにつきましては、次世代のリーダーを育成することを目的として毎年趣向

を凝らしたプログラムを提供させて頂いております。今年度につきましても、次世代を担う

若者がいきいきと受講できるようグループワークを中心としたプログラムをご用意し、また、

当ライラ委員会メンバーである久留米北 RC の川崎和子氏が登壇し、受講生にメッセージを

贈ることとしております。 

また、コロナ禍での開催にあたり、検温や消毒など感染防止対策を講じ実施することとし

ております。 

 

つきましては、ロータリアンの企業に所属する若手社員をはじめ、家族や知人、ローター

アクトやインターアクト、その他企業の方々にご案内していただき、お申込み頂きますよう

お願い申し上げます。また、地区、クラブ青少年奉仕関係の委員会の方をはじめ、ロータリ

アンのご参加も多数お待ち申し上げます。 

 

尚、感染防止対策の観点から受講者定員は４０名とさせて頂き、先着順といたしますので

早目のお申し込みをお薦めいたします。 



テーマ「RYLA は機会の扉を開く！」  

 

今回のテーマは、「RYLA は機会の扉を開く！」です。 

それぞれが違う業種や業態で働いていくうえで、異業種の同世代とかかわりあうことは、そ

の後の大きな財産になると考えられます。いろいろなグループワークを通して、リーダーシ

ップを養成するとともに受講者同士の交流も深めていただきます。 

 

◎開催期日    ５月２９日（土）        ５月３０日（日） 

受付： 午前 10 時３０分～    講義開始： 午前９時００分～ 

開会： 午前 11 時 00 分～   終  了： 午後３時３０分 

終了： 午後４時００分 

※受講生は宿泊、詳細は別紙スケジュール参照 

 

◎開催場所    グローバルアリーナ 〒811-4153 福岡県宗像市吉留 46-1 

                   TEL0940-33-8400（代） 

 

◎参加対象 

 

〇受 講 生    ロータリアンの会社で働く社員の方、家族、知人、その他企業の方 

ローターアクト、インターアクト、インバウンド など 

 ※高校生以上３０歳まで 

 

〇すべてのロータリアン  ※ロータリアンのご登録料で運営されておりますので 

皆さま方からのご登録をお待ちしております。 

 

◎登 録 料   受講生 ５，０００円     ロータリアン ５，０００円 

       （宿泊・一泊四食付）     沢山の応援をお願いします！ 

食事宿泊はありませんが見学が可能です 

 

◎講  師   現役ロータリアン 川崎 和子 氏 （久留米北 RC） 

 

◎受講生持参品 筆記用具・洗面用具・お風呂セット（シャンプー・石鹸・タオルなど） 

        活動しやすい服装（ズボン推奨）・運動靴（小登山あり）・体育館シューズ 

 

◎参加申込  申込み期間：４月１日（木）～４月２３日（金）先着順 受講生４０名定員 

      ※最小決行人員は２０名となります。 

 



お申し込みは、 

別紙 「参加申込書シート」「送金表」に入力 

※お手数ですが、名前等の間違いを防ぐためにも必ず申込みシート 

にご入力をお願いたします。 

※締切り日までに 福岡城南ロータリークラブ事務局へ、必ずメール

にてお申込み下さいますようお願いいたします。 

 

申込み先 福岡城南ロータリークラブ事務局 

Email fjrc2700@ybb.ne.jp 

 

  全ての方は、所属クラブから申し込み（ご登録）をお願いたします。 

 

◎お問合せ 

 

◇福岡城南ロータリークラブ事務局 

TEL092-714-1224 FAX092-734-5489 

Email fjrc2700@ybb.ne.jp 

 

◇ライラ青少年育成委員会 委員長 河野 活（福岡城南 RC） 

      メディアファイブ㈱  TEL０９２－７６２－０５５５ 

 

◇ライラ青少年育成委員会 副委員長 井上明秀（八女 RC） 

 （福）明和会 陽だまりの里  TEL０９４３－３０－３０５５ 

 

    ◇ライラ青少年育成委員会 副委員長 曽田博一（福岡中央 RC） 

      グリーン曽田  TEL０９２－８０３－１４３０ 

 

 

 

 

 

 

講演・研修テーマ 

 

 

 

パンフレットは当日受付にてお渡しいたします。 

受講生には修了証が授与されます。 

ロータリアンには出席報告書（メイクアップ用）を発行いたします。 

 

mailto:fjrc2700@ybb.ne.jp


 

“「虹の絵師」(三重苦...聴覚・言語・知的障がい）山本良比古 画伯 との出逢い” 

～そして伝えたいこと～ 

 

