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国際ロータリー第２７６０地区 
各ロータリークラブ会長・幹事 各位 
各クラブ青少年奉仕・ＲＹＬＡ委員長 各位 

 
国際ロータリー第２７６０地区 2018-19年度 
ガバナー              村井 總一郎 
青少年奉仕委員長 岡田 雅隆 

ＲＹＬＡ委員長 金山 明史 
 

「第２７回ＲＹＬＡセミナー開催のご案内」 
 

拝啓 時下益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。日頃は、ロータリー活動に多大なご理解とご協力

を賜り厚く御礼を申し上げます。 

本年度、「第２７回ＲＹＬＡセミナー」を下記の通り開催させて頂く事となりました。ＲＹＬＡセミナー

（ロータリー青少年指導者養成セミナー）は、ガバナー主管の地区の重要な青少年育成事業であり、

本年度は 2泊 3日（高校生は１泊２日）の予定で計画しています。 

つきましては、各クラブより、地域の高校生・青少年２名以上をＲＹＬＡセミナー受講生として推薦・

登録をお願い申し上げます。 

時節柄大変かとは存じますが、ご協力賜わりますようお願い申し上げます。               敬具 

 

記 

第２７回ＲＹＬＡセミナー 

テ ー マ  「心をつなげよう～共生と思いやり～」 

開催日時（予定）   

１． 高校生プログラム   平成３１年３月２３日（土）～２４日（日） 

1日目  登録受付／１0：００ 

2日目  閉   講／１５：００ 

２． 開催場所  豊田市少年自然の家    愛知県豊田市坂上町朝日山 12-2 

                                      電話：(0565)58-1388 

３． 連絡先：豊田西ロータリークラブ事務局内  
第２７回地区ＲＹＬＡセミナー実行委員会：ＴＥＬ ０５６５－３３-１７１７ 

Ｅ-ｍａｉｌ：tw-rc@star.ocn.ne.jp 
 
 
 

mailto:tw-rc@star.ocn.ne.jp
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「第 27 回 RYLA セミナー」の概要と申し込み方法 

 

開催日時  １．高校生プログラム   平成３１年３月２３日～２４日 

1日目  登録受付／１０：００             2日目  閉   講／１５：００（予 定）  

 

会  場   豊田市少年自然の家 31   愛知県豊田市坂上町朝日山 12-2 ℡ 0565-58-1388 

 

集合場所    名鉄トヨタホテル 南側エントランス 

        ※受講生は全員、集合場所に必ず９時までに集合してください。 

        

受講資格   各ロータリークラブが推薦する 15 歳から 18 歳までの青少年各クラブ 1 名 

       以上のご推薦をお願いします。 

 

出席会員   国際ロータリー第 2760 地区関係 

ガバナー・ガバナーエレクト・ガバナーノミニー・ガバナー補佐（青少年担当）・地区

幹事・地区副幹事（青少年担当）・青少年奉仕委員会・ローターアクト委員会・インタ

ーアクト委員会・青少年交換委員会・RYLA 委員会の各委員長・副委員長・委員地区 85

各ロータリークラブ関係・青少年奉仕委員長・RYLA 委員会設置クラブは RYLA 委員長 

 

締 切 日   別紙「RYLA セミナー参加申込書」に「受講者名」「出席会員名」をご記入の上「重要

確認事項・同意書」を 2019年 1月 31日迄に下記あてに FAX又はﾒｰﾙをお願いします。 

 

送 付 先   豊田西ロータリークラブ Ｅ-ｍａｉｌ：tw-rc@star.ocn.ne.jp F A X ：0565-33-6331 

登 録 料   高校生・地区ＲＹＬＡ委員  １名 15,000 円 （2019 年 3 月 23 日から１泊２日） 

ロータリアン          1 名 10,000 円  （宿泊はありません） 

       登録料は 2019 年 2 月 28 日迄に下記宛にお振込み下さい。 

振 込 先  

 

