
 

 
 

 

 

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！海外の人 

たちと交流してみたい！という小学 5 年生～高校 3年生までの団員を募集してい 

ます。APCCならではの国際交流にチャレンジしてみませんか？たくさんのご応募を 

お待ちしています！ 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日時：2019年 4月 21日（日） 

・時間：午前の部 10：30～ / 午後の部 14：00～（約 1時間半程度) 

・会場：あいれふ 10F講堂 （福岡市中央区舞鶴 2-5-1） 

・申込方法：APCCホームページよりWeb 予約 

・申込締切：2019年 4 月 18 日（木）17:00 

 
 

＜ご注意いただきたい事＞ 
 ・『西鉄チャレンジ基金』の利用をご検討の方は、保護者と応募者（こども）両方の参加が 

必須です。遅刻や途中退席は『欠席』と見なしますので、予めご了承ください。 

・留守番電話やメール等での予約受付はいたしておりません。 

・会場の定員に達した時点で、締切とさせていただきます。お早めにお申し込みください。 

香 港 

パプアニューギニア（ポートモレスビー） 

モルディブ（マーレ）       ベトナム（ホーチミン） 

 

2019年 4月 26日（金） 18：00事務局必着 

<対象学年> 

小学 5年生～高校 3年生 
 
<派遣予定期間> 

2019年 8月 15日（木） 

～ 8月 25日（日） 

※派遣先によって異なります。 

応募締切 

団員・保護者向け 

説明会 
 
【要予約】 

 
 

これまでに派遣された 

団員の体験談発表や現地での 

様子を映像でご覧いただけます。 

是非、お子様と保護者様で 

お越しください。 

ブリッジ チャレンジトリップ 2019 
― 夏休み海外ホームステイ参加者 募集要項― 

派遣先一覧（4 ヶ国予定） 

『西鉄チャレンジ基金』 
『児童扶養手当』を 

受給されているご家庭には 

支援制度がございます！ 

詳細は別紙をご覧ください。 

 



 

 
 

NPO 法人アジア太平洋こども会議・イン福岡が主催する事業で、1989 年に福岡市で開

催されたアジア太平洋博覧会の参加事業として始まった、市民レベルの草の根国際交流事

業です。ホームステイや交流キャンプを通じて、多感で純粋な年齢のこども達に世界の多様

な価値観と触れ合うチャンスを与え、「OMOIYARI の心を持った地球市民を育む」ことをビ

ジョンに掲げ活動しています。市民ボランティアの協力と公的機関からの助成金や民間企業

からの協賛、APCC支援の会からの資金援助などに支えられながら、活動しています。  

※『ブリッジチャレンジトリップ』は、2018 年度まで弊団体が『ミッションプロジェクト』として実施して

いた事業となります。 

 

 
 
 

福岡に根付いた草の根国際交流をより推進し、 

参加者に OMOIYARIの心をもった地球市民へ成長するきっかけをつかんでもらう。 
 

（1） こども達が海外を訪問し、ホームステイなどを通じて異なる国の文化や習慣を直接肌で感じる。 

（2） 学んだこと、感じたことを帰国後、多くの人々に伝える。 

（3） これらの経験により参加者に OMOIYARIの心をもってもらう。 
 

 

 
 

（1） 観光旅行・語学研修ではなく、異文化にチャレンジするプログラムです。 

（2） 派遣先では、４泊程度のホームステイを体験します。 

（3） 学校訪問など、現地のこども達との交流プログラムを予定しています。 

（4） 派遣先の窓口は当団体の現地窓口として長年実績がある公的機関などです。 

 

 
 

（1） 事業目的に賛同し、団員として現地の文化や習慣に興味を持ち、国際交流に積極的に参加できる、福岡県内在住の 

小学５年生～高校 3年生の方(2019年 4月時点) 
 
（2） 心身ともに健康で、国内研修での集団行動や派遣先での活動において、食事のアレルギー対応や薬の服用を含め、自分ひとり  

で対応・管理ができる方 
 

※APCC では食物アレルギーを含め、健康上特別な対応が必要な場合は、参加者本人に対応をお願いしています。参加を希望される際は、食べら

れるもの・食べられないものを自分で判断し、大人からの補助なく自分自身で体調管理を行っていただきます。そのため、重度のぜんそく、てんかん重積

発作、アナフィラキシーなどのアレルギー症状により、生命を脅かす事態に陥る可能性のある方、その他、第三者（医療行為を含む）の介助が必要と

なるような症状の持病をお持ちの方は、参加をお断りしています。 
 
 

