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主催：アジア太平洋こども会議・イン福岡 (APCC) 運営：ブリッジクラブ国際組織 (BCIO)

※ 現地集合・現地解散：集合場所までの交通費は別途掛かります。(JR 赤間駅からグローバルアリーナまで無料送迎バスあり )

プログラム監修・指導：株式会社 LbE Japan

Presents

日 時
2013 年７月 14日 ( 日 )～７月 15日 ( 祝・月 ) <１泊２日 >

会 場
グローバルアリーナ 福岡県宗像市吉留 46-1

対 象・参加費用
Business Group
Youth Group 

： 社会人 (35 歳まで )
： 高校生・大学生・専門学校生

募 集 期 間
　　2013年５月 7日 ～
締 切
   　2013年６月 7日

定員 20名
定員 40名

￥10,000 ( 税込 )
￥  8,000 ( 税込 )

global bridge leader
training Camp 2013

多様な人々との密な恊働体験を通じて世界を知り、未来を感じ、地域と世界をつなぐ
 “BRIDGE(架け橋 )” となるブリッジリーダーの育成。
アジア太平洋諸国・地域から集まった志の高い約40名の青年たちと共に、
活躍の場を世界へ広げてみませんか。



対象：社会人（～35歳まで)

費用 ¥10,000 内 訳： 宿泊費、食費(夕・朝・昼)、保険料含　※集合場所までの交通費は別途掛かります

費用 ¥8,000 内 訳： 宿泊費、食費(夕・朝・昼)、保険料含　※集合場所までの交通費は別途掛かります

対象：高校生・大学生・専門大学生

アジア・太平洋の国や地域の多様なビジネスバックグラウンドを持つ青年と交流し、ビジネスを通して福岡と世界を
つなぐ架け橋となっていくことに興味、関心があり、参加者と積極的に意見交換や交流にチャレンジしたい方

THE ASIAN - PACIFIC
CHILDREN'S CONVENTION
IN FUKUOKA (APCC)

グローバル
ブリッジリーダー
トレーニングキャンプ

　目　的　Objectives

Global BRIDGE Leader Training Camp, 14th -15th of July, 2013

* GCAA®: Global Competence Aptitude Assessment とは
　 21世紀型の人材に求められる素養レベルを数値化するアセスメント(グローバル対応力テスト)

（１）　ＢＵＳＩＮＥＳＳ グループ

（2）　YOUTH グループ

* BUSINESS・YOUTH、両グループともに英語のレベルは問いません

定員20名

定員40名

　応 募 条 件／募 集 人 数／参 加 費 用

：コミュニケーション力の高い人(様々な違いを超えて対話ができる)
：行動を起こせる人(勇気を持って一歩を踏み出せる)
：他者、異なる考えを尊重できる人(ＯＭＯＩＹＡＲＩの心をもった人)

Communication
Action
Respect

Global BRIDGE Leader
Training Camp
at GLOBAL ARENA (Munakata), FUKUOKA

世界で活躍する“ブリッジリーダー”を目指して

2013年7月14日[日]14時  ～

        7月15日[祝・月]16時　＜１泊2日＞

会 場：グローバルアリーナ 福岡県宗像市吉留46-1

「地域」と「世界」をつなぐ “ブリッジリーダー” の育成

“福岡発のグローバル・ブリッジ・リーダーの育成”
世界に広がるアジア太平洋こども会議の同窓会組織(ブリッジクラブ)のヒューマンネットワークを活用した
「グローバルブリッジリーダートレーニングキャンプ」を実施し、30以上のアジア・太平洋諸国・地域から
集まった約40名の青年たちとの1泊2日の協働活動体験を通じて、福岡の青年・ビジネスリーダーの
グローバル対応力の向上を目指します。グローバルな視点で地域の発展に寄与できるブリッジ・リーダー
の育成を目指します。

また、福岡の地域人材の育成だけではなく、アジア太平洋諸国・地域の人材育成により、世界規模の
連携・発展を実践することを目的とします。

◎ アジア太平洋こども会議が育成する “BRIDGE Leader (ブリッジリーダー)” の持つ資質とは

アジア・太平洋の国や地域の人々との交流や海外参加者と積極的に意見交換や交流にチャレンジできる方、

また事前にグローバル対応力テスト(
*
GCAA®テスト)をオンラインで受講できる方 (

*
30～40分程度、別途費用なし)



Global BRIDGE Leader Training Camp, 14th -15th of July, 2013

　プ ロ グ ラ ム　Programs

＜特 色＞

“多様な人々との密な協働体験を通じ、世界を知り、未来を感じ、地域と世界をつなぐ体験学習プログラム”

株式会社LbE Japan　代表取締役　北　浩一郎 氏プログラム監修・指導

年齢に応じた、“BUSINESS" 、"YOUTH"　の
2つのグループに分かれたカリキュラム

●ビジネスの手法を取り入れたプログラムに参加し

 　グローバル対応力向上の機会を得る

●多国籍の人々と時間を共有、異文化・考え方の違いを

　 体感できる

●グループディスカッションで積極的に意見交換ができる

●海外・日本人参加者とのコミュニケーション力を高める

●寝食を共にし、海外参加者と絆を深める　　など

Business Youth
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな協働の実現 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾏｲﾝﾄﾞの育み

