
 

NPO アジア太平洋こども会議・イン福岡（APCC）主催 

小・中学生のための海外ホームステイチャレンジプログラム 
 

 

 

APCC APCC APCC APCC Mission ProjectMission ProjectMission ProjectMission Project（（（（ミッションプロジェクトミッションプロジェクトミッションプロジェクトミッションプロジェクト）））） 200 200 200 2009999    
 

 

 

海外でのホームステイを通して、その国の文化や暮らしを学んでみたい！という 

小学４年生～中学３年生までの団員、高校生リーダーを募集しています。 

ＡＰＣＣならではの国際交流に日本の代表としてチャレンジしてみませんか？ 

 

● ミッションプロジェクトとは？● 

毎年夏にアジア太平洋 35 カ国・地域からこども達を福岡に招き、県内でのホームステイ、学校登校

やキャンプを通して福岡の街に国際交流を広げている APCC が春休みに開催する海外ホームステイ

チャレンジプログラムです。派遣される団員は各国でのホームステイや文化交流を通して様々な体験

をします。過去１５年の派遣実績があり、多くの団員が日本の代表として各国を訪れています。 

 

●ミッションプロジェクトの特色● 

♪観光旅行ではなく、異文化体験異文化体験異文化体験異文化体験ににににチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジするプログラムです。 

♪派遣国では３３３３泊以上泊以上泊以上泊以上ののののホームステイホームステイホームステイホームステイが体験できます。 

♪現地の学校訪問学校訪問学校訪問学校訪問、こども達との交流会などを予定しています。（学校がお休みの場合を除く） 

♪訪問国の窓口は APCCAPCCAPCCAPCC のののの窓口窓口窓口窓口として長年の交流実績がある公的機関などです。 

 

●ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯアジアアジアアジアアジア太平洋太平洋太平洋太平洋こどもこどもこどもこども会議会議会議会議・・・・インインインイン福岡福岡福岡福岡●●●● 
住所：〒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  
                  E-mail: info@apcc.gr.jp   URL: http://www.apcc.gr.jp 

  Office Hours： 月～金 9:00-17:45 
 

 

カンボジア王国 

（プノンペン）  

CAMBODIA 

 

インドネシア共和国 

（ジャカルタ） 

INDONESIA  

大韓民国 （ソウル） 

KOREA  

モルディブ共和国 

MALDIVES 

パラオ共和国 

PALAU 

シンガポール共和国 

SINGAPORE 

ブルネイ・ダルサラーム国 

BRUNEI 

● 団 員 募 集 ● 

 

団員団員団員団員説明会説明会説明会説明会をををを開催開催開催開催しますしますしますします。（。（。（。（要予約要予約要予約要予約））））    

●●●●    11111111 月月月月３３３３日日日日（（（（月月月月・・・・祝祝祝祝））））15151515：：：：30303030～～～～    

        西日本新聞会館西日本新聞会館西日本新聞会館西日本新聞会館（（（（天神天神天神天神））））14F14F14F14F    

●●●●    11111111 月月月月 9999 日日日日（（（（日日日日））））13131313：：：：00000000～～～～    

    アクロスアクロスアクロスアクロス福岡福岡福岡福岡３３３３F F F F     こくさいひろばこくさいひろばこくさいひろばこくさいひろば    

ごごごご予約予約予約予約、、、、詳細詳細詳細詳細はははは下記事務局下記事務局下記事務局下記事務局までごまでごまでごまでご連絡下連絡下連絡下連絡下

さいさいさいさい。    



 
APCC Mission Project 2009                                       We are the BRIDGE 

            
            アジア太平洋こども会議・イン福岡（APCC）により福岡に根付いた草の根国際交流をより一層推進し、  

参加者に地球市民意識を育んでもらう。 

（１） アジア太平洋で APCC に参加している国や地域を福岡・日本の代表としてこども達が訪問し 

ホームステイなどを通じて、違う国の文化や習慣を直接肌で感じる。 

（２） 現地の学校や大使館などを訪問し、各国の様子・現状を体験する。 

（３） 参加者が学んだこと、感じたことを帰国後の報告により、多くの人々に伝えてもらう。 

 

