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RIJYEM 
一般社団法人 

国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 

2021 年 12 月 22 日 

 

国際ロータリー地区ガバナー各位 

国際ロータリー地区パストガバナー各位 

国際ロータリー地区ガバナーエレクト各位 

国際ロータリー地区ガバナーノミニー各位 

国際ロータリー地区ガバナーノミニーデジグネート各位 

地区危機管理委員長    各位 

地区青少年交換委員長    各位 

地区ライラ委員長     各位 地区青少年奉仕部門委員     各位 

地区ローターアクト委員長 各位 地区ロータ－アクト代表     各位 

地区インターアクト委員長 各位  地区青少年交換学友(ROTEX) 各位 

地区国際奉仕部門委員長  各位  地区青少年プログラム学友   各位 

 

 

RID2720 ガバナー  大森克磨 

RIJYEM 理事長     鈴木孝雄 

熊本会議実行委員長 硯川昭一 

アドバイザー 永田壮一 

Co-host club 

熊本江南RC 

熊本南  RC 

熊本城東RC 

 

第２５回日本青少年交換研究会 熊本会議のご案内 

 

拝啓、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、2022 年 6 月 18 日（土）19 日（日）の両日、くまもと森都心プラザならびにＡＮ

Ａクラウンプラザホテル熊本ニュースカイにて「第25回日本青少年交換研究会・熊本会議」

を開催致します。ホスト地区は、（一社）RIJYEM より開催支援の依頼を受け RID2720(熊

本・大分)が務める事になりました。本会議を通じて「熊本」の力強い復興もご覧頂きたく

存じます。 

 

18 日（土）午前中には熊本会議(本会議)に先立って地区リーダー向けセミナーを、19 日（日）

には地区青少年交換委員長会議・地区危機管理委員長会議も併せて開催いたします。その

ほか青少年向けエクスカーションや、懇親会等も企画しております。（詳細は別紙ご参照く

ださい。） 

 

つきましては、地区ガバナーを初め、地区リーダーおよび関係各委員会の皆様には、何卒

ご臨席を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 
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RIJYEM 
一般社団法人 

国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 

2021 年 12 月 22 日 

 

第 25 回 国際ロータリー日本青少年交換研究会 熊本会議 
  

主  催  RIJYEM 

ホスト地区 RI2720 

熊本会議実行委員会 

Co-host club 

熊本江南RC 

熊本南 RC 

熊本城東RC 

 

■ 日 時 ： 

１．国際ロータリー日本青少年交換研究会 熊本会議 

◆2022 年 6 月 18 日（土） 

（１日目）12:00     登録受付（くまもと森都心ﾌﾟﾗｻﾞ５階ﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾙ･ﾎﾜｲｴ） 

13:00-13:30 開会式 

13:30-14:30 本会議・基調講演 

14:45-16:45 分科会 1（青少年交換・他委員長：５階プラザホール） 

14:45-16:45 分科会２（危機管理委員長会議：５階多目的室） 

 

（ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲへ移動） 

 

18:00-20:00 懇親会１（参加者全員「Japan-Night」） 

18:30-20:00 懇親会２（移動：学生/ROTEX-Night） 

20:00-21:30 懇親会３（移動：地区ﾘｰﾀﾞｰ「熊本-Night」） 

 

◆2022 年 6 月 19 日（日） 

（２日目）10:00-11:30 本会議 (５階プラザホール) ※1 日目各分科会の報告等 

11:30-12:00 閉会式 

 

２．地区リーダー向け「青少年プログラムセミナー」(５階多目的室) 

（対象：地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ、ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ、ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ、ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ・ﾃﾞｼﾞｸﾞﾈｰﾄ） 

◆2022 年 6 月 18 日（土）11:00-12:30（昼食付） 

 

３．地区危機管理・青少年交換委員長会議（５階プラザホール） 

◆2022 年 6 月 19 日（日） 9:00-10:00 

 

４．プレコンベンション（プレコン熊本会議） 

(対象：熊本会議に前泊される参加者の皆様、ホスト、コ-ホスト、RIJYEM 関係、他) 

◆2022 年 6 月 17 日（金） 18:30-20:30  

会場：紅蘭亭下通本店：熊本市中央区安政町 5-26  TEL:096-352-7177 

tel:096-352-7177
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RIJYEM 
一般社団法人 

国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 

■ 会 場 ：くまもと森都心（しんとしん）プラザ５階プラザホール 

       〒860-0047 熊本市西区春日 1 丁目 14 番 1 号 

TEL096-355-7400   FAX096-355-7410 

       https://stsplaza.jp/ 

 

■ 会議登録料 ：ロータリアン 10,000 円／その他 5,000 円 

 

