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お電話で

　 0120-51-0173
WEBサイトから
www.afs.or.jp

（応募資料のダウンロードもできます）

携帯サイトから

資料請求

AFSの奨学金
～平和のためにできること～

＞住所等の変更について
お住まいやご連絡先に変更のあった方は、同封の「会員連絡用シート」を事務
所宛てファックスしてください。協会WEBサイト（http://www.afs.or.jp/）、
Eメールでもお手続きいただけます。

広報・IT担当　  　03-6206-1920

＞維持会費・ご寄付について

○自動引き落とし日（予定）をお知らせします。

事 務 局 よ り ■郵便振込の場合
郵便振込先：口座番号 ００１７０－５－６１０７７９
 加入者名 AFS寄付金口座
○ご寄付の使いみちを指定される場合（一般寄付・ボランティア奨学金・YOSHI
基金・NEXT50奨学金・ふるさと奨学金・みちのく応援奨学金など）は、「通信欄」
にご記入ください。

■銀行振込の場合
銀行振込先：みずほ銀行新橋支店
 普通預金口座　No.８８０２８７
口座名 公益財団法人AFS日本協会　A口座
 フリガナ：　ザイ）ＡＦＳニホンキョウカイ　Ａコウザ
○銀行振込の場合は、お手数ですがお振込み後にお名前、ご連絡先、使いみちを
FAX（03-3507-4300）またはEメール（fundraising@afs.or.jp）でお知ら
せください。寄付に関する詳細はAFS日本協会WEBサイトをご覧ください。

募金担当       03-6206-1919

編 集
後 記

自動引き落としの方へ

AFS活動へのご支援をお願いいたします！

○会費未納の方には郵便振替用紙を同封させていただいておりますので、お支
払いをお願いします。

○自動引き落としをご希望の方は、経理宛にご連絡ください。
経理担当　  　03-6206-1912

維持会費納入のお願い

ホストファミリー
募集中!

ホストファミリー募集のポスター掲示に
ご協力ください

AFS年間留学
応募受付中! 　

お問合せ先
105-0001
港区虎ノ門1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル7F

03-6206-1915
03-3507-4300
info-east@afs.or.jp

468-0051
名古屋市天白区植田1-2116

052-807-7338
052-807-7349
info-nagoya@afs.or.jp

564-0027
吹田市朝日町3-405

06-6317-3955
06-6317-3977
info-osaka@afs.or.jp

海外から日本に来る留学生の受け入れに興味のあるご家庭は、最
寄りのAFS事務所までお問合せください。

AFSホストファミリーの条件
○AFSの趣旨を理解し、留学生を家族の一員として温かく迎え
　入れてくださるご家庭
○単身でないご家庭
○ボランティアで留学生を受
け入れ、食費を含む生活費を
負担い　ただけるご家庭
（通学費・医療費などはAFSが
負担、小遣いは留学生本人が負
担します）

【留学期間】 2013年～2014年
【対 象 国】 アジア・ヨーロッパ・北米・中南米・オセアニア約40ヵ国
　　　　　※募集継続国はAFS日本協会のWEBサイトでご確認ください。
【参 加 費】 125万円
【選考試験】 
 日程：随時　内容：英語試験、日本語面接

希望国や保有資格によって受験条
件・内容が異なります。詳細は資料を
ご請求ください。

第60期

維持会費 【年会費】　2013年４月26日（金）

ご寄付
【一般寄付金】　2013年２月26日（火）
【ボランティア奨学金】　2013年１月７日（月）
【NEXT50奨学金】　2013年12月26日（木）

　「募金活動・奨学金～ AFS支援の動き～」（P10）では、鉄道駅等でのポスター掲示のご支援について
ご報告しましたが、協会では個人でポスター掲示にご協力くださる方も募集しています。
　AFSではホストファミリーを見つけるのが年々難しくなっています。ホストファミリーが見つからないと、日
本への留学を希望する各国の高校生の来日が叶いませんので、お子様が通われている幼稚園や小学校、地
域の活動施設、お知り合いのお店などに掲示いただけますよう、ぜひ皆さまのご協力をお願いいたします。
▶ご協力いただける方は、ポスター送付先住所・氏名と希望枚数を下記までお知らせください。

　　事務局　広報・IT本部　03-6206-1920　koho@afs.or.jp

　湘南支部で広報紙を作り始めたのは息子が留学から帰った６年前の
こと。日本協会の広報を担う広報委員を経て今年、広報委員長に就任
しました。ミクロとマクロの視点を持ち、支部から求められる実用性と
日本協会の信頼性が高められるような広報を目指したいと思っていま
す。（九鬼とも子）