 

 

3 月 4 月 プログラム参加料 （2008 年 10 月 20 日現在） 

25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 団員（１２歳未満） 団員（１２歳以上） 高校生リーダー 国   名 

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 ビザ要/不要 必要な旅券残存期間 

韓国韓国韓国韓国        ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●                \\\\99,00099,00099,00099,000    \\\\104,000104,000104,000104,000    \\\\104,000104,000104,000104,000    

（（（（ソウルソウルソウルソウル））））        ホホホホ    HSHSHSHS    帰帰帰帰                ビザビザビザビザ不要不要不要不要    3333 ヶヶヶヶ月以上月以上月以上月以上    

シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール        ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●                \\\\131,000131,000131,000131,000    \\\\151,000151,000151,000151,000    \\\\151,000151,000151,000151,000    

（（（（シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール））））        HSHSHSHS    機機機機    帰帰帰帰                ビザビザビザビザ不要不要不要不要    6666 ヶヶヶヶ月以上月以上月以上月以上    

インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア        ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●                \\\\171,000171,000171,000171,000    \\\\177,000177,000177,000177,000    \\\\177,000177,000177,000177,000    

（（（（ジャカルタジャカルタジャカルタジャカルタ））））        ホホホホ    HSHSHSHS    機機機機    帰帰帰帰                ビザビザビザビザ要要要要    6666 ヶヶヶヶ月以上月以上月以上月以上    

ブルネイダルサラームブルネイダルサラームブルネイダルサラームブルネイダルサラーム            ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    \\\\167167167167,000,000,000,000    \\\\187187187187,000,000,000,000    \\\\187187187187,000,000,000,000    

（（（（バンダルスリベガワンバンダルスリベガワンバンダルスリベガワンバンダルスリベガワン））））            ホホホホ    HSHSHSHS    機機機機    帰帰帰帰    
    

ビザビザビザビザ不不不不要要要要    6666 ヶヶヶヶ月以上月以上月以上月以上    

パラオパラオパラオパラオ    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●            \\\\215215215215,000,000,000,000    \\\\216216216216,000,000,000,000    \\\\216216216216,000,000,000,000    

（（（（コロールコロールコロールコロール））））    
    

ホホホホ    HSHSHSHS    機機機機    帰帰帰帰            ビザビザビザビザ不不不不要要要要    6666 ヶヶヶヶ月以上月以上月以上月以上    

モルジブモルジブモルジブモルジブ        ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●        \\\\231231231231,000,000,000,000    \\\\235235235235,000,000,000,000    \\\\235235235235,000,000,000,000    

（（（（マーレマーレマーレマーレ））））        ホホホホ    HSHSHSHS    機機機機    機機機機    帰帰帰帰        ビザビザビザビザ要要要要    帰国時帰国時帰国時帰国時までまでまでまで    

カンボジアカンボジアカンボジアカンボジア            ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    \\\\153153153153,000,000,000,000    \\\\170170170170,000,000,000,000    \\\\170170170170,000,000,000,000    

（（（（プノンペンプノンペンプノンペンプノンペン））））            ホホホホ    HSHSHSHS    機機機機    帰帰帰帰    
    

ビザビザビザビザ要要要要    6666 ヶヶヶヶ月以上月以上月以上月以上    

※ ホ＝ホテル  HS＝ホームステイ  機＝機内泊  帰＝帰国日 

 

 ☆ 旅券の有効期限が１年未満の方はパスポートを取り直すことをお勧めします。 

☆ プログラム参加料は、航空運賃設定の関係上出発時の年齢によって異なります。出発時の年齢に応じて該当欄

の料金をご確認ください。 

☆ 上記料金には事前研修費、航空運賃、現地滞在宿泊費・食費、現地交通費、国内空港税、燃油サーチャージ、

プログラムコーディネート料が含まれています。 

☆ 旅券（パスポート）取得費用、出発前に必要な査証（ビザ）取得費用（カンボジア 7,500 円）、海外旅行傷害保険

費用、その他手数料は別途ご負担いただきます。 インドネシアの査証取得費用は現地払いのためプログラム参

加料に含まれています。 モルジブのビザ取得代金は無料です。 

☆ 派遣期間中の詳しい日程については参加決定後お知らせいたします。 

☆ 上記の現地ホームステイ日程については今後の窓口との調整で変更になる場合があります。 

☆ 上記のプログラム参加料は今後のスケジュール変更、フライトスケジュールの変更、石油価格の変動等により変

わる場合があります。 

☆ 各国１５名程度（団員、高校生リーダー含む）を派遣する予定です。 
 

 