■ 懇親会１（参加者全員 Japan-night）：2022 年 6 月 18 日（土）18:00～20:00 

・会 場： ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 

熊本市中央区東阿弥陀寺町 2 番地 TEL.096-354-2111 

http://anacpkumamotonewsky.com/ 

・懇親会費： ロータリアン・事務局 7,000 円 ／ 学生、ROTEX その他 3,000 円 

 

■ 懇親会 2 (学生/ROTEX-night)：2022 年 6 月 18 日（土）18:30～20:00    

・会 場： ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 

・懇親会費：学生・ROTEX 無料 

 

■ 懇親会 3 (地区リーダー熊本-night)：2022 年 6 月 18 日（土）20:00～21:30 

・会 場： ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ 

・懇親会費： 7,000 円 

 

■ エクスカーション：2022 年 6 月 18 日（土）12:00～16:45 

・会議(初日)中、青少年(学生)を市内観光にお連れします。市内観光（熊本城・水前寺

公園他：貸切バス利用） ※状況により変更がある場合があります。 

・参加費： 2,000 円 

 

■ 登録・振込について：登録は地区でお取り纏めのうえ 4 月 28 日（木）までに別紙エク

セル版「会議・懇親会・エクスカーション登録申込書」を RIJYEM 事務局までメール添

付にて送付ください。海外ロータリアンの参加も RIJYEM 事務局が承ります。 

登録料のお振込は別紙エクセル版「ご請求書」（登録料・懇親会費等 ご請求明細書）の

合計金額を 5 月 20 日(金)までにお振込ください。 

※6 月 5 日以降のキャンセルは返金いたしかねますのであらかじめご了承ください。 

 

■ 宿泊登録：宿泊登録は、現地熊本旅行株式会社が一括して担当いたします。  

別紙エクセル版「ご宿泊お申込書」にて申し込みをお願いします。 

海外ロータリアンの宿泊登録は RIJYEM 事務局が承ります。 

登録期限：申込開始：2021 年 12 月 20 日(水) 10：00 から、 

申込締切：2022 年 03 月 31 日(水)までに登録をお願いします。 

 

■ その他：ガバナーノミニー、ガバナーエレクトおよび次年度青少年交換委員長、危機管

理委員長各位におかれましては必ずご出席いただきたくお願い申し上げます。 

 

https://stsplaza.jp/
http://anacpkumamotonewsky.com/
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RIJYEM 
一般社団法人 

国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 

■ お問合せ先： RIJYEM 事務局 e-mail: rijyem@air.ocn.ne.jp 

     TEL 03-6431-8106、FAX 03-6431-8107 

※（お急ぎの場合）：全般に関する場合：事務統括津留 090-3408-0716 

登録に関する場合： 事務局 斉藤  090-4091-3195 

 

■ 会場案内図 

https://stsplaza.jp/information/access.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添付書式ファイル類） 
■会議、・懇親会・エクスカーション登録申込書（RIJYEM エクセル版） 

■「ご宿泊お申込書」（熊本旅行株式会社）   （PDF 版、エクセル版） 

mailto:rijyem@air.ocn.ne.jp
https://stsplaza.jp/information/access.html
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RIJYEM 
一般社団法人 

国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 

2021 年 12 月 22 日 

第 25 回日本青少年交換研究会熊本会議ご出席 

ガバナー 各位 

パストガバナー各位 

ガバナーエレクト各位 

ガバナーノミニー各位 

ガバナーノミニーデジグネート各位 

 

RID2720 ガバナー 大森克磨 

RIJYEM 理事長     鈴木孝雄 

熊本会議実行委員長 硯川昭一 

アドバイザー 永田壮一 

 

 

「地区リーダー向けセミナー」のご案内 
 

心せわしい年の暮れ、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は青少年交換

プログラムに付きまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、2022 年 6 月 18・19 日に開催されます日本青少年交換研究会・熊本会議では、開会

点鐘前の午前中に、地区リーダーのみな様にご参集いただき、プログラムに関するＲＩの

最新の動向等のご説明をさせていただく機会としてセミナーを設けております。 

  

つきましては、下記の要領にて開催致しますのでご臨席賜りますようご案内を申し上げま

す。 

 

―記― 

日 時：2022 年 6 月 18 日（土）11:00～12:30 

場 所：くまもと森都心（しんとしん）プラザ５階多目的室 

       〒860-0047 熊本市西区春日 1 丁目 14 番 1 号 

TEL096-355-7400   FAX096-355-7410 

        https://stsplaza.jp/ 

 

登 録：別紙「会議・懇親会・エクスカーション登録申込書」にて承ります。 

登録費：本会議（熊本会議）に含まれております。 

 