（3） 当団体が行う事前の全体研修会（6月 23日）・国別研修会①(7月 7日)・宿泊研修会(7月 27日～28日の 1泊 2 

日）・結団式（8月 4日）・国別研修会②（9月 1日）・報告会（9月 15日）の全ての研修会に必ず参加できる方   

※欠席・遅刻・早退なく参加できる方を優先します。決定後に欠席・遅刻・早退の申し出があった場合には、参加資格を取り消す場合があります。 
 
 
（4） 当団体が指定する海外旅行保険に加入できる方（5000円程度～：派遣日数やプランにより異なる） 

 

※派遣中に、団員が怪我や病気などで病院へ行かなければならないような緊急事態が発生した場合、に迅速な対応が取れるようにするため、団員に

は APCC が斡旋する保険会社に統一してご加入いただくことを推奨しています。 
 
 

  （5）日本のパスポートを取得している方、または取得予定の方。日本以外のパスポートを持っている方については、派遣先によって 

査証（ビザ）が必要になった場合に、ご自身で事前にその手配ができる方。 
  
（6）その他、当団体の定める規定等を遵守していただける方 
  
 

                               異文化の環境にひとりでチャレンジすることが、当プログラムの目的です。 

             そのため、ご兄弟・友人などで同一国を希望して応募された場合にもご希望には沿いかねます。 

 

ブリッジ チャレンジトリップの目的 

ブリッジ チャレンジトリップの特徴 

BRIDGE KIDS PROGRAMS とは？ 

応募条件・応募資格（西鉄チャレンジ基金を利用してお申し込みの場合は別紙もあわせてご覧ください） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ：ホテルステイ  機：機内泊  帰：帰国日 

※1 … パプアニューギニアは、上記の旅費とは別に、査証（ビザ）代、および取得手数料が必要です。 

※2 … ベトナムは、渡航時に参加者が 14才以下の場合、別途追加書類（印鑑証明等）が必要となります。（決定後にご案内します） 

                                                

（1） プログラム参加料は、出発時の年齢によって異なります。（航空運賃設定の関係上）出発時の年齢に応じて該当の料金をご確認ください。 

（2） 参加者負担金は事前に一括納入するものとし、原則として返金いたしません。 

（3） 次に挙げる経費については個人負担となります。 
 
・旅券（パスポート）取得に係る費用        ・渡航に際して必要な査証（ビザ）代金      
・海外旅行傷害保険料                   ・APCC ユニフォーム (Tシャツ 1,000円/1枚） 
・団活動費 500円                      ・その他 APCC主催の各種研修会等の送迎にかかる交通費等、現地滞在中の個人的な経費 

 
（4） 下記の国・地域に関しては、下記の査証（ビザ）代、および取得手数料を別途請求させていただきます。  
 ・パプアニューギニア … （11歳以下、12歳以上一律）10,560円    
（5） 上記の日程については、フライトスケジュールの変更、今後の窓口との調整で変更になる場合があります。 

（6） プログラム参加料は今後の現地窓口との調整、フライトスケジュールの変更、航空運賃や燃油価格（サーチャージ）の変動等により変わる場合が

あります。その場合には、差額を請求させていただくことがあります。 

（7） 各国 15名程度（小・中学生、高校生あわせて）を派遣する予定です。 

（8） 本事業(事前・事後研修期間を含む)実施中の災害、病気、事故等、主催者の責に帰さない理由によって生じる参加者の損害等については、 

主催者(APCC)は責任を負いません。 
 
 

 
 
 
（1） 派遣先希望調査欄には、参加可能な派遣先のみをご入力下さい。 

申込者が多い場合、現地受け入れ可能人数の関係上、第１希望以外の国・地域での参加決定となる場合があります。 また、複数の希望をお
書きいただいても落選となる場合もありますので、予めご了承ください。 
※西鉄チャレンジ基金でお申し込みの場合、派遣先の希望はお受けできません。（詳細は別紙をご参照ください。） 
 

