これまで事業に参加くださった各国青年会議所名

Partner JCI Local Organizations

インドネシア / ジョグジャカルタ青年会議所

JCI Yogyakarta, Indonesia

オーストラリア / イースタン青年会議所

JCI Eastern, Australia

カンボジア / プノンペン青年会議所

JCI Phnom Penh, Cambodia

クロアチア / ザグレブ青年会議所

JCI Zagreb, Croatia

台湾 / ボアイ青年会議所

JCI Boai, Taiwan

タイ / ハジャイ青年会議所

JCI Hatyai, Thailand

ニュージーランド / オークランド青年会議所

JCI Auckland, New Zealand

フィリピン / マニレナ青年会議所

JCI Manilena, Philippines

ベトナム / ホーチミン青年会議所

JCI Hochiminh, Vietnam

ホンジュラス / テグシガルパ青年会議所

JCI Tegucigalpa, Honduras

マレーシア / エリート青年会議所

JCI Elite, Malaysia

モンゴル / プログレス青年会議所

JCI Progress, Mongolia

アワード受賞実績

Awards Received

2015年アジア太平洋地域会議（ASPAC）

2015 Asia Pacific Area Conference

最優秀組織間協働プロジェクト

Best Inter-organization Collaboration Project

2015年度中国地区内褒賞事業

2015 Chugoku Area Awards

組織間協働部門

Inter-Organization Collaboration Project

第63回全国大会松山大会

AWRDS JAPAN 2014

国際交流部門

International Exchange Project

公式ホームページ

http://www.fukuyamajc.com/asiachild/
公式Facebookページ

https://www.facebook.com/JCIAYEPinFukuyama/
第2回アジア少年少女国際交流事業in福山の映像 ： YouTubeにて

https://www.youtube.com/watch?v=7V20uW0QpHM&feature=youtu.be

JCI Asia
Youth Exchange Program

in Fukuyama

アジア少年少女国際交流事業 in 福山

アジア少年少女国際交流事業in福山とは
アジア少年少女国際交流事業in福山は、福山の地で
アジア近 辺の子どもたちが国際交流を通じて、国際
的理解および 親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄
与する国際交流事業です。この国際交流事業では、
純 真で先入観の少ない子どもたちに、国籍や宗教や
文化を乗り越える体験を共有することで、同じ人間と
して多様性を認め合うことが出来る青少年の育成に
つなげます。数日間、同世代の子どもたちと寝食をと
もにすることで多くの時間を共有し、国境を越えた友
達をつくる機会を提供します。
文 化 や 歴 史 的 背 景 が 違 う人 との 交 流 を 通 して 、
OMOIYARIを持った人が増え、笑顔あふれる世界を
創造していきます。そんな世界を実現するという想い
をつなぎ、私たちの未来を輝かせましょう。私たちが
目指しているものは、子どもたちの国際交流を通して
「多様性を認め合う心を持った青少年」を育て、
「 笑顔
あふれる世界を実現」することです。

What’s JCI Asia Youth Exchange
Program in Fukuyama
JCI Asia Youth Exchange Program in Fukuyama is an
international exchange program to contribute to world
prosperity and world peace. Children around Asia get
to g et h e r in Fukuyam a to ex p e r i e nc e inte r nat i o na l
understanding and encourage friendship through
international exchange.
Main theme of the project is “Shine our Future, ~ Let’s
fill the world with smile ~.“This international program
aims to foster children who are innocent and free from
prejudice to accept diversity from a fellow human being
standpoint by sharing the experiences to overcome
differences among nationalities, religions, and cultures.
Staying with children in the same generation for a few
days under the same roof will allow them to share a lot
of time and establish cross- border friendship. That
c ommunic ation among many kinds of c ultures and
historical backgrounds will let people notice their caring
hear t ‘O M O I YA R I ’ an d c re ate t he wo r l d f ull of bi g
smiles. Let’s connect our passion to realize our better
world, and shine our future. Our goal is to “make the
world full of smiles” by fostering “children accepting
diversity” through youth international exchange.

world
Let ‛s fill the
with s mile

Past
Achievements

開催実績
第1回

1st

主催／一般社団法人福山青年会議所
後援／福山市
期間／2014年7月25日（金）〜7月29日（火）
参加者／海外の子どもたち 5か国22名・大人10名
参加国／インドネシア、カンボ ジア、台湾、マレーシア、モンゴル

1st AYEP in 2014, from 25th till 29th July
Overseas Participants:
22 Children, 10 Escorting Staffs from 5 Countries
Participating Countries:
Indonesia, Cambodia, Taiwan, Malaysia and Mongolia
Supported by Fukuyama City

第2回

2nd

主催／一般社団法人福山青年会議所
後援／福山市・福山市教育委員会
期間／2015年7月23日（木）〜7月28日（火）
海外参加者／海外の子どもたち 9か国41名・引率スタッフ12名
参加国／インドネシア、オーストラリア、カンボジア、タイ、台湾、フィ
リピン、ベトナム、マレーシア、モンゴル
国内参加者／福山市の子どもたち94名、ボランティア110名、ホスト
ファミリー53世帯

2nd AYEP in 2015, from 23rd till 28th July
Overseas Participants:
41 Children, 12 Escorting Staffs from 9 Countries
Local Participants:
94 Children, 110 Volunteers and 53 host families from Fukuyama
Participating Countries:
Indonesia, Australia, Cambodia, Thailand, Taiwan, Philippines,
Vietnam, Malaysia and Mongolia
Supported by Fukuyama city & Fukuyama city education board

第3回
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

参加者の声

Participants says

Q 一番心に残ったことは？

Q What is your most memorable program?

ホームステイです。
ホストファミリーが最高で、ハッピーでした。

Home stay program. My host family was the best and
I was very happy staying with them.

3rd

Q ホストファミリーは優しかったですか？

Q Your host family was nice to you?

3rd AYEP in 2016, from 19th till 25th July
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

はい、とっても。日本が好きになりました。

Yes, very much. I like Japan a lot now.

Q 日本はどうでしたか？

Q How was your trip to Japan?

初めて福山に来たけど、とてもエキサイティングで、
いい経験になりました。

It was my first time to come to Fukuyama, and it was
so exciting and good experience.

Q 一番の思い出は何ですか？

Q What is your best memory?

日本の友だちができたことです。

Making new friends from Japan.