その他：ご昼食は、会場にてご用意いたします。 

大変申し訳ございませんが、このセミナーの登録対象者は地区リーダーの方に限らせてい

ただいておりますのでご了承をお願いします。 

以上 

 

 

https://stsplaza.jp/
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RIJYEM 
一般社団法人 

国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 

2021 年 12 月 22 日 

第 25 回日本青少年交換研究会熊本会議ご出席 

ガバナー 各位 

パストガバナー各位 

ガバナーエレクト各位 

ガバナーノミニー各位 

ガバナーノミニーデジグネート各位 

ロータリアン各位 

 

RID2720 ガバナー  大森克磨 

地区幹事 森永隆二 

熊本会議実行委員長 硯川昭一 

アドバイザー 永田壮一 

 

地区リーダー向け懇親会 

「熊本ナイト」のご案内 
 

師走の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

 

2022 年 6 月 18 日（土）の日本青少年交換研究会・熊本会議では、本会議の終了後に参加

者全体の懇親会が開催されます。 

 

その余韻の残るうちに二次会として別席をご用意いたしました。さらなる親睦を深めロー

タリー談義に花を咲かせて頂きたく、下記の要領にて「熊本ナイト」をご用意させていた

だきました。 

 

是非ともご出席の程宜しくお願いを申し上げます。 

 

―記― 

日時： 2022 年 6 月 18 日（土）20:00～21:30 

場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ  

熊本市中央区東阿弥陀寺町2 番地 TEL.096-354-2111 

http://anacpkumamotonewsky.com/ 

 

参加人数： 80 名程度 

会   費： 7,000 円 

登  録： 別紙「会議・懇親会・エクスカーション登録申込書」にて承ります。 

          以上 

 

 

 

http://anacpkumamotonewsky.com/
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RIJYEM 
一般社団法人 

国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 

2021 年 12 月 22 日 

熊本会議前泊される皆様へ 

ホスト地区・共同ホスト RC 各位 

熊本会議実行委員会 各位 

RIJYEM 関係者    各位 

プレコン開催幹事 

熊本会議懇親会部会長 田中俊宏 

熊本会議事務局    岡崎利昭 

RIJYEM 事務統括   津留起夫 

 

プレコンベンション熊本会議開催のご案内 
 

拝啓 

下記要領にて、本会議前日に「プレコンベンション熊本会議」を開催します。 

是非ご参加をお願い申し上げます。 

 

前回の金沢会議に引き続きまして、プレコン熊本会議を開催します。熊本会議に前泊され

る参加者の皆様、ホスト地区・共同ホスト RC 及び熊本会議実行委員会の皆様と RIJYEM 関

係者並びに他のロータリアンの方々との懇親を深めると共に、翌日の会議運営のすり合せ

確認を行い、楽しい夕べを過ごしたいと存じます。 

 

つきましては、ご参加の程、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 

―記― 

開催日 2022 年 6 月 17 日（金） 

時 間 18：30～20：30 

場 所 紅蘭亭下通本店：熊本市中央区安政町 5-26 TEL:096-352-7177 
 

「九州」をテーマに中国料理の手法を駆使して食と文化の織りな

す美味しく豊かな時間に大切なゲストをいざないます。2020 年 5

月紅蘭亭下通本店再オープンいたしました！ 

熊本地震から 4 年、長らくお待たせいたしました。 

 

会 費 5,000 円 （現地会場にて申し受けます） 

登 録 別紙「会議・懇親会・エクスカーション登録申込書」にて承ります。 

以上 

（備考） 

※キャンセルは６月 5 日まで受け付けております。 

以降のご欠席連絡・当日ご欠席の場合は、全額キャンセル料が発生いたします。 

また会費未入金の場合には、後日ご請求をさせていただきますのでご了承くださいますよ

うお願い申し上げます。 
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RIJYEM 
一般社団法人 

国際ロータリー日本青少年交換多地区合同機構 

 

2021 年 12 月 22 日 

 

第 25 回日本青少年交換研究会熊本会議ご出席 

地区青少年交換委員長     各位  地区青少年交換学友(ROTEX) 各位 

地区ライラ委員長         各位 地区青少年プログラム学友    各位 

地区ローターアクト委員長 各位  地区ロータ－アクト代表      各位 

地区インターアクト委員長 各位 地区青少年奉仕部門委員      各位 

地区国際奉仕部門委員長   各位   

 

熊本会議ｴｸｽｶｰｼｮﾝ部会長 小畑成司 

熊本会議事務局     岡崎利昭 

RIJYEM 事務統括    津留起夫 

 