 
 
（2） 当該事業における旅行手配は、株式会社 JTB、西鉄旅行株式会社、株式会社エイチ・アイ・エス、が行います。（渡航先により旅行会社が異な

ります。）派遣にあたり、旅行会社の添乗員は同行いたしませんが、APCC の引率ボランティアが同行します。（基本 1 カ国 3名） 
 
（3） 事業実施の可否は、外務省の危険情報や現地情勢を基に参加者の安全を最優先に実行委員会が決定します。なお、外務省の危険情報が、

「レベル 2：不要不急の渡航は止めてください。」以上になった場合は派遣を中止いたします。詳しくは外務省の海外安全ホームページ
（http://www.anzen.mofa.go.jp/）をご覧ください。但し、外務省の危険情報が「レベル 1：十分注意してください」以下であっても、下記の場
合には、各大使館や現地からの情報を総合的に判断し、派遣の実施・中止・継続、及び途中帰国、並びに一部プログラムの変更を決定します。 
 

・治安の急速な悪化や災害、騒乱、テロ等の緊急事態が発生又は予測される場合 

・「戒厳令」、「非常事態宣言」、またそれらに類する対策が講じられている場合、及び感染症危険情報が発令されている場合 

・その他、上記に類する参加者の生命・身体・財産に著しい損害を与える可能性がある場合 
 

※派遣中止となった場合、いかなる理由においても、プログラムの延期・振替は実施致しません。 
 
 
（4） 感染症の情報は、厚生労働省 検疫所のホームページをご覧ください（http://www.forth.go.jp/）。ご心配な方は各種予防接種を受けて

から出発されることをお勧めいたします。 
 
（5） 団員として派遣されることが決定した場合、決定通知発送後、約 2 週間でパスポートの写しをご提出いただきます。応募時にパスポートをお持ちで

ない方、十分な有効期限がない方については、決定後、すぐに取得申請をしていただきますよう、お願い申し上げます。また、プログラム参加料の入
金締切も、決定通知発送後、約 2週間となりますので、ご承知おきください。 
 

 
 

（6） 決定後、参加者の都合（怪我、病気を含む）でキャンセルをされる場合は、キャンセル料が発生します。なお、参加者の自己都合によるキャンセル
の場合は、返金に係る振込手数料は参加者負担とします。 
 

 

派遣予定先・日程 および プログラム参加料（参加者負担金） 

参加にあたっての注意事項 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 団員（12歳以上） 団員（11歳以下）

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

● ● ● ● ● ● ¥94,000 ¥94,000

帰

パプアニューギニア ● ● ● ● ● ● ● ● ● ¥253,000 ¥224,000

（ポートモレスビー） 機 ホ 帰

モルディブ ● ● ● ● ● ● ● ¥180,000 ¥154,000

（マーレ） ホ 機 帰

ベトナム ● ● ● ● ● ● ¥119,000 ¥102,000

（ホーチミン） 機 帰 ビザ不要(※2）　/　入国時6ヶ月以上

国名
（都市名） ビザ要・不要／必要な旅券残存期間　

プログラム参加料（ビザ代別途）

ビザ不要　/　入国時6ヶ月以上

ビザ要（※1）　/　帰国時6か月以上

ビザ不要　/　入国時　滞在日程＋1か月以上

8月

香港



 キャンセル料 

全体研修会（6月 23日）後～（前日起算）出発日の 41日前 5,000円 

（前日起算）出発日の 40日前～31日前まで プログラム参加料の 10％ 

（前日起算）出発日の 30日前～3日前まで プログラム参加料の 20％ 

（前日起算）出発日の 2日前 プログラム参加料の 50％ 

出発日の前日・当日・無連絡不参加 プログラム参加料の 100％ 
 
 

（7） 団員・引率者の家族や友人など、引率者・団員以外が同じ時期に派遣先へ同行すること、または現地で合流することは禁止します。 
 

（8） 団員として決定された後であっても、研修の過程において、団員としての参加継続が不可能あるいは不適格と実行委員会が認めた方については、
団員の資格を取り消す場合があります。なお、この場合、既にAPCCが負担した経費の一部または全部を、取り消された参加者に負担していただく
場合があります。 

 

 
 

