
国際ロータリー第２７２０地区 第３５回インターアクトクラブ年次大会 

インターアクトクラブ以外用 登録用紙 

クラブ名                       送信日：    月    日 

 氏名 ふりがな 役職 性別 年齢 宿泊 備考（アレルギーなど） 

(例) 秀岳 太郎 しゅうがくたろう 会長 男・女 50 ○ 喫煙 
禁煙 小麦アレルギー 

１    男・女   喫煙 
禁煙  

2    男・女   喫煙 
禁煙  

3    男・女   喫煙 
禁煙  

4    男・女   喫煙 
禁煙  

5    男・女   喫煙 
禁煙  

6    男・女   喫煙 
禁煙  

7    男・女   喫煙 
禁煙  

8    男・女   喫煙 
禁煙  

9    男・女   喫煙 
禁煙  

10    男・女   喫煙 
禁煙  

11    男・女   喫煙 
禁煙  

12    男・女   喫煙 
禁煙  

枠が足りない場合はコピーしてご利用ください。 
ご登録は郵送、FAX又は E-mailにて                               

【送付先】 
八代ロータリークラブ事務局 

〒866-0861 熊本県八代市本町 2 丁目 1-5 セレクトロイヤル八代内 
担当：粟津誠 松岡優子（事務局員） 
電話 0965-35-8240 FAX0965-35-5521 E-mail：yarc0@poppy.ocn.ne.jp  

特記事項があればご記入ください 



国際ロータリー第２７２０地区 第３５回インターアクトクラブ年次大会 

インターアクトクラブ用 登録用紙 

クラブ名                       送信日：    月    日 

 氏名 ふりがな 役職 性別 学年 年齢 宿泊 備考（アレルギーなど） 

(例) 秀岳 花子 しゅうがくはなこ IAC 会長 男・女 2 17 ○ 小麦アレルギー 

１    男・女     

2    男・女     

3    男・女     

4    男・女     

5    男・女     

6    男・女     

7    男・女     

8    男・女     

9    男・女     

10    男・女     

11    男・女     

12    男・女     

 

顧 問 教 諭 名  IAC 顧問より年次大会に向け、一言メッセージをお願いします。 

顧問携帯 TEL  
登 録 責 任 者  
責 任 者 携 帯  
クラブ会員数 3 年  名・2 年  名・1 年  名 
枠が足りない場合はコピーしてご利用ください。 
ご登録は郵送、FAX又は E-mailにて      

【送付先】 
八代ロータリークラブ事務局 

〒866-0861 熊本県八代市本町 2 丁目 1-5 セレクトロイヤル八代内 
担当：粟津誠 松岡優子（事務局員） 
電話 0965-35-8240 FAX0965-35-5521 E-mail：yarc0@poppy.ocn.ne.jp  

皆様のクラブの集合写真をお願いします！ 
大会配布の冊子に写真を掲載させていただきます。

顧問の先生もご一緒の写真をお待ちしております。雰
囲気のわかる写真を共有できれば幸いです。 



国際ロータリー第２７２０地区 第３５回インターアクトクラブ年次大会 

開 催 要 領 

【日時】 2019 年 7 月 27 日(土)～2019 年 7 月 28 日(日) 受付 12：00 開会 13：00 

【日程】 7 月 27 日(土)                               
   12：00～12：50 登録、受付 
   12：50～13：00 オープニング 秀岳館 雅太鼓 
   13：00～14：00 開会式 
   14：00～15：00 各インターアクトクラブ活動報告 
   15：00～15：15 休憩 
   15：15～16：35 講演会 
      講師：ほめ達教育研究所 代表 竹下幸喜氏 
   16：35～16：45 連絡依頼事項確認 
   17：00～  宿泊先へ移動開始 
   18：00～  夕食 
   20：30～21：30 ミーティングタイム 
   21：30～22：30 自由時間 
   22：30  就寝 

  7 月 28 日(日)                                

    6：30～ 7：30 起床 
    7：30～ 8：30 朝食、チェックアウト 
    8：30～ 9：00 秀岳館高等学校へ移動 
    9：30～10：50 「ちぎり絵」製作 
   10：50～11：00 休憩 
   11：00～11：25 閉会式 
   11：30～  記念撮影・記念品配布 
   11：45  解散（弁当配布） 

【開催場所】 7 月 27 日(土) 八代市鏡文化センター 文化ホール 
   熊本県八代市鏡町内田 468-1 0965-52-1114  
  7 月 28 日(日) 秀岳館高校 
   熊本県八代市興国町 1-5 0965-33-5134 

【大会テーマ】「寄りそい、支えあい FROM やつしろ」 

【ホスト】 八代インターアクトクラブ（秀岳館高校） 

【提唱 RC】 八代ロータリークラブ 
  



【参加対象者】①インターアクトクラブ 会員、顧問 
  ②ローターアクトクラブ 
  ③提唱ロータリークラブ 
  ④地区 IA 委員会 

【登録料】 4,000 円（インターアクター、顧問、ローターアクター） 
  5,000 円+現地にて宿泊費別途支払い（ロータリアン） 

【登録締切】 2019 年 6 月 21 日(金) 

【登録方法】 ①インターアクトクラブは 6 月 17 日までに提唱ロータリークラブまでお申し込み

ください。 
 ②提唱ロータリークラブはお申し込み確認後、下記へ FAX またはメールでお申し

込みください。 

八代ロータリークラブ事務局 
〒866-0861 熊本県八代市本町 2 丁目 1-5 セレクトロイヤル八代内 
担当：粟津誠 松岡優子（事務局員） 
電話 0965-35-8240 FAX0965-35-5521 E-mail：yarc0@poppy.ocn.ne.jp 

【お振込先】 参加登録料は 6 月 21 日(金)までに下記口座へお振込みお願いします。 

  西日本シティ銀行 八代支店 普通口座 3029904 
  八代ロータリークラブ インターアクト委員会 委員長 粟津誠 
  (ﾔﾂｼﾛﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ ｲﾝﾀｰｱｸﾄｲｲﾝｶｲ ｲｲﾝﾁｮｳ ｱﾜﾂﾏｺﾄ) 

  お振込み手数料はご負担ください。 

【事故の責任】各クラブの責任で対処をお願いします。開催期間中については傷害保険に一括加入

します。 

【食事について】7 月 27 日夕食、7 月 28 日朝食・昼食を準備します。アレルギーのある方は登録

用紙にご記入ください。 

【参加の心得】①服装：制服、制靴 
 ②持参品：健康保険証（コピー可）、筆記用具、洗面具、体操服、衣類、就寝衣類

雨具 
 ③持込禁止品：通常学校へ持込禁止とされているもの。 
 ④当日配布する資料を参照、また当日連絡時に説明します。 

【問合せ先】 八代ロータリークラブ事務局 
〒866-0861 熊本県八代市本町 2 丁目 1-5 セレクトロイヤル八代内 
担当：粟津誠 松岡優子（事務局員） 
電話 0965-35-8240 FAX0965-35-5521 E-mail：yarc0@poppy.ocn.ne.jp 

 

mailto:yarc0@poppy.ocn.ne.jp
mailto:yarc0@poppy.ocn.ne.jp