14:00 14:30

14:30 15:00

15:00 15:40

15:40 16:00

17:00 17:30 ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ準備 ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ準備

17:30 18:30 ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

18:30 19:00

19:00 20:00

20:00 21:00

Day 1

テーマ

講義「グローバル化と未来」

◎グループディスカッション

17:0016:00

交流会　Global Talent Show

Program orientation 
Icebreak

"Learn to say hello in more than 20 languages"

「世界では今何が起きているのか」

グローバル化の影響で世界がどの様に変化しているのか
その変化にどの様に対応しているのか
グループに与えられた領域・項目においてﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを
通じて世界の今を知る

休憩　Break

休憩　Break

夕食　Dinner

(暫定版)

Business Youth
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな協働の実現 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾏｲﾝﾄﾞの育み

9:00 9:30

10:30 11:30

11:30 12:00

12:00 12:40

テーマ：

　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな協働を実現する

労働環境とは

テーマ：

多様な人々との協力で世界にど

の様な貢献ができるのか

14:00 14:30 ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ準備 ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ準備

14:30 15:30 ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

15:30 16:00

テーマ

Day 2

12:40 14:00

10:309:30

Group Work

閉会　Closing Ceremony

◎グループディスカッション

Program orientation 

「多様・複雑・不確実な現代社会の可能性を最大化する
上で必要な姿勢やマインドとは。それはこれまでに必要
なものとは異なるのか。」

◎結果の共有
全体に対して各グループが明らかにした
「姿勢とマインド」のTop３を発表

◎発表内容をもとにﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰが発展させる

Reflection by the facilitator

昼食　Lunch



 

FAXでのお申し込み FAX：092-734-7711

◎ FAXでのお申し込みは、別紙ＦＡＸ申込書(2枚)をご記入の上、アジア太平洋こども会議 事務局

　　FAX：092-734-7711 まで送信ください。

● 決定通知について： お申し込みいただいた方全員に 6月中旬頃 郵送にて通知致します。

会場のご案内 グローバルアリーナ　　福岡県宗像市吉留46-1

◎電車をご利用の場合
最寄り駅はJR赤間駅（普通、快速・準
快速、特急）、JR教育大前駅（普通、
準快速）になります。
プログラム当日は現地集合・現地解
散：JR赤間駅からグローバルアリーナ
まで無料の送迎バスがあります。
(13:30発)

　申 込 方 法（Email・FAXのみ受付） 応募締切 (Email/FAX)：2013年6月7日(金)必着

Emailでのお申し込み info@bcio.org

“We are the BRIDGE ～つなげます。世界の夢を”

※参加申し込みに当たり記載いただく個人情報は、参加者決定また本プログラム運営にのみ使用致します。

数多くの公的機関・行政、企業、団体の助成、協賛支援
に支えられ、熱意あふれる県市民ボランティアが運営を
担う、草の根レベルのこども国際交流事業です。
APCCが目指しているものは、こどもの頃からの異文化と

の直接交流を通して「OMOIYARIの心をもった地球市民」
を育て、「こどもたちの笑顔あふれる世界を実現」すること
です。

アジア太平洋こども会議・イン福岡、第10回開催の時から
こども大使経験者を中心に、地球規模の市民同窓会
組織「ブリッジクラブ」がアジア太平洋の各地で誕生し、
現在38のブリッジクラブが開設され、世界中でさまざまな
ボランティア活動に取り組んでいます。
アジア太平洋諸国・地域のブリッジクラブを取りまとめて
いるのが、ブリッジクラブ国際組織(BRIDGE CLUB Int-
ernational Organization)<BCIO>」です。

　お申し込み・お問い合わせ

NPO アジア太平洋こども会議・イン福岡 (APCC)
担当：ブリッジクラブ国際組織(BCIO)/川田

〒810-0001　福岡市中央区天神1-10-1 福岡市役所北別館5階
　　　　　　　　 Tel ： 092-734-7700　Fax： 092-734-7711

                  Email： info@bcio.org
＜APCC＞ http://www.apcc.gr.jp　＜BCIO＞  http://www.bcio.org

◎ Emailでのお申し込みは、件名に「 グローバルブリッジリーダートレーニングキャンプ」とご記入の上、

　　下記①～⑨を記載の上 info@bcio.org 宛に送信ください。

① 氏名 ② 年齢 ③生年月日(西暦) ④ 性別 ⑤ 職業・会社名または学校名・学年 ⑥住所 ⑦電話番号

⑧メールアドレス ⑨ プログラムに対する意気込み(A4用紙1枚程度、Wordやテキスト形式で作成し添付下さい)

「世界に広がるAPCCのヒューマンネットワーク組織」

◎車をご利用の場合 (駐車場有)

・国道3号線冨地原交差点より、県道

   29号線を鞍手方面へ3.5km。

・九州自動車道若宮ICより、県道87
   号線を岡垣方面へ9km。

・九州自動車道鞍手ICより、県道29
   号線を宗像方面へ9km。

・ アジア太平洋こども会議・イン福岡 (APCC) とは  ・ ブリッジクラッブ国際組織 (BCIO) とは




