BRIDGE KIDS PROGRAMS 2021 年度 部会紹介
（活動期間：2020 年 10 月～2021 年 12 月）
2021 年３月１日更新

BRIDGE Virtual Summer Camp 室
キッズオリエンテーション部会
海外のこどもと交流する福岡のこども達（＝FUKUOKA KIDS）の募集や「ブリッジバーチャルサマーキャンプ」
実施に向けた研修会のサポートをする部会です。こども達と関わることが大好きな方、大歓迎です！
主な活動としては、FUKUOKA KIDS 対象の事前オリエンテーション(8 月実施予定)や、プログラム中に行な
うブレイクタイムアクティビティ（10 月実施予定）、修了式(11 月実施予定)企画・運営をします。多くのボラ
ンティアさんの力が必要となりますので、学生、社会人、未経験、たくさんの方のご登録をお待ちしています！

活動内容

活動場所

福岡市内

活動時期

2021 年 4 月～12 月

スケジュール
（予定）

・月に 1～2 回程度の部会（主に平日の 12:00 以降、日祝）
・8 月上旬…オリエンテーション、8 月下旬～9 月下旬…研修設営（２回程度）、
10 月…プログラム運営（４回程度）、11 月下旬…修了式

トレーニング部会
海外と日本のこども達が、より深く楽しい交流をするためのサポートを行うファシリテーターさんの研修や、こども達
同士の交流プログラムの企画・運営を行う部会です。
プログラム期間前から、ファシリテーターさんと協力して、こども達の手助けを行なったり、時には一緒になって場を
盛り上げることも。 こども達と同じ様に、ボランティアも成長を実感できる部会です。学生や主婦や社会人など
様々なメンバーの中、和気あいあいと一緒に活動をしませんか？

活動内容

そして是非、ファシリテーターさんやこども達の研修について、皆さんのワクワクするアイデアもお待ちしています！
※ファシリテーターの募集については別途行います。詳しくは後日 APCC 公式 HP にてご案内いたします。

活動場所

福岡市内

活動時期

2021 年 4 月～12 月

スケジュール
（予定）

･6 月～8 月に 3 回程度の事前ファシリテーター研修
･8 月～11 月に 6 回程度のプログラムへの参加
･6 月～11 月に 2 回程度の部会(主に平日の 18:30 以降)

BRIDGE Challenge Trip 室
チャレンジトリップ部会
福岡のこども達（小 5～高 3 まで）が春休みと夏休みにアジア太平洋の国・地域を訪問し、ホームステ
イや学校登校を体験するプログラム「ブリッジ チャレンジトリップ」で、参加者対象の事前説明会・各研修
会・報告会を企画・運営します（夏は隔年）。今年度は 2022 年 3 月の派遣に向けて、よりよいプログ
ラムにする為の改善や事前説明会・研修会などの準備を 2021 年 10 月頃からスタートします。実際の
派遣時期は 2022 年 3 月ですので、来期に渡っての継続した活動も大歓迎です！
活動内容

活動場所
活動時期
スケジュール
（予定）

主に福岡市内
2021 年 3 月頃～2021 年 12 月
（2022 年 3 月に派遣を予定。次年度に渡る継続した活動を是非お願いします！）
・月に 1 回程度の部会（主に平日の 18：30 以降、日祝）
・11～12 月 説明会・研修会の運営（主に平日夜・日曜昼間）

BRIDGE Support 室
ボランティア部会
ボランティア登録説明会の運営やボランティア交流会の設営、どんたくパレードへの参加など、年間を通じて
ボランティア同士・各部会間の交流を目的とした様々なイベントを企画・実施します。他の部会と掛け持し
ながら活動できる部会です。老若男女問わず、ボランティア同士の架け橋となって活動しましょう。APCC
ボランティアが初めての方にもおすすめの部会です。
活動内容