基本サイズはA2（594 mm × 420 mm）ですが、A4（297 mm × 210 mm）、
B1（1,030 mm × 728 mm）もあります。 特集

日本全国から海外に派遣さ
れる経済的必要度の高い

留学生のための
奨学金です。

途上国から来日する
留学生を支援する
奨学金です。

AFS
ボランティア
奨学金

東日本大震災および福島
原発事故発生当時の被災
地域から海外に派遣され
る留学生のための
奨学金です。

みちのく
応援奨学金

広島県から海外に派遣さ
れる留学生、または広島
県に滞在する海外留学生
のための奨学金です。

AFS
ひろしま奨学金
（ふるさと奨学金）

北海道から海外に派遣され
る留学生、または北海道に
滞在する海外留学生の
ための奨学金です。

AFS
どさんこ奨学金
（ふるさと奨学金）

NEXT50
奨学金

アメリカから来日する留学生を
支援する奨学金。1992年のアメリ
カ留学中に射殺された服部剛丈君の
ご両親が1993年に発足させました。
事件から20年となる今年、20人目の
YOSHI基金奨学生として来日した
Yvonneさんは、9月22日（土）

に服部さん宅を訪問
しました。

YOSHI基金

より多くの若者に異なる文化と接する機会を

提供できますよう、皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。

　秋葉忠利理事長が、これまでの一連の平和活動が評価され２つの賞を受賞されました。
　「国際平和賞（International Peace Award）」（コミュニティ・オブ・クライスト）
　「オットー・ハーン平和メダル（Award of the Otto Hahn Peace Medal in Gold）」（ドイツ国連協会）



服部さんご夫妻、10月の渡米に持参する千羽鶴の前で

ガラッティ賞授与式。2002年のYOSHI基金奨学
生Elizabethさんも参加し、スピーチを行いました

2012年YOSHI基金奨学生のYvonneさん。ホストファミ
リーと一緒に服部さん宅を訪問

服部剛丈君（留学当時）

受受
入入

　AFS日本協会には、様々な人々の想いで設立された奨学金が数多くあります。派遣奨学金も受入奨学金も、10代で貴重な体験を
して、留学先の国や人々への理解を深めるとともに、生徒自身にも大きく成長してほしいという願いが込められ、多くの方のご支援に
より支えられてきました。今回の特集では、AFS日本協会が直接ご寄付を受け付けている奨学金についてご紹介します。

 YOSHI基金
　アメリカ留学中に射殺された服部剛丈君のご両親は、「交換留学に打撃があったかもしれないが、剛丈の意志を尊重すれば、逆に留
学制度を広げてほしい」「アメリカの高校生に銃のない日本の社会を知ってほしい」という思いから、アメリカの高校生を日本に招く
YOSHI基金を1993年6月に発足させました。基金は剛丈君の死亡保険金を原資として、個人や団体、多くの方々からの寄付金で運営
されており、1994年から毎年1名の年間受入留学生に全額を支給しています。

服部剛丈君射殺事件
1992年10月17日（日本時間18日）、AFS39期生としてアメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュ市に滞在していた服部剛丈君
は、ハロウィンパーティー会場である家を間違え、マグナム銃で射殺されました。刑事裁判ではロドニー・ピアーズ氏の正当防衛
が認められて1993年に無罪判決が、民事裁判では正当防衛は認められず1994年に有罪判決が下されました。関連書籍は
『アメリカを愛した少年－「服部剛丈君射殺事件」裁判』（賀茂美則著／講談社）、『海をこえて銃をこえて－留学生・服部剛丈
の遺したもの』（坂東弘美・服部美恵子著／風媒社）など。「YOSHIの会」ホームページhttp://www11.plala.or.jp/yoshic

▶ この20年、どんな活動をされてきましたか。
　まずは銃規制の署名運動ですね。在日外国人を含め約180万人の方が署名してくだ
さり、1993年にホワイトハウスでクリントン大統領（当時）に手渡しました。このほかに、民事
裁判の賠償金でアメリカの銃規制団体の活動を支援する「Yoshi’s Gift賞」基金を設
立しました。こちらは運営資金の関係で今年正式に終了しましたが、この基金を通して、
アメリカには銃規制団体が多くあり懸命に活動されていること、アメリカ社会に大きな影
響を与えるためには政治的に強い団体に育てていくことが必要であることなど、勉強に
なることが多くありました。また、ルイジアナ州の高校生と日本の高校生が交流する「日本ルイジアナ友好基金」では日本語の授業
を行っている現地の学校が受け手となってくれていましたが、日本語の代わりに中国語を教える学校が増え、ホストファミリーが見
つからなくなったことで活動が鈍り、５年ほど前に終了しました。2002年には銃規制と異文化理解の活動が評価され、AFS国際
本部から「ガラッティ賞」（※活動が際立つボランティア数名にAFS国際本部理事会が授与する最高の賞）をいただきました。

