一 般

第 29 回アジア太平洋こども会議・イン福岡（APCC）

ホ ス ト ファ ミ リ ー 募 集 要 項
・家族全員で協力できる！
・国際交流してみたい！
・家族の一員として迎える！１!
・好奇心旺盛でポジティブ!
・APCC に共感できる！

ホームステイ期間
開始日：２０１７年 ７月 1８日（火）
終了日：２０１７年 ７月 2４日（月）/ 2５日（火）/ 2６日（水）
ホームステイ終了日は受け入れる国・地域のフライトスケジュールにより異なります。

募集数：275 家庭（予定）
こども大使受け入れ家庭⇒ 約 230 家庭 ／ 引率者（大人）受け入れ家庭⇒ 約 45 家庭
申込期間
・受付開始
・第１次締切
・第２次締切

２０１７年 １月 １３日（金）より
２０１７年 ２月 １５日（水）当日消印有効・オンライン申し込みは同日 23：59 まで
※第１次締切日までに定員を超えるご応募があった場合は、この時点で締め切ります。
２０１７年 ２月 ２８日 （火）当日消印有効・オンライン申し込みは同日 23：59 まで

アジア太平洋こども会議・イン福岡（APCC）は、毎年アジア太平洋の 30 を超える国と地域から 200 人を超すこ
ども達を「こども大使」として福岡に招へいしています（今年で２９回目）。こども大使は 11 歳。ホームステイ
やキャンプなど色々なプログラムを通して、こども同士の国境を越えた友情を育みます。
ボランティアで、こども大使や引率者を『家族の一員として迎え入れ、進んで異文化交流にチャレンジしたい！』
という意欲あるホストファミリーを大募集します！『外国の文化に直接触れてみたい』『日本や福岡のことを外国
のこども達・引率者へ紹介したい』と思う方、ホストファミリーとして世界の懸け橋になってみませんか？
福岡ならではの国際交流をご家族皆で楽しく体験してください！たくさんのご応募お待ちしております！

アジア太平洋こども会議・イン福岡のビジョン
わたしたち APCC メンバーは、OMOIYARI（思いやり）の心をもった地球市民となり
こどもたちの笑顔あふれる世界を実現します

応募条件
☆

以下の条件をよくお読み頂き、同意の上ご応募ください

アジア太平洋こども会議・イン福岡（以下 APCC）のビジョンに賛同していただける 福岡県内在住 のご家庭

☆ こども大使受け入れの場合、ホームステイ中に寝食を共にできる同年代（小学 4 年～6 年生）のお子さまが
いるご家庭
☆ こども大使を「家族の一員」として、我が子と同じように接して、受け入れてくださるご家庭
※病気などの場合、APCC でも引率者を通して問題解決に努めますが、まずは各ご家庭での対応をお願いしています。
こども大使、引率者（シャペロン）は海外旅行保険に加入しています。
※生活にかかる費用（食費・交通費）や学校登校にかかる費用（給食費・交通費）は受入ご家庭での負担をお願いしております。

☆ シャペロン（大人引率者）受け入れの場合、英語（日常会話程度）での意志疎通ができる方のいるご家庭
※お子様のいないご家庭の応募も歓迎します。
※緊急時や有事の際には、こども大使の家庭まで引率者の送迎をお願いすることがあります。
※生活にかかる費用（食費・交通費）や学校見学にかかる費用（給食費・交通費）は、受入ご家庭での負担をお願いしております。
※6/17（土）にシャペロン受け入れ説明会（シャペロン受け入れのホストファミリーの説明会＋交流会）を予定しております。

☆ どこの国・地域からのこども大使・引率者も、分け隔てなく受け入れることができるご家庭
☆ ホームステイ期間の全日程（右ページスケジュール参照）で、受け入れが可能なご家庭
☆ 以下の APCC 主催行事に参加できるご家庭
・5/7（日） 受け入れご家庭の保護者対象：ホストファミリー説明会 【場所：なみきスクエア JR＆西鉄千早駅西側 】
・5/7 (日) 受け入れご家庭のお子様対象：ホストフレンド研修 【場所：なみきスクエア JR＆西鉄千早駅西側】
・7/2（日） 受け入れご家庭対象：ホストファミリーのつどい 【場所：アクロス福岡 福岡市中央区天神１－１－１】

☆ 同一国・地域受け入れのファミリー（5～7 家庭）が集う 「国別ミーティング」にご参加、ご協力いただけるご家庭
☆ 招聘期間中、以下の行事に参加できるご家庭
・7/18(火) 出会いの日（対面式） …指定の場所にてこども大使・引率者（シャペロン）の引き渡しを予定【要迎え】
・7/23 (日) パフォーマンスイベント …こども大使・引率者は参加必須【要送迎】
・7/24(月)～26(水)のいずれか 出国 …福岡空港に現地集合【要送り】

☆ 受け入れ決定後、参加費として１家庭あたり ￥1,000 のご負担に、ご理解いただけるご家庭
※APCC は様々な機関からの支援金や多くのボランティアスタッフにサポートしていただいている特定非営利活動法人です。
参加費は資料作成費、郵送費、会場使用料等に使用させていただきます。