■締切：2019年 4月 26日（金）18:00 APCC事務局 必着 
※18:00以降、応募用 HP にアクセスできなくなります。手続き途中の場合、受付ができなくなりますのでご注意ください（所要時間約 15～20分） 

※オンライン（又は郵送）にてお申し込みください。メール・FAX等での申し込みは受け付けておりません。 

 
 
 

 
・ APCCホームページ（https://www.apcc.gr.jp/）より、オンライン申込をしてください（パソコン・スマートフォン）。 
・ オンライン申し込みができない場合に限り、下記設置場所にて申込用紙を入手、必要書類にご記入の上、郵送にてお   

申し込みください。 全て記入された必要書類が APCC事務局へ届いた時点で、申込受付とさせていただきます。 

（メール・FAX不可） 

 

  【募集要項・申込用紙設置場所】   APCC事務局、福岡市役所 1F情報プラザ、アクロス福岡 3F こくさいひろば、等 
 

  【郵送の場合】 

(1）参加申込用紙（西鉄チャレンジ基金を利用してのお申込みを希望する場合は、西鉄チャレンジ基金申込者用の申込用紙にご記入ください。） 

(2）個人情報保護規定同意書  

(3）課題作文（下記のテーマすべてについて、A4用紙 1枚にまとめてください。用紙指定なし。縦書き・横書き・文字数は問いません。） 

※課題用紙にも、氏名・学年を記載して下さい。 

 

小学生 
中学生 

（1）どうして、このプログラムに参加しようと思いましたか？ 

（2）現地でチャレンジしたいことは何ですか？ 

（3）もしホームシックにかかったり、ホストファミリーと上手くコミュニケーションが取れない時にどのように解決しますか？ 

高校生 

（1）現地でチャレンジしたいことは何ですか？ 

（2）自分の 『これだけは他の人に負けない』 というところは何ですか？ 

（3）派遣団の中で、どのようにリーダーシップを発揮できると思いますか？ 

保護者 
※西鉄チャレンジ基金 

利用希望者のみ 

(1) 今回、なぜお子様にチャレンジトリップに応募させようと思われましたか？ 

(2）なぜ、西鉄チャレンジ基金の適用を希望されるのですか？ 

(3) このプログラムを通して、お子様にどのようなことを期待しますか？ 

 
 【注意事項】 
・ 応募フォーム及び書類には、入力漏れや記入漏れなどの不備がないよう、十分ご注意ください。不備があっても APCC から連絡はいたしません。 

・ 応募時にいただいた個人情報は、個人情報保護、関連法令及び、APCC 個人情報保護方針、規定に基づき適正に管理・保護し、目的以外の

利用や第三者への情報提供は行いません。ご提出いただいた課題に関しては、団員決定後に引率者の参考資料として使用させていただきます。 

・ ご応募の際は、NPO法人アジア太平洋こども会議・イン福岡 個人情報保護規定を必ずご確認いただき、同意の上でお申し込みください。 

 

 

 
    
 《主催者》  〒810-0001 福岡市中央区天神 1-10-1 福岡市役所北別館 5F 

 NPO法人 アジア太平洋こども会議・イン福岡 『ブリッジ チャレンジトリップ 2019夏 団員募集』係 

TEL：092-734-7700  E-mail：info@apcc.gr.jp  
     

 

  ・書類選考の上、選考結果・派遣先を通知します。（全員に通知します） 
・応募多数の場合は、未経験者を優先させていただく場合があります。 

・選考結果に関するお問い合わせには一切お答えできません。予めご了承ください。 

応募締切 

お申し込み方法 

お申し込み（郵送の場合のみ）・お問い合わせ先 

派遣先・団員決定通知について 

＜申込専用ページ＞ 

2019年 5月下旬 郵送予定 



（設問2）なぜ、西鉄チャレンジ基金の活用を希望されるのですか？

（設問3）今回、もしお子様の参加が決定した場合、お子様にはどのようなことを期待しますか？

応募者氏名

【ブリッジ チャレンジトリップ 2019夏】　西鉄チャレンジ基金　保護者課題

（設問1）今回、ブリッジチャレンジトリップにお子様が応募した理由をお聞かせください

保護者氏名

フリガナ

名

フリガナ

姓 名

姓