▶ 今年、10年ぶりにアメリカを訪問されるそうですね。
　はい、命日にあわせて10月に一週間ほど滞在し、現地の教会でセレモニーを行う予定です。セレモニーには、多くの方にご協
力いただいた千羽鶴を持っていきます。今、正面につけるメッセージを考えているところです。また、同じ教会で刑事裁判の後
にも歌った「世界中のYOSHI君のお母さんへ」を合唱予定です。YouTubeにもアップされていますので、ぜひご覧になってみ
てください。また、スピーチも予定していますが、そこでは３つのメッセージを込めたいと考えています。１つ目は、留学前から「第
二の故郷と呼べるようになれば素晴らしい」と息子が愛したアメリカにもっとよくなってほしいと願い行動することが、息子の死を
無駄にしないことであると考えていること。２つ目は、違法銃は日本にも多く流れていることから、銃の問題はアメリカだけでなく、
日本の問題でもあるということ。３つ目は銃社会を変えようと懸命に取り組んでいるアメリカの人たちに決してあきらめないでと伝
えることです。YOSHI基金奨学生に銃で身を守る必要のない日本を体験してもらっていますが、そのことがアメリカを変えるお
手伝いになれば嬉しいです。今回の訪問は息子のホストファミリーのヘイメーカーご夫妻の呼びかけで実現しました。ご夫妻は
命日が近づくと今でも毎年メールをくださいます。これまで様々な活動を続けてこられたのは、日本だけでなくアメリカでご夫妻
が支えてくださったことが非常に大きいですし、このように一緒に考え、活動してくださる方がいなければ、アメリカを恨むようなこ
とになっていたかもしれないと思います。本当に感謝しています。

▶ YOSHI基金奨学生について
　1994年の第１期生から現在来日中の生徒まで、20名の生徒がYOSHI基金の奨学生
として来日しました。半分ぐらいの生徒は、応募の段階から奨学金の趣旨について十分
理解してやってきましたが、残りの半分は経済的な問題で奨学金がなければ来日できな
かったので応募したという経緯でやってきているようです。私たちとしては、とにかくアメリカ
の生徒に日本の状況を見てもらうことが第一と思っていますので、動機についてはあまり
気にしていません。私たちも年齢的にいつまで活動できるかわかりませんが、私たちの手
を離れても、YOSHI基金の交流事業は続いてほしいと願っています。ただ、やはり元気な
うちにたくさんの生徒に会えたらと思いますので、毎年１名といわず数を増やしてもいいかもしれませんね。

▶ 奨学生と必ず行っていることはありますか？
　事件について描かれた『世界に轟いた銃声』（1997年 アメリカ）というドキュメンタリー映画がありますが、このビデオは必ず見
せています。YOSHI基金の生徒は日本の各地に配属されていますが、滞在中に一度は我が家を訪問してもらい、息子が通っ
ていた旭丘高校（愛知県名古屋市）で生徒会中心に開催される、日本とアメリカの生活や安全についての意見交換会に出席
しています。さらに、時間の都合がつけばアメリカ領事館や愛知県警を訪問することもあります。留学生の作文を見ると、日本人
が気付いていない日本の良さに気付かされます。例えば2010年のマックス君は「日本に来てみて、アメリカの社会をよくするヒン
トが日本の社会にあると思いました。日本にはお互いを思いやり、和を大切にする文化があります。それに人への信頼感も失わ
れていません。階級の差もアメリカほどではありません。何よりもすばらしいのは、銃がなければ自分を守れないと誰一人考えて
いないことです」と語ってくれました。日本の社会も少しずつ変わってきていますが、この良さはなくしてはいけないと思います。

▶ 今後の展望をお聞かせください。
　これまでは色々な活動があり忙しくしてきましたが、今後はYOSHI基金の活動
を中心に、生徒一人ひとりとじっくり向き合っていきたいと思います。やはりこの活動
は教育的な意義が非常に大きいですし、数は少なくても、その生徒自身の意識が
変わったり、周りの人々に話したりすることで、考えが広まっていきますよね。それは
小さいけれど、一番確実な方法ですから。

▶ ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　（聞き手：広報）

In my high school they have, as a 
foreign language class, a Japanese 
language course. This is pretty rare in 

America, to offer Japanese in a public high school, so I 
signed up for the class in curiosity and fell in love with the 
language. Ever since I wanted to go to Japan. And when I 
heard about AFS and jumped at the chance to travel to 
Japan.
I learned about the Yoshi Hattori incident when I was 
looking for scholarships. After reading about Yoshi Hattori 
on the AFS site, I searched his name on the internet and I 
read about the tragedy of Yoshi. I also read about the 
difficult but much needed task to have more gun-control in 

America. Their fight for gun control struck me deeply 
because I was recently thinking about the lack of gun in 
America, because before there was a drive-by shooting and 
one of my fellow classmates was shot and killed. This 
drive-by happened because of the easy access of guns. I 
think what Yoshi Hattoi`s parents are doing is essential if 
America wants to be a more peaceful society.
I really hope that in the future of America the country will 
open its eyes to reason and have stricter gun control. The 
Yoshi Hattori Foundation will hopefully be an important 
step in realizing this.

