BRIDGE KIDS PROGRAMS 2022 年度 部会紹介
（活動期間：2022 年 4 月～2023 年 3 月まで）
2022 年 4 月 28 日更新

BRIDGE Virtual Summer Camp 室
バーチャルプログラム運営部会
2022 年夏に開催予定の「BRIDGE Virtual Summer Camp（ブリッジ バーチャルサマーキャンプ）」の
企画・運営を行う部会です。20 か国以上から参加する海外の「こども大使」と、小学校 4～6 年生の福岡の

活動内容

こども達 「FUKUOKA KIDS」、合計 200 名以上がオンラインでつながり、「世界中に友達を作ろう！」という
テーマのもと、お互いの共通点や違いを知り、友情を育むプログラムについて、一からアイディアを出して
内容を企画し、運営までを行います。
※募集予定なし

活動場所

福岡市内

活動時期

2022 年 2 月～９月

スケジュール

・月に 1～2 回程度の部会（主に平日の 19 時～）

（予定）

・7 月上旬～8 月下旬…本番プログラム運営

バーチャルキッズ部会
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 対象のプログラムの企画・運営をします。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

※定員に達したため､募集を締め切りました

活動場所

福岡市内

活動時期

2022 年 4 月～９月

スケジュール

・月に 1～2 回程度の部会（主に平日の 19 時～）

（予定）

・7 月上旬～8 月下旬…プログラム、9 月上旬…プログラム運営・設営

バーチャルファシリテーター部会
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や、こども達のサポ
ートを行う部会です｡
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

※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

主に福岡市内

活動時期

2022 年 4 月～2022 年 9 月ごろまで

スケジュール
（予定）

･5 月～6 月に 3 回程度の事前ファシリテーター研修
･7 月～9 月に 5 回程度のプログラムへの参加
･6 月～8 月に 2 回程度の部会(主に平日の 18:30 以降)

インビテーション部会
今年はオンラインでの事業がメインにはなりますが、コロナの状況が落ち着いて、海外からの入国が可能と
なれば、１～３団でも海外のこども大使を招へいする可能性があります。
インビテーション部会は、実際にこども大使が来日した際に、入国・出国サポート、空港での出迎え・見送
り、ホストファミリーのフォローといった、対面での活動に必要なサポートをお願いします。
活動内容

※興味がある方は｢スポットボランティア｣を選択してください｡活動がある際には事務局よりお知らせします｡

活動場所

主に福岡市内

活動時期

未定

PA プログラム部会
PA プログラム部会では、ピース大使（PA）が関わる事業でのサポートを主に行っております。ピース大使は
11 歳の時にこども大使として招聘事業へ参加、そしてプログラム終了後は自国の同窓会組織『ブリッジクラブ
（BC）』に所属して地域貢献活動などを行っております。『ピース大使プログラム』では、各ブリッジクラブから選
ばれた青年、もしくはこれから自国で組織を立ち上げようとしている青年を再招聘します。ピース大使は 11 歳
のこども大使たちと共に来福し、一緒にオリエンテーションに参加をします。その後はピース大使全員が集まるキャ
ンプに参加し、各国の課題やこれからの活動について話し合いながら親睦も深めます。プログラム中の会議は全

活動内容

て英語で行われるので、ボランティアをして頂く上で、ある程度の英語力が必要になる部会です。

※募集予定なし

活動場所

主に福岡市内

活動時期

2022 年 7 月～2022 年 11 月ごろまで

スケジュール
（予定）

随時公開

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 2023 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 2022 年 10 月頃からスタートします。実際の
派遣時期は 2023 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

主に福岡市内

活動時期

2022 年 10 月～2023 年 3 月

スケジュール

随時公開

（予定）

BRIDGE Support 室
ボランティア・プロモーション部会
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・実施しています。また、『APCC 公式撮影班』として各事業の年間
活動の様子を記録に残し、写真や動画を使っての映像制作、そして Facebook などを通して APCC の
活動を広く発信するプロモーション活動も行っています。さらに、APPC オリジナルグッズの企画･制作･管理
にも取り組み、イベントなどでは販売会にも力を入れています。人と話すことが好き、ムードメーカー役、カメ
ラが好きで趣味、動画編集が得意という方は、ぜひご登録ください！ボランティア同士のつながりを深めら
活動内容

れる楽しい部会なので、APCC ボランティアが初めての方や他部会との掛け持ちも大歓迎です！

活動場所

主に福岡市内

活動時期

2022 年 4 月～2023 年 3 月ごろまで
・月に 1 回程度の部会とボランティア登録会の運営

スケジュール
（予定）

・5 月 3 日 どんたくパレード
・4、5 月に月１回程度のボランティア交流会や､ALL in ALL（全体打ち上げ）の企画・運営
・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と APCC の公式写真 Facebook ページの運営など情報発信

BCJ サポート部会
現 BCJ（BRIDGE CLUB Japan）主要メンバーを中心に、部会メンバー、事務局で定期的に意見を
活動内容

出し合う場を設け、年間の活動スケジュールや内容の見直しを行います。BCJ や APCC のネットワークを
活かし、ZOOM 等のオンラインを使用した海外 BC との交流を積極的に行います。
※募集予定なし

活動場所

APCC 事務局・ZOOM

活動時期

2022 年 4 月～2023 年 3 月

スケジュール
（予定）

随時公開

資金部会
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
活動内容

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 を支えていきます！
※募集予定なし

活動場所

主に福岡市内

活動時期

2022 年 4 月～2023 年 3 月

スケジュール
（予定）

11 月：チャリティゴルフ会開催

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
・本番プログラム開始前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(7 月上旬～9 月上旬)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
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
活動内容

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。
※インビテーション部会をご希望の方はスポットボランティアを選択してください｡活動がある際に事務局より
お知らせいたします｡