参加青少年向け 

熊本会議エクスカーションのご案内 
 

拝啓 

下記要領にて、熊本会議エクスカーションを開催します。このエクスカーションは、青少

年向けのプランです。全国から参加する青少年交換プログラムの来日学生、派遣候補生、

ROTEX、ボランティア、また、その他青少年プログラム参加者並びにロータアクターが熊

本会議に参加する際に、観光を兼ねて地域の文化体験の機会を得られるように企画いたし

ました。 

 

今ロータリー年度では、残念ながら来日学生は参加しませんが、熊本地震被災からの復興

の象徴である熊本城の復旧状況を見学し、城内商業施設である城彩苑でエンジョイし、次

いで、国の名勝・史跡に指定されている、桃山式の回遊式庭園である水前寺公園を散策す

るというコースです。是非、青少年皆様のご参加をお願い申し上げます。 

敬具 

 

―記― 

開 催 日： 2022 年 6 月 18 日（土） 

時  間： 12：00 出発～16：45 到着 

集合場所： くまもと森都心プラザ 1 階、熊本第一信用金庫熊本駅前支店の前 

集合時間： 11 時 50 分 

スケジュール：次頁を参照ください。 

登 録： 別紙「会議・懇親会・エクスカーション登録申込書」にて承ります。 

登録費： 2,000 円 （登録費は地区にて取りまとめをお願いします） 

 

※個人情報取扱について 

参加者リストは、RIJYEM から熊本旅行㈱へ送付します。 

以上 
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熊本エクスカーション（半日熊本市観光） 

日数 日時 スケジュール 

1 

2022 年 

6 月18日

（土） 

【集合時間：11：50】 

【集合場所：くまもと森都心プラザ 1 階、熊本第一信用金庫熊本駅前支店前】 

（ベンチのある交流広場前） 

 

熊本駅（12：00 発）⇒熊本城・城彩苑（12：20 着/14：30 発） 

         【ご見学・お買い物】 

 

 

 

 

 

⇒水前寺公園（15：00 着/16：20 発）⇒熊本駅（16：45 着） 

＜解散＞ 

 

 

 

 

 

交通機関：貸切バス利用（バスガイド同行） 

最小催行人数：15 名様（熊本旅行㈱募集型企画旅行 総合旅行業取扱管理者小畑成司） 

備考：上記スケジュールは天候・交通状況等の諸事情により変更となる場合がございます。 
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時間 時間

18:30

20:30

9:00

11:00

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:30 14:30

14:45 14:45

16:45 16:45

18:00 18:00

18:30 18:30

20:00 20:00

21:30 21:30

時間 時間
9:00 9:00

10:00 10:00

11:30 11:30

12:00 12:00

第２５日本青少年交換研究会（熊本会議）

プログラム主要会議配置（Ver.0 2021.12.20）

本会議（５階プラザホール）

プログラムセミナー

（地区リーダー向け）

G,GE,GN,GND,PDG他
（プラザホール５階多目的室）

分科会１

（５階プラザホール）

青少年交換委員長

プログラム委員長

ロータリアン

分科会２
（５階多目的室）

危機管理委員長
予備

開会式（５階プラザホール）

基調講演

第１日目
2022.6.18

受付・登録開始（５階プラザホール・ホワイエ）

前日
2022.6.17

懇親会その３

熊本-night

地区リーダー向け

青少年交換委員長・危機管理委員長

会議
（５階プラザホール）

閉会式 （研究会旗引継Ｄ2720⇒Ｄ2560）

本会議（５階プラザホール）

青少年交換委員会の報告 ROTEXの報告

危機管理委員会の報告
予備分科会

（テーマ未定）

第２日目
2022.6.19

プレコン熊本会議

熊本会議に前泊される参加者の皆様、ホスト地区・共同ホストRC及び熊

本会議実行委員会の皆様とRIJYEM関係者）

紅蘭亭下通本店

エクスカーション

全国から参加する青少年交

換プログラムの来日学生、

派遣候補生、ROTEX、ボラン

ティア、また、その他青少年

プログラム参加者並びに

ロータアクター向け

集合時間：11：50

集合場所：くまもと森都心プ

ラザ１階熊本第一信金の前

・熊本城修復見学

・城彩苑

・水前寺公園

・参加費 ２０００円

・貸切バス利用

懇親会場「ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ」へ移動

懇親会その２

学生/ROTEX-night

（ＲＯＴＥＸ、ＩＢＳ，ＯＢＳ候補生、ＲＡ、ＩＡ）

懇親会その１
JAPAN-night

（参加者全員対象）
（ＡＮＡクラウンプラザホテル熊

本ニュースカイ）

プログラム主要会議配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