　アメリカの高校で日本語コースを選択して以来、日本に来ることを夢見
ていました。今回、留学奨学金情報を集める中で服部君に起きた悲劇に
ついて知りましたが、ご両親の銃規制運動には胸を打たれました。実は
私のクラスメイトも銃撃を受けて亡くなりました。銃を簡単に入手できる状
況がこの事件を引き起こしたのです。アメリカが平和な社会になるため
に、銃規制が推進されることを願っています。YOSHI基金はそれを実現
するための重要な一歩なのです。

事件から20年、服部君のご両親にインタビュー

AFSの奨学金
～平和のためにできること～

YOSHI基金奨学生よ
り

大同大学大同高等学校

Yvonne Banerjee

■ YOSHI基金奨学生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　※（　）内は（出身州・配属先）
1994年-Jaimeさん（モンタナ州・愛知県）／1995年-Patriciaさん（テネシー州・大分県）／1996年-Brianくん（オレゴン州・愛知県）／1997年-Catherineさん（ニュー
ハンプシャー州・和歌山県）／1998年-Philipくん（ニューヨーク州・愛知県）／1999年-Meliaさん（ウィスコンシン州・愛知県）／2000年-Christopherくん（ミシガン州・
兵庫県）／2001年-Lindsayさん（ミネソタ州・北海道）／2002-年Elizabethさん（ミネソタ州・茨城県）／2003年-Meganさん（アラスカ州・栃木県）／Sarahさん
（ニューハンプシャー州・広島県）／2004年-Coreyくん（カリフォルニア州・東京都）／2005年-Konaさん（カリフォルニア州・新潟県）／2006年-Keyadaさん（ペンシル
バニア州・新潟県）／2007年-Matthewくん（ルイジアナ州・新潟県）／2008年-Parisさん（ノースカロライナ州・愛知県）／2009年-Jamesくん（ミズーリ州・東京都）／
2010年-Maximくん（ケンタッキー州・和歌山県、神奈川県）／2011年-Evelynさん（オレゴン州・大阪府）／2012年-Yvonneさん（カリフォルニア州・愛知県）

よし ひろ

 イヴォンヌ　　　　  バルナジー
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より支えられてきました。今回の特集では、AFS日本協会が直接ご寄付を受け付けている奨学金についてご紹介します。
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されており、1994年から毎年1名の年間受入留学生に全額を支給しています。
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1992年10月17日（日本時間18日）、AFS39期生としてアメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュ市に滞在していた服部剛丈君
は、ハロウィンパーティー会場である家を間違え、マグナム銃で射殺されました。刑事裁判ではロドニー・ピアーズ氏の正当防衛
が認められて1993年に無罪判決が、民事裁判では正当防衛は認められず1994年に有罪判決が下されました。関連書籍は
『アメリカを愛した少年－「服部剛丈君射殺事件」裁判』（賀茂美則著／講談社）、『海をこえて銃をこえて－留学生・服部剛丈
の遺したもの』（坂東弘美・服部美恵子著／風媒社）など。「YOSHIの会」ホームページhttp://www11.plala.or.jp/yoshic

▶ この20年、どんな活動をされてきましたか。
　まずは銃規制の署名運動ですね。在日外国人を含め約180万人の方が署名してくだ
さり、1993年にホワイトハウスでクリントン大統領（当時）に手渡しました。このほかに、民事
裁判の賠償金でアメリカの銃規制団体の活動を支援する「Yoshi’s Gift賞」基金を設
立しました。こちらは運営資金の関係で今年正式に終了しましたが、この基金を通して、
アメリカには銃規制団体が多くあり懸命に活動されていること、アメリカ社会に大きな影
響を与えるためには政治的に強い団体に育てていくことが必要であることなど、勉強に
なることが多くありました。また、ルイジアナ州の高校生と日本の高校生が交流する「日本ルイジアナ友好基金」では日本語の授業
を行っている現地の学校が受け手となってくれていましたが、日本語の代わりに中国語を教える学校が増え、ホストファミリーが見
つからなくなったことで活動が鈍り、５年ほど前に終了しました。2002年には銃規制と異文化理解の活動が評価され、AFS国際
本部から「ガラッティ賞」（※活動が際立つボランティア数名にAFS国際本部理事会が授与する最高の賞）をいただきました。

▶ 今年、10年ぶりにアメリカを訪問されるそうですね。
　はい、命日にあわせて10月に一週間ほど滞在し、現地の教会でセレモニーを行う予定です。セレモニーには、多くの方にご協
力いただいた千羽鶴を持っていきます。今、正面につけるメッセージを考えているところです。また、同じ教会で刑事裁判の後
にも歌った「世界中のYOSHI君のお母さんへ」を合唱予定です。YouTubeにもアップされていますので、ぜひご覧になってみ
てください。また、スピーチも予定していますが、そこでは３つのメッセージを込めたいと考えています。１つ目は、留学前から「第
二の故郷と呼べるようになれば素晴らしい」と息子が愛したアメリカにもっとよくなってほしいと願い行動することが、息子の死を
無駄にしないことであると考えていること。２つ目は、違法銃は日本にも多く流れていることから、銃の問題はアメリカだけでなく、
日本の問題でもあるということ。３つ目は銃社会を変えようと懸命に取り組んでいるアメリカの人たちに決してあきらめないでと伝
えることです。YOSHI基金奨学生に銃で身を守る必要のない日本を体験してもらっていますが、そのことがアメリカを変えるお
手伝いになれば嬉しいです。今回の訪問は息子のホストファミリーのヘイメーカーご夫妻の呼びかけで実現しました。ご夫妻は
命日が近づくと今でも毎年メールをくださいます。これまで様々な活動を続けてこられたのは、日本だけでなくアメリカでご夫妻
が支えてくださったことが非常に大きいですし、このように一緒に考え、活動してくださる方がいなければ、アメリカを恨むようなこ
とになっていたかもしれないと思います。本当に感謝しています。