【講師プロフィール】 
(株)久留米原種育成会 代表取締役 会長 

社会福祉法人 清光会 理事長 

社会福祉法人 新世会 理事長 

久留米北ロータリークラブ 

 

川 崎  和 子 （かわさき かずこ) 氏 
 

 １９５１年 福岡県 八女市 生まれ 

  

 １９７４年 愛知県犬山市にて嫁ぎ先の夫の家族で営む障がい者施設「ひかり園」で 

知的障がい者との出会いが始まった。 

  

 １９８３年 三重県熊野市にて知的障がい者の施設設立 

入所施設 「紀南ひかり園 」 

  

  １９８５年 三重県熊野市にて知的障がい者の施設設立 

通所施設 「グリーンプラザ  」       

  

 １９９０年  福岡県八女郡広川町にて知的障がい者の施設設立 

通所施設 「サングリーン」 

  

 ２００１年 ㈱久留米原種育成会 代表取締役社長として事業継承する。 

  

 現在は、(株)久留米原種育成会の代表取締役会長となり、主に福祉事業を中心に活動中。 

 
 

 

 

 

 

 

 

５／3０（日） 

９：００ ～ 



 第１日目 5 月２９日（土） 

 

時 間 内 容 場 所 

１０：３０～ 
参加者チェックイン・検温・フェイスシールド配布 

（荷物は MTG室にて保管） 
ロッジH棟１階MTG室 

１１：００～

１１：３０ 

開講式（Opening Ceremony） 

１． 点鐘、開講宣言 

２． 校長挨拶 RYLA 青少年育成委員長 

３． 挨拶 ガバナー、カウンセラー 

４． 来賓紹介 

大会議場 

１１：３０～ 

１２：3０ 

昼食（１１：４５～１２：１５） 

＊時間直前にレストラン入口に集合する 

＊退出時は、テーブルを拭き、椅子を入れる 

NO SIDE 

１２：３０～ 

１３：００ 

オリエンテーション（Orientation） 

「ライラ研修ルール」説明 

ライラ実行委員の紹介、班分け 

大会議場 

１３：００～ 

１３：３０ 
ロッジ入所/荷物移動 ロッジH 棟 

１３：３０～ 

１６：００ 

研修開始 

グループワーク（Group Working） 

テーマ“人を楽しませる機会を班で共有する” 

各ステージでポイントを獲得し優勝を目指す 

 

【山登りステージ】 

 小登山を行い班で最高の 1 枚を写真に収める 

イングリッシュガーデン B 

新立山（標高 326m） 

１６：００～ 

１７：００ 

【火起こしステージ】 

 班で BBQ 用の火を自力で起こす 
BBQ 会場 

１７：００～ 

１９：００ 

【BBQステージ】夕食 

  班ごとに最高の一品を焼き上げる 

  山登りステージでの写真の品評会 

BBQ 会場 

１９：００～ 

２１：００ 

【スタンツステージ】キャンプファイヤー 

  班ごとに最高のスタンツを披露する 
イングリッシュガーデン B 

２１：００～ 

２３：００ 
自由時間/入浴 入浴：H棟 

２３：００ 就床 ロッジH 棟 

＊天候等によりプログラムに変更が生じる可能性がありますので、何卒ご了承ください。 



第２日目 5 月 3０日(日) 

 

７：００ 

 

７：４５ 

～８：００ 

起床、洗面、大掃除、布団整理 

 ＊掃除中、荷物はロッジ MTG 室に移動する 

ロッジ点検 

 ＊施設担当実行委員が仕上がりを検査 

ロッジH 棟 

８：００ 

～９：００ 

朝食  

宿泊棟を退寮 
NO SIDE 

０９：００～ 

０９：４５ 

ロータリアン卓話（Special Talks） 

講師 川崎 和子（久留米北 RC） 
大会議場 

９：４５～ 

１２：００ 

グループ討議（Group Discussion） 

 テーマ“私たちの班で考えるリーダー像” 
大会議場 

１２：００～

１２：４５ 
昼食 NO SIDE 

１２：４５～

１３：３０ 

グループ討議（Group Discussion） 

プレゼン準備 
大会議場 

１３：３０～

１４：３０ 
班別プレゼンテーション 大会議場 

１４：３０～

１５：００ 
感想文 大会議場 

１５：００～

１５：３０ 

閉講式 

１． 表彰及び修了証書授与 

２． 優勝班表彰 

３． 総評 

４． 閉講宣言 

５． 点鐘 

大会議場 

１５：３０～ 

１６：００ 

机/椅子収納、清掃 

写真撮影、大会議室退出 
大会議場 

＊天候等によりプログラムに変更が生じる可能性がありますので、何卒ご了承ください。 