 

 

 

事業目的 

訪問予定国・日程および料金 
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（１） 国際交流のためのプログラムに積極的に参加できる方で、事業目的に賛同できる方 

（２） 団員として現地の文化や交流に興味を持ち、積極的に参加する意欲がある方で、心身ともに健康な 

満 10 歳以上 15 歳以下の青少年（応募の時点で小学 4 年生以上中学 3 年生以下） 

（３） リーダーとして団員をとりまとめながらホームステイと国際交流にチャレンジしたい高校生 

（応募の時点で高校生） 

（４） 当団体が行う事前の全体研修会（１月 11 日）、宿泊研修会（3 月 7 日～8 日の 1 泊 2 日） 

結団式（3 月 15 日）、報告会（4 月 19 日）（いずれも午後予定）に参加できる方 

加えて 1 月～3 月にかけて 2 回ほど行われる国別研修会にも積極的に参加できる方 

（（（（やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない事情事情事情事情をををを除除除除きききき、、、、頻繁頻繁頻繁頻繁にににに研修会研修会研修会研修会をををを欠席欠席欠席欠席されたされたされたされた場合場合場合場合はははは、、、、プログラムプログラムプログラムプログラム参加参加参加参加をををを辞退辞退辞退辞退していただくしていただくしていただくしていただくことことことことがががが

ございますございますございますございます。）。）。）。）    

（５） 海外旅行傷害保険に加入できる方 

【注意】 異文化の環境に１人でチャレンジすることが APCC ミッションの大きな目的でもありますので、兄弟、友人など

で同一国にご応募されてもご希望には添いかねます。別々の国をご希望ください。（１人でチャレンジする気

持ちを大切にしたいと考えます。） 

 

 

        応募必要書類３点（下記）をそろえて、締切日までに APCC 事務局まで郵送、またはご持参ください。 

        必要書類がすべて届いた時点で申込受付とさせていただきます。 

＜１＞ 所定参加申込書 

＜２＞ 英文自己紹介書（Introduction Sheet） 

＜３＞ 課題： 「APCC ミッションプロジェクトに参加しようと思った理由とチャレンジしたいこと」 

 （選考の際に考慮します） 

課題の形式・・・A4 サイズの用紙１枚に課題にそった内容を書き表してください。（日本語で OK）作文やイラストなど, 

どんな表現方法でも構いません。氏名・学校名・学年・派遣希望国もあわせて明記ください。  

＊A4 用紙は各自でご準備ください。 

             〔記入上の注意〕   

� 募集条件をよくお読みいただき、所定の申込書には楷書でもれなくご記入ください。 

� 申込書は申込者１人につき、1 枚ずつご記入ください。（申込書はコピーしていただいてもかまいません。） 

� 旅券（パスポート）の取得は各自で行って個人の責任とさせていただきます。現在旅券をお持ちでない方、旅券

残存期間が不足している方は、各自でご準備ください（参加決定後で構いません）。また、ビザが必要な国への

渡航を希望される方は、旅券をお早めにご用意ください。 

    

 

      （応募締め切り）  2008 年 12 月 5 日（金）18：00 事務局必着      
      郵送またはご持参ください。ファックスや電子メールによる申し込みは受け付けません。 

      

  

               ＮＰＯアジア太平洋こども会議・イン福岡 「ミッションプロジェクト参加」係  

               住所住所住所住所： 〒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  E-mail: info@apcc.gr.jp 

 

 

                   2002002002009999 年年年年    1 月上旬 

選考の上、選考結果・派遣国を通知します。（お申し込みいただいた方全員に通知いたします。） 

参加が決まった方には全体研修会のご案内のほか、提出が必要な書類等についてご案内申し上げます。 

 

 