▶ YOSHI基金奨学生について
　1994年の第１期生から現在来日中の生徒まで、20名の生徒がYOSHI基金の奨学生
として来日しました。半分ぐらいの生徒は、応募の段階から奨学金の趣旨について十分
理解してやってきましたが、残りの半分は経済的な問題で奨学金がなければ来日できな
かったので応募したという経緯でやってきているようです。私たちとしては、とにかくアメリカ
の生徒に日本の状況を見てもらうことが第一と思っていますので、動機についてはあまり
気にしていません。私たちも年齢的にいつまで活動できるかわかりませんが、私たちの手
を離れても、YOSHI基金の交流事業は続いてほしいと願っています。ただ、やはり元気な
うちにたくさんの生徒に会えたらと思いますので、毎年１名といわず数を増やしてもいいかもしれませんね。

▶ 奨学生と必ず行っていることはありますか？
　事件について描かれた『世界に轟いた銃声』（1997年 アメリカ）というドキュメンタリー映画がありますが、このビデオは必ず見
せています。YOSHI基金の生徒は日本の各地に配属されていますが、滞在中に一度は我が家を訪問してもらい、息子が通っ
ていた旭丘高校（愛知県名古屋市）で生徒会中心に開催される、日本とアメリカの生活や安全についての意見交換会に出席
しています。さらに、時間の都合がつけばアメリカ領事館や愛知県警を訪問することもあります。留学生の作文を見ると、日本人
が気付いていない日本の良さに気付かされます。例えば2010年のマックス君は「日本に来てみて、アメリカの社会をよくするヒン
トが日本の社会にあると思いました。日本にはお互いを思いやり、和を大切にする文化があります。それに人への信頼感も失わ
れていません。階級の差もアメリカほどではありません。何よりもすばらしいのは、銃がなければ自分を守れないと誰一人考えて
いないことです」と語ってくれました。日本の社会も少しずつ変わってきていますが、この良さはなくしてはいけないと思います。

▶ 今後の展望をお聞かせください。
　これまでは色々な活動があり忙しくしてきましたが、今後はYOSHI基金の活動
を中心に、生徒一人ひとりとじっくり向き合っていきたいと思います。やはりこの活動
は教育的な意義が非常に大きいですし、数は少なくても、その生徒自身の意識が
変わったり、周りの人々に話したりすることで、考えが広まっていきますよね。それは
小さいけれど、一番確実な方法ですから。

▶ ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　（聞き手：広報）

In my high school they have, as a 
foreign language class, a Japanese 
language course. This is pretty rare in 

America, to offer Japanese in a public high school, so I 
signed up for the class in curiosity and fell in love with the 
language. Ever since I wanted to go to Japan. And when I 
heard about AFS and jumped at the chance to travel to 
Japan.
I learned about the Yoshi Hattori incident when I was 
looking for scholarships. After reading about Yoshi Hattori 
on the AFS site, I searched his name on the internet and I 
read about the tragedy of Yoshi. I also read about the 
difficult but much needed task to have more gun-control in 

America. Their fight for gun control struck me deeply 
because I was recently thinking about the lack of gun in 
America, because before there was a drive-by shooting and 
one of my fellow classmates was shot and killed. This 
drive-by happened because of the easy access of guns. I 
think what Yoshi Hattoi`s parents are doing is essential if 
America wants to be a more peaceful society.
I really hope that in the future of America the country will 
open its eyes to reason and have stricter gun control. The 
Yoshi Hattori Foundation will hopefully be an important 
step in realizing this.

　アメリカの高校で日本語コースを選択して以来、日本に来ることを夢見
ていました。今回、留学奨学金情報を集める中で服部君に起きた悲劇に
ついて知りましたが、ご両親の銃規制運動には胸を打たれました。実は
私のクラスメイトも銃撃を受けて亡くなりました。銃を簡単に入手できる状
況がこの事件を引き起こしたのです。アメリカが平和な社会になるため
に、銃規制が推進されることを願っています。YOSHI基金はそれを実現
するための重要な一歩なのです。

事件から20年、服部君のご両親にインタビュー

AFSの奨学金
～平和のためにできること～

YOSHI基金奨学生よ
り

大同大学大同高等学校

Yvonne Banerjee

■ YOSHI基金奨学生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　※（　）内は（出身州・配属先）
1994年-Jaimeさん（モンタナ州・愛知県）／1995年-Patriciaさん（テネシー州・大分県）／1996年-Brianくん（オレゴン州・愛知県）／1997年-Catherineさん（ニュー
ハンプシャー州・和歌山県）／1998年-Philipくん（ニューヨーク州・愛知県）／1999年-Meliaさん（ウィスコンシン州・愛知県）／2000年-Christopherくん（ミシガン州・
兵庫県）／2001年-Lindsayさん（ミネソタ州・北海道）／2002-年Elizabethさん（ミネソタ州・茨城県）／2003年-Meganさん（アラスカ州・栃木県）／Sarahさん
（ニューハンプシャー州・広島県）／2004年-Coreyくん（カリフォルニア州・東京都）／2005年-Konaさん（カリフォルニア州・新潟県）／2006年-Keyadaさん（ペンシル
バニア州・新潟県）／2007年-Matthewくん（ルイジアナ州・新潟県）／2008年-Parisさん（ノースカロライナ州・愛知県）／2009年-Jamesくん（ミズーリ州・東京都）／
2010年-Maximくん（ケンタッキー州・和歌山県、神奈川県）／2011年-Evelynさん（オレゴン州・大阪府）／2012年-Yvonneさん（カリフォルニア州・愛知県）