活動場所

主に福岡市内

活動時期

2020 年 10 月～2021 年 12 月
・月に 1 回程度の部会およびボランティア登録会の運営

スケジュール
（予定）

・12～6 月 月１回程度のボランティア交流会の企画・運営
・5 月 3 日 どんたくパレード
・11 月 ALL in ALL（全体打ち上げ）

プロモーション部会
『APCC 公式撮影班』として各事業の年間活動の様子を写真撮影し、記録を残すとともに Facebook
の公式ページなどで情報発信を行っています。 また、タオルや缶バッジなどの APCC オリジナルチャリティグ
ッズの企画・制作・販売・管理も行っています。他にも、広報ツールとなり得る物・イベントの企画や制作に
携わることができます。写真撮影が好きな方、APCC を広く PR・発信していきたいという想いをお持ちの方
は、ぜひご登録ください。
活動内容

活動場所

主に福岡市内

活動時期

2020 年 10 月～2021 年 12 月
・月に 1 回程度の部会（主に平日の 18：30 以降）

スケジュール
（予定）

・APCC 各事業の行事で行う APCC チャリティグッズ販売会（年間 4～5 回程度）
・【通年】APCC 各事業の様子の撮影活動
・APCC の公式写真 Facebook ページの運営など情報発信

資金部会（※大学生以上）
APCC の活動を資金面から支える部会です。年間通して活動しており、主にチャリティ自販機・各種カー
ド等チャリティ収益事業の拡大、支援の会の新規会員拡大及び既存会員への継続支援、チャリティゴル
フ会の企画・運営等を行っています。海外・福岡のこども達のために、チャリティ収益事業への参加者・企
業や支援の会の会員数を増やすことで、ともに APCC を支えていきましょう！
活動内容

活動場所

主に福岡市内

活動時期

2020 年 10 月～2021 年 12 月
・月に１回程度の部会（主に平日の 18：30 以降）

スケジュール
（予定）

・年に３回程度の支援の会企業挨拶まわり
・APCC 各事業の行事で行なうチャリティメニューの販促会（年間 4～5 回程度）
・11 月 チャリティゴルフ会運営（9 月頃～準備）

医療ボランティア

★医療資格をお持ちの方はぜひご登録お願いします

※看護師・医師・保健師・助産師などの有資格者対象※
応急処置などの医療専門知識を持った有資格者を募集しています。
主な活動は、BRIDGE Virtual Summer Camp 期間中、日本のこども達が対面して活動する際の体
調チェックや体調不良者のお世話になります。
他の部会に所属している方でも、資格を活かし医療有資格ボランティアとして活動いただけます。
活動内容

活動場所

福岡市内
・6 月頃に具体的な活動についてご案内する説明会を開催予定

スケジュール
（予定）

・BRIDGE Virtual Summer Camp 期間中(8 月上旬～11 月下旬)の対面開催日
※開催日のうち参加可能な日を事前に伺い、各現場にて活動していただきます。
※その他、医療ボランティアが必要な時にご連絡をさせていただきますので、参加可能な時にご協力お願
いします。

翻訳ボランティア
年間を通じて、翻訳作業が必要な場合に活動をお願いするボランティアです。お願いしたい翻訳作業があ
活動内容

る場合、随時、翻訳ボランティアに登録していただいているボランティアさんに情報を流してお手伝い可能な
方を募集します。英語力を活かして活動したいという方は、翻訳ボランティアにもぜひご登録ください。他部
会と重複しての登録も可能です。

スポットボランティア
年間を通じて、スポット的にお手伝いが必要な場合に活動をお願いするボランティアです（事務局での作
業のお手伝いや、各イベントの当日運営、直前準備など）。お手伝いが必要な場合、随時、スポットボラ
活動内容

ンティアに登録していただいているボランティアさんに情報を流してお手伝い可能な方を募集します。時間が
ある時に参加したい、ボランティア登録したいけれど現時点で部会が決められない方は、ぜひこちらにご登
録ください！他部会と重複しての登録も可能です。

