第3回アジア少年少女国際交流事業 in 福山
Shine Our Future 〜笑顔あふれる世界を〜

主催／一般社団法人福山青年会議所
後援／福山市（福山市市制施行100周年記念事業）
・福山市教育委員会・広島県教育委員会・エフエムふくやま
期間／2016年7月19日（火）〜7月25日（月）
海外参加者／海外の子どもたち 10か国42名・引率スタッフ13名
参加国／インドネシア、
カンボジア、
タイ、台湾、
フィリピン、
ベトナム、モンゴル、
ニュージーランド、
クロアチア、ホンジュラス
国内参加者／福山市の子どもたち168名、ボランティア96名、ホストファミリー55世帯

プログラム
7月19日（火）

デリゲイツ入国・お出迎え

7月20日（水）

サマースクール

開校式・アイスブレイク＆ウェルカムナイト

7月21日（木）

サマースクール

エフピコ福山リサイクル工場見学・グループワーク・閉会式

7月22日（金）

学校訪問プログラム

7月23日（土）

ホームステイプログラム

福山市内4校訪問（旭小学校・南小学校・泉小学校・蔵王小学校）

7月24日（日）

ホームステイプログラム

7月25日（月）

デリゲイツ出国・お見送り

スペシャルプログラム

修了式・フェアウェルパーティー

ひと昔前と比べて海外へ旅立つことはとても簡単になりました。飛行機のチケットも現地での宿もとても求めやすく、写真でしか見

たことがないような素晴らしい景色に出会うことも手軽になりました。ただ交流をするとなるとそうはいきません。言葉の壁や文化の違
い、そして日常生活で外国人と触れ合う機会がほとんどない私たち日本人にとって海外交流は今に至るまでハードルは高いままです。

そんな中、私たち（一社）福山青年会議所では第3回目となるアジア少年少女国際交流事業in福山を、福山市市制施行100周年記念

事業として行政よりご支援を頂戴しながら、開催させていただきました。今年度の海外からの参加者は10か国55名と前回よりも増え、3

回目となり海外参加者からの認知度も上がり、また2回目までの実績を評価されたものと確信しております。本年度は福山が誇る「もの

づくり」企業であるエフピコ工場見学を軸としたリサイクルについて考えるモジュール、市内４ヶ所の小学校を訪れた学校訪問、3泊4日

のホームステイ、この3事業を柱として事業を行いました。各プログラムでは海外参加者と子供たちが言葉の壁を越えて友情を育むこと

ができました。また事業の計画段階からボランティアとして多くの市民の皆様の協力をいただけたことと、多くの地元企業がスポンサー
として協力していただいたことは、今後の福山の発展に
とって大きな成果であったと考えます。ご協力いただい
た関係各位に対して心よりお礼を申し上げます。

国境を超えた友情を育むこと、依然としてハードルは

高いですが、私たち大人が未来を創る子供たちに対し、
国際交流の機会を提供し続けることで今後の福山を発

展させ、そして平和で明るい世界を作り上げていくこと
ができるものと確信しております。今後ともアジア少年少

女国際交流事業in福山に対してご理解とご支援を賜り
ますよう、お願い申し上げます。

第3回アジア少年少女国際交流事業 in 福山
実行委員長

𠮷川泰正

3rd Asia Youth Exchange Program
in Fukuyama
Dates: 19th till 25th July, 2016
Overseas Participants: 42 Children, 13 Escorting Staffs from 10 Countries
Local Participants: 168 Children, 96 Volunteers and 55 host families from Fukuyama
Participating Countries: Indonesia, Cambodia, Thailand, Taiwan, Philippines, Vietnam, Mongolia, New
Zealand, Croatia and Honduras
Supported by Fukuyama city (Selected as 100 years anniversary program of Fukuyama city), Fukuyama
city education board, Hiroshima prefecture education board & FM Fukuyama

Programs
19th July, Tue

Overseas delegates arrival

20th July, Wed

Summer school program School opening, ice breaks & Welcome night

21st July, Thu

Summer school program Factory visit, group works & School closing

22nd July, Fri

School visit program 4 schools in Fukuyama city

23rd July, Sat

Home stay program

24th July, Sun

Home stay program Special program, Program graduation ceremony & Farewell party

25 July, Mon

Overseas delegates departure

th

Greetings from Program Director Yasumasa Yoshikawa
Nowadays, traveling to foreign countries is becoming very easy. You can get plane ticket, hotel booking, and great sceneries without
hard efforts. But, international exchange and communication does not go easily. Different languages and cultures are the hurdle of
international communication.
Until now, the hurdle to experience international exchange is very high for Japanese. In daily life, Japanese have only few
opportunities to communicate with foreigners.
Meanwhile, 3rd Asia Youth Exchange Program 2016 in Fukuyama was held by JCI Fukuyama. Fukuyama-city government supported
the program. This year, the program was one of the 100th city-anniversary memorial program. 55 delegates from 10 countries
participated the program of 2016.The number of delegates is increasing every year. We believe that many people is evaluating very
well to the past program performances.
This year, the program had 3 mainstreams, “Recycle Module” “School Visit” , and “Home-stay” . Delegates visited FP Corporation’ s
factory, magnificent food container manufacturer in Fukuyama-city, and learned about recycling. Delegates visited 4 elementary
school in Fukuyama-city. Delegates had 3 nights and 4
days home-stay. Beyond different language, overseas
delegates and Japanese children fostered friendship
each other. In addition, many citizens cooperated the
program from the planning stage as volunteer. Many
local companies cooperated the program as sponsor.
We believe the cooperations were great achievements
for Fukuyama-city’ s future development. From
wholeheartedly, we feel great appreciation and thank to
have the cooperation relationship.
To foster international friendship, the hurdle is still high.
We, the adults, must continue to provide opportunities
of international exchange for children, who will create
future. The opportunities will develop Fukuyama-city
and realize the world peace.
We look forward for your understanding and support for
Asia Youth Exchange Program in Fukuyama in the
future. Thank you very much.