（１） 申込者が多い場合、現地受け入れ可能人数の関係上第２～５希望国での決定となる場合がございます。

あらかじめご了承ください。 

（２） 各国１５名程度を募集していますが、応募人数が定員に満たない場合、および今後外務省の危険勧告

が出された国については、訪問を取りやめることがありますのであらかじめご了承ください。 

（３） 派遣にあたり、APCC のボランティアメンバーが引率者として同行し、共に国際交流をしながらお世話をさ

せていただきます。（１カ国３名程度。） この事業に旅行会社旅行会社旅行会社旅行会社のののの添乗員添乗員添乗員添乗員はははは同行同行同行同行いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。 

応募条件 

申込方法 

応募締切 

申込・問合せ先 

訪問国・団員決定 

注意 



 

NPONPONPONPO アジアアジアアジアアジア太平洋太平洋太平洋太平洋こどもこどもこどもこども会議会議会議会議・・・・インインインイン福岡福岡福岡福岡    

  APCCAPCCAPCCAPCC ミミミミッションプロジェクト 2009 参加申込書  
（本人記入欄） 
希望国 （参加可能な国） 第①希望 第②希望 第③希望 第④希望 第⑤希望 

☆参加者氏名 ふりがな                                                                                        

☆生年月日・性別 西暦１９    年    月   日     [満     才]    [性別： 男  ・  女 ]    

学校名                     学校       第       学年                             

 (２００８年１２月現在) 

ふりがな ☆自宅連絡先 

〒     － 

 

TEL:                          FAX:                       E-mail（ﾊﾟｿｺﾝ） 

保護者名 ふりがな                                        参加者との関係： 

氏名 

携帯 TEL:                               勤務先 TEL: 

上記以外の緊急連絡先 TEL：                          参加者との関係： 

アレルギーなど健康上の

留意点があればご記入く

ださい 

 

趣味・特技  

保護者同意欄 

（保護者記入欄） 

アジア太平洋こども会議・イン福岡「ミッションプロジェクト 2009」への応募に同意します。       

保護者名                        印 

※ 下記もわかる範囲で詳しくお書きください。 

APCC との関係 

ホストファミリー経験/ミッション参加（参加年度・国名もご記入ください）/グローバルキャンプ・交流キャンプ参加/ボランティア/その他 

 

何を見て応募されましたか？（○をつけてください） 

①新聞（新聞社名             ）      ②広報誌（市政だよりなど）     ③チラシ（入手場所：               ）    ④

知人の紹介         ⑤ホームページ      ⑥ラジオ          ⑦その他（             ） 

その他ご意見・ご相談がありましたら記入をお願いいたします。 

本申込み用紙、英文自己紹介書、課題の 3 点をそろえて 2008 年 12 月 5 日 18:00 までに APCC 事務局まで郵送またはご持参ください。 

� 本申込書にご記入いただく情報はAPCC からの連絡、メンバーリスト作成のために取得させていただきます。本人の同意がない限り、各国の窓口、
引率者及び旅行会社以外の第三者に公表されることはありません。（別紙英文自己紹介書は海外のAPCC 窓口を通して、各ホームステイ先へ
事前に郵送致します） 

� 頂いた情報は本人から削除の要請がない限り、今後 APCC にて保管させていただきます。 
� （団員、リーダーに決定した方について）決定後、☆印の情報をメンバーリストに掲載させていただくことがあります。掲載を希望しない場合は、そ

の旨を事務局までお知らせください。 



 

APCC Mission Project 2009 
Introduction Sheet     
 
 
Name 
  First Name     Family Name 
 
Date of birth      /     /        （     ）    Sex  male / female 
  ( day / month / year )       (age) 
 
Address  
 
 
Tel        Fax 

 

E-mail       Religion 

 

Religious / cultural / allergic restrictions on foods 
 

Hobbies 
 

Foods you like 
 

dislike 
 

Briefly describe your family members 
Name Relationship Age Occupation 

    
    
    
    
    
 

What do you want to do in the country you will visit? 
 

 

 

 
Message for the host family 
 
 
 

 

写真貼付け位置 

（顔がはっきり写っているもの） 

 

（カラー・白黒は問いません） 

        