お願い

☆ 飛行機の変更など、突発的な事項が生じる場合には、延泊など柔軟にご協力をお願いします。
☆ 当事業に、ホストファミリー以外にも多くのボランティアが関わっていることをご理解いただき、お互いにご協力
をお願いします。
☆ ホストファミリー決定後、APCC 側が撮影した写真や記事をそのホームページや印刷物において紹介することが
あります。また、各ご家庭で撮影された写真データの提供をお願いすることがあります。
下記応募書類２点を揃え、締切日までに APCC 事務局まで 郵送 してください。
応募方法
また、ホームページ（http://www.apcc.gr.jp）より オンライン申し込みも可能 です。
※FAX・メールによるお申し込みは出来ません。
《応募書類》

①ホストファミリー申込書（日本語/写真付） 裏表 両面 ※全てご記入ください
＊シャペロン（引率者）のみの受け入れを希望される場合は、シャペロン専用の申込用紙にご記入ください。

②イントロダクションシート （英語/写真付）

表面のみ

《応募上の注意》 応募条件にも記載の通り、どこの国・地域のこども大使・引率者（シャペロン）であっても分け隔て
なくお受け入れいただくようお願いしております。受け入れ希望の国や地域、言語圏のご指定は
お受けできません。 予めご了承ください。
★第 1 次締切 ２０１7 年 ２月 １５日（水） 当日消印有効
応募締切
オンライン申込の場合は同日、23：59 まで
※第 1 次締切日までに定員を越えるご応募があった場合は、ここで締め切ります。
★第２次締切
２０１７年 ２月 ２８日（火） 当日消印有効
オンライン申込の場合は同日、23：59 まで

申込先

ＮＰＯアジア太平洋こども会議・イン福岡 ホストファミリー担当 宛
〒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 ホームページ： http://www.apcc.gr.jp/

選考方法

ご提出頂いた申込書をもとに、お子さまの年齢・性別・お住まいの地域・応募動機などを考慮して
選考します。（こども大使は１１歳のため、こども大使と同性かつ年齢の近いお子さまがいらっしゃる
ご家庭を優先します。）

結果通知

２０１７年 ４月 上旬発送予定
※ 応募者全員に、選考結果を郵送で通知します。
※ 『申込書提出＝ホストファミリー決定』 ではありませんので、ご注意ください。
応募多数の場合は選考となります。

日程表
７月

※下記は、2017 年 1 月現在のものです。
ホストファミリー決定通知後の説明会にて、最新のスケジュールをお知らせ致します。
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※お迎えが必要です。

※こども大使・シャペロンをはじめ、ご家族皆様でお越しください。
*見送りが必要です。
出国日はフライトスケジュール（6 月下旬に最終決定）
により異なります。

≪スケジュール詳細≫
7 月 14～17 日：キャンプ （海外参加者のみ。体調管理をしながらホームステイの準備や、他国のこども大使と交流します。）
7 月 18 日：出会いの日（対面式）＝ホームステイ開始 （対面式の開催時間と場所は、決定次第お知らせします。）
7 月 23 日：パフォーマンスイベント【参加必須】 （九電記念体育館で開催予定。ご家族皆様でご参加の上、お楽しみください。）
7 月 19～21 日：学校登校（例年、ホストファミリーのお子さま（＝ホストフレンド） と同じ学校に登校しています。）
7 月 24～26 日：帰国（国・フライトスケジュールによって日程・時間が異なります。空港まで送迎をお願いします。）

【お問い合わせ】
NPO アジア太平洋こども会議・イン福岡（ホストファミリー担当）
〒810-0001 福岡市中央区天神 1-10-1 福岡市役所北別館 5F
ＴＥＬ：０９２-７３４-７７００ http://www.apcc.gr.jp/
【OPEN：平日 10：00～18：45 土日・祝 休み】

ステイ用に、個室を用意しないといけないのですか？
また、共働きの家庭でもホストファミリーは申し込めますか？

こども大使は、個室を準備する必要はありません。ホストフレンドとなる
お子様と一緒の部屋や、リビングに布団をしいてみんなで寝たりしています。
シャペロン（大人の引率者）の場合は、お互いのプライバシーなどにより、別
室をご準備されているケースが多いようです。
また、こども大使は日中ご家庭のお子さんと学校に通わせていただいています
ので、例年共働きのご家庭も仕事を調整したり、ご近所や親戚の協力をもらい
ながら受け入れをされています。

英語が出来ないと、ホストファミリーは受けることは出来ない
のでしょうか？

こども大使の受け入れについては、ご家族の英語力は選考には含まれません。
ただし、シャペロン（大人の引率者）の受け入れを希望する場合は、緊急時の
対応や、ステイ中のシャペロン→こども大使への指示を伝えていただく事がご
ざいますので、日常会話レベルの英語力 があるご家庭にお願いしています。

こども大使・シャペロンの『学校登校』は、どのような手順で
お願いすれば良いのでしょうか？

受け入れが決まったご家族には APCC より『学校登校依頼書』という書類
をお渡しします。それにこども大使・シャペロンの情報を記入して、学校にお
渡し下さい。例年はホストファミリーに応募した時点で『登校をお願いするこ
とになるかもしれません』というお話を、早めに担任の先生にされている方が
多いようです。また、県内では毎年１００を越える小学校にこども大使をお受
け入れいただいておりますので、受け入れ経験のある学校も多いです。