よし ひろ

 イヴォンヌ　　　　  バルナジー
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 AFSどさんこ奨学金（AFSふるさと奨学金）
　北海道を愛し応援する企業と個人の支援により設立された奨学金で、年間プログラムで北海道から海外へ派遣される高校生および
外国から北海道に来日する受入留学生を対象に50万円を支給し、未来の北海道と世界をつなぐ人材を育成することを目的としていま
す。

　2006年に北海道の高校生の留学を支援しようという主旨で発足した「AFSどさんこ奨学金」は今ま
で13名の派遣・受入を実現してきました。
　今でも北海道はAFS日本協会の中でも異色の、受入数が派遣数を大きく上回る地域です。この奨
学金の実現を考えた時点では特にその傾向が顕著でした。また、「留学したいが、なかなか留学費用
を親に出してもらえない」という地元高校生の切実な声がありました。長引く不況と首都圏などと比べ
て保護者の収入格差。経済が良くならない北海道の状況を肌に感じていた北海道各支部のメンバーと事務局が協働して、
初めての地域限定の奨学金を発足させ、北海道の高校生の夢を叶える支援をしていこうとの思いでした。また、受入と派遣は
車の両輪であり、世界と北海道を繋ぐということで、海外からの留学生への奨学金支給も2010年度から始まりました。
　これまで多くの皆様（企業・個人）のご協力で、何とか続けてきましたが、一向に良くならない経済状況など「AFSどさんこ奨
学金」を取り巻く環境は本当に厳しいものです。しかし、この灯を消すことなく続けることにより、AFSの活動が地域に根ざし更
なる発展に繋がると信じています。皆様の更なるご協力をお願いしたいと思います。
　北海道から世界へ、世界から北海道へ！

　留学では、これまで出会うはずのなかった人、全く違う世界で過ごしてきた人たちに出会うことができま
す。そのような出会いの中で、多くの価値観に触れ、留学前とは異なった視点から物事を考えるようになり
ました。留学を通して見つけた様 な々可能性や選択肢は、帰国後に進路を決める際にも決め手になりま
した。高校留学で得られるものは、とても特別な体験ばかりですし、これからの人生にも大きな影響を与え

てくれることばかりでした。私に貴重な機会を与えてくださった、「AFSどさんこ奨学金」のご支援には本当に感謝しています。

AFSどさんこ奨学
生より 北星学園女子高等学校卒　青山学院大学法学部法学科在学

57期生（’10-’11　アメリカ派遣）　山岸 芽衣

　全く違う文化をすんなり受け入れることができる国民性なのか、異国日本から来た私にも
みんなすごく優しく接してくれ、また日本について興味津々です。アニメや日本食もですが、
やはりよく聞かれるのは、東北大震災についてです。2004年のスマトラ沖地震でマレーシア
でも津波被害がでたため、去年テレビで日本の映像を見たときは他人事ではなかったそう

です。みんな本当に細かく質問をしてくるのですが、自分のマレー語や英語ではうまく説明できなかったりすることもあり、自分の
勉強不足を感じます。あと５ヵ月で自分の語学力をアップさせ、たくさんの人に正しく伝えたいと思います。
　今まで７ヵ月の留学生活で、私は世界への視野を広げることができたと共に自分が育った国、日本について改めて考えること
ができたと思います。自分の留学を支えて下さっているAFSの皆様、みちのく応援奨学金の皆様、そして自分の家族に感謝
し、残り５ヵ月悔いのない留学生活を送りたいです。（留学中レポートより抜粋。全文はホームページに掲載しています）

みちのく応援奨学生
より 岩手県立盛岡第一高等学校

59期生（’12-’13　マレーシア派遣）　藤井 理子

 みちのく応援奨学金
　2011年３月11日に発生した東日本大震災および福島原発事故の影響による厳しく困難な環境の中で、地域と世界の懸け橋となり、地
域の未来を担う人材を育てることが、被災地の中長期にわたる復興と発展の応援になると信じ、趣旨に賛同する個人・法人の支援に
よって設立された奨学金です。年間プログラム参加費全額と留学準備金を支給しています。

 NEXT50奨学金
　AFS日本協会50周年の際に寄せられた寄付金を原資とし、次の50年に向けて新しい一歩を踏み出そうと、発展途上国から日本に留
学を希望する高校生を支援する奨学金として設立されました。現在は毎年６名程度の年間受入留学生を全額支給しています。