 

 

お 願 い   振込手数料は各クラブにてご負担をお願いします。 

       ※ 2019 年 2 月 22 日以降のキャンセルについては登録料の返金はご容赦願います。 

 

 

 

 

 

 

豊田信用金庫  本店営業部  店番 011 

普通預金       口座番号   9199150 

口 座 名  RID2760 地区 RYLA 委員会   委員長 金山明史 

フリガナ   ｱｰﾙｱｲﾃﾞｨ 2760 ﾁｸ ﾗｲﾗｲｲﾝｶｲ ｲｲﾝﾁｮｳｶﾅﾔﾏｱｷﾌﾐ 

mailto:tw-rc@star.ocn.ne.jp
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「重要確認事項・同意書」 

事業名：「第 27 回 RYLA セミナー」 

第 27 回 RYLA セミナー受講生及び参加者各位 

「重要確認事項」 

国際ロータリー第 2760 地区の青少年奉仕委員会活動における青少年健全育成支援事業は国際ロー

タリーの奉仕活動の精神にのっとり実施されるものです。 

「RYLA セミナー」その育成支援事業の助成資金は国際ロータリー第 2760 地区の青少年育成の理念

と善意からなる精神に基づき供与されるものです。 

 

セミナー期間中は、地区ロータリーが自主的に、受講生の皆さんには国内旅行傷害保険に加入させ

て頂きます。保険内容は、RYLA セミナーに参加するため住居を出発してから住居に帰着するまで

の間に生じた事故を対象に（死亡後障害 1,000 万円、入院日額 4,500 円、通院日額 3,000 円）の補

償内容です。尚、これ以外の全ての事柄に関する、補償、賠償問題及び民事等の訴訟権は受講者及

びその家族も含めてこれを放棄します。 

 

「特記事項」 

受講生は、自己の責任を基本原則とし、旅行傷害保険を確認しその父兄親族においても同様の義務

を共有し上記保険以外の補償を求める権利を放棄する。 

受講生は、受講期間中のあらゆる事故、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒の対応においても上

記保険の補償以内で充当しその補償を全てとする。それ以外の補償、賠償は如何なる者、組織、団

にも求めないことに同意する。 

                                  年    月   日 

 

国際ロータリー第 2760 地区 

主管・ガバナー 村井 總一郎 様 

主催・RYLA 委員会委員長 金山 明史  様 

 

 推薦 RC 又推薦者名 

 

 受講者・氏名 

 

 緊急連絡先 

                       間 柄 

         

保護者・氏名 

 

 住所 
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国際ロータリー 第 2760地区 

地区内 85RC 会長・幹事・青少年奉仕関連委員会 各位 

 

 

国際ロータリー第 2760地区 

                                           ガバナー        村 井 總一郎 

                                           地区青少年奉仕委員長     岡 田 雅 隆 

                                           地区R YL A委員長         金 山 明 史 

                           

                                  

第２７回地区 RYLA.セミナーでの写真撮影に関するお願い 

 

現在、写真による SNS 等の個人情報漏えいに関する問題が危惧されています。会場内における写

真撮影につきまして、次のようにご注意をお願いいたします。 

 

ロータリアン：各分科会（部屋内）での撮影は禁止 

      ：開会式、基調講演、閉会式の場では後方からの写真撮影又は、受講生が写らない写真に

限る。 

受 講 生：当日受講生には、写真掲載の是非を確認（各分科会においてカウンセラーが把握す

る。） 

        受講生はセミナー中の携帯電話、スマートフォンの利用は禁止 

※会場内では撮影班が資料用の写真を撮影します。各クラブの例会、週報などで必要があれば一部

データをお渡しいたします。ご希望の方は下記宛ご連絡をお願いいたします。 

連絡先： 2018-19年度 

地区 RYLA委員長 金山 明史 

携帯 TEL：090-3550-5007 E-mail：knym@hm7.aitai.ne.jp 

 