 AFSひろしま奨学金（AFSふるさと奨学金）
　広島県を愛し応援する企業と個人の支援により2008年に設立された奨学金で、年間プログラムで広島県から海外へ派遣される高校生お
よび外国から広島県に来日する受入留学生を対象に50万円を支給し、未来の広島県と世界をつなぐ人材を育成することを目的としています。

 AFSボランティア奨学金
　「企業などから寄付をいただいているが、リターニーこそまずやれることを実行するべきではないか」という帰国生有志の呼びかけで、
1990年に設立された奨学金です。設立当初は「AFS帰国生奨学金」という名称で、交通遺児の高校生を対象にしていましたが、その
後、趣旨に賛同してくださる方に広く呼び掛けて輪を広げるとともに、交通遺児以外も対象にしようと1994年に「AFSボランティア奨学金」
に名称が変更されました。現在は経済的必要度の高い年間留学希望者に対し、毎年２～３名程度に50万円（25万支給・25万貸与）を
支給しています。

● 郵便振込
　口座番号　00170-5-610779
　　　　　　（ゆうちょ銀行・〇一九店　当座0610779）
　加入者名　AFS寄付金口座
＊お振込みの際には「通信欄」に指定奨学金名の記載をお願いします。

● 銀行振込
　みずほ銀行　新橋支店　普通0880287
　公益財団法人AFS日本協会　A口座
　フリガナ ： ザイ）AFSニホンキョウカイ　Aコウザ
＊銀行振込の場合は、お手数ですがお振込み後に、「お名前、ご連絡
先、指定奨学金名」をEメール又はFAXでお知らせください。

＊Eメール ： fundraising@afs.or.jp （みちのく応援奨学金以外）
　　　　  michinoku@afs.or.jp （みちのく応援奨学金専用）
＊FAX： 03-3507-4300

● 奨学金・ご寄付に関するお問合先
　TEL: 03-6206-1919　FAX: 03-3507-4300
　E-mail: fundraising@afs.or.jp

　公益財団法人AFS日本協会への寄付には、免税証明書付の領収書を
発行します。
● 個人でご寄付いただく場合
個人の皆様の寄付金は所得税の確定申告の際、寄付金控除の対象に
なります。
⑴　所得控除
1年間の特定寄付金の合計額から2000円を引いた金額が、総所得
金額から控除できます。但し、その年の総所得の40％相当額が限度と
なります。
⑵　税額控除
平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法
人・公益財団法人に対する個人の寄付金については、税額控除制度
が創設されましたが、（公財）AFS日本協会は平成24年8月１日付で税
額控除の要件を満たす公益財団法人の証明を受けました。『（当協会
への寄付金額－2000円）×40％』の額を税額から控除します。
※所得控除制度と税額控除のどちらか選択となります。

● 法人でご寄付いただく場合
通常の一般寄付金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金
算入が認められます。

　この奨学金を受けた生徒の皆さんの話を聞いているうちに、とても大事なことに気付きました。被災
地の大変さは筆舌に尽し難いと思いますし、その中で日常を取り戻すことがとても大事なのですが、こ
どもたちの「日常」の中には「夢を見る」ことも含まれているという点です。
　大人から見ると、日常や生活というのは、文字通り毎日を生きるための具体的で現実的な側面が強
いのですが、若い人にとっては夢を持ち、そのために努力をすることも大切な「日常」の一部なのです。
それがあるからこそ成長し、未来を切り開けるのです。
　若者の「日常」を取り戻すためにも、ぜひ皆様のご寄付で子どもたちの夢を叶えてやって下さいますよう、お願い申し上げます。

夢は生活の一部 理事長　秋葉 忠利

北海道と世界を結ぶ人材を育てたい！ 札幌支部　正木 優子

ご支援のお願い
　皆様のご支援によって、一人でも多くの若者が留学の機会を与えられ、多感な時期に異文化に接することで豊かな人格形成を成し遂げ、日本と世界の架け
橋になることができればこの上ない喜びと存じます。どうか本号でご紹介しております各奨学金の趣旨にご賛同を頂き、温かいご支援を賜りますよう、心からお願
い申し上げます。ご支援いただけます場合は、郵便局または銀行よりお振込をお願いします。

まさ き    ゆう こ

あき ば　 ただとし

やまぎし　  め　い

ふじ い　　り　こ
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 AFSどさんこ奨学金（AFSふるさと奨学金）
　北海道を愛し応援する企業と個人の支援により設立された奨学金で、年間プログラムで北海道から海外へ派遣される高校生および
外国から北海道に来日する受入留学生を対象に50万円を支給し、未来の北海道と世界をつなぐ人材を育成することを目的としていま
す。

　2006年に北海道の高校生の留学を支援しようという主旨で発足した「AFSどさんこ奨学金」は今ま
で13名の派遣・受入を実現してきました。
　今でも北海道はAFS日本協会の中でも異色の、受入数が派遣数を大きく上回る地域です。この奨
学金の実現を考えた時点では特にその傾向が顕著でした。また、「留学したいが、なかなか留学費用
を親に出してもらえない」という地元高校生の切実な声がありました。長引く不況と首都圏などと比べ
て保護者の収入格差。経済が良くならない北海道の状況を肌に感じていた北海道各支部のメンバーと事務局が協働して、
初めての地域限定の奨学金を発足させ、北海道の高校生の夢を叶える支援をしていこうとの思いでした。また、受入と派遣は
車の両輪であり、世界と北海道を繋ぐということで、海外からの留学生への奨学金支給も2010年度から始まりました。
　これまで多くの皆様（企業・個人）のご協力で、何とか続けてきましたが、一向に良くならない経済状況など「AFSどさんこ奨
学金」を取り巻く環境は本当に厳しいものです。しかし、この灯を消すことなく続けることにより、AFSの活動が地域に根ざし更
なる発展に繋がると信じています。皆様の更なるご協力をお願いしたいと思います。
　北海道から世界へ、世界から北海道へ！

　留学では、これまで出会うはずのなかった人、全く違う世界で過ごしてきた人たちに出会うことができま
す。そのような出会いの中で、多くの価値観に触れ、留学前とは異なった視点から物事を考えるようになり
ました。留学を通して見つけた様 な々可能性や選択肢は、帰国後に進路を決める際にも決め手になりま
した。高校留学で得られるものは、とても特別な体験ばかりですし、これからの人生にも大きな影響を与え

てくれることばかりでした。私に貴重な機会を与えてくださった、「AFSどさんこ奨学金」のご支援には本当に感謝しています。

AFSどさんこ奨学
生より 北星学園女子高等学校卒　青山学院大学法学部法学科在学

57期生（’10-’11　アメリカ派遣）　山岸 芽衣

　全く違う文化をすんなり受け入れることができる国民性なのか、異国日本から来た私にも
みんなすごく優しく接してくれ、また日本について興味津々です。アニメや日本食もですが、
やはりよく聞かれるのは、東北大震災についてです。2004年のスマトラ沖地震でマレーシア
でも津波被害がでたため、去年テレビで日本の映像を見たときは他人事ではなかったそう

です。みんな本当に細かく質問をしてくるのですが、自分のマレー語や英語ではうまく説明できなかったりすることもあり、自分の
勉強不足を感じます。あと５ヵ月で自分の語学力をアップさせ、たくさんの人に正しく伝えたいと思います。
　今まで７ヵ月の留学生活で、私は世界への視野を広げることができたと共に自分が育った国、日本について改めて考えること
ができたと思います。自分の留学を支えて下さっているAFSの皆様、みちのく応援奨学金の皆様、そして自分の家族に感謝
し、残り５ヵ月悔いのない留学生活を送りたいです。（留学中レポートより抜粋。全文はホームページに掲載しています）

みちのく応援奨学生
より 岩手県立盛岡第一高等学校

59期生（’12-’13　マレーシア派遣）　藤井 理子

 みちのく応援奨学金
　2011年３月11日に発生した東日本大震災および福島原発事故の影響による厳しく困難な環境の中で、地域と世界の懸け橋となり、地
域の未来を担う人材を育てることが、被災地の中長期にわたる復興と発展の応援になると信じ、趣旨に賛同する個人・法人の支援に
よって設立された奨学金です。年間プログラム参加費全額と留学準備金を支給しています。

 NEXT50奨学金
　AFS日本協会50周年の際に寄せられた寄付金を原資とし、次の50年に向けて新しい一歩を踏み出そうと、発展途上国から日本に留
学を希望する高校生を支援する奨学金として設立されました。現在は毎年６名程度の年間受入留学生を全額支給しています。

 AFSひろしま奨学金（AFSふるさと奨学金）
　広島県を愛し応援する企業と個人の支援により2008年に設立された奨学金で、年間プログラムで広島県から海外へ派遣される高校生お
よび外国から広島県に来日する受入留学生を対象に50万円を支給し、未来の広島県と世界をつなぐ人材を育成することを目的としています。

 AFSボランティア奨学金
　「企業などから寄付をいただいているが、リターニーこそまずやれることを実行するべきではないか」という帰国生有志の呼びかけで、
1990年に設立された奨学金です。設立当初は「AFS帰国生奨学金」という名称で、交通遺児の高校生を対象にしていましたが、その
後、趣旨に賛同してくださる方に広く呼び掛けて輪を広げるとともに、交通遺児以外も対象にしようと1994年に「AFSボランティア奨学金」
に名称が変更されました。現在は経済的必要度の高い年間留学希望者に対し、毎年２～３名程度に50万円（25万支給・25万貸与）を
支給しています。

● 郵便振込
　口座番号　00170-5-610779
　　　　　　（ゆうちょ銀行・〇一九店　当座0610779）
　加入者名　AFS寄付金口座
＊お振込みの際には「通信欄」に指定奨学金名の記載をお願いします。

● 銀行振込
　みずほ銀行　新橋支店　普通0880287
　公益財団法人AFS日本協会　A口座
　フリガナ ： ザイ）AFSニホンキョウカイ　Aコウザ
＊銀行振込の場合は、お手数ですがお振込み後に、「お名前、ご連絡
先、指定奨学金名」をEメール又はFAXでお知らせください。

＊Eメール ： fundraising@afs.or.jp （みちのく応援奨学金以外）
　　　　  michinoku@afs.or.jp （みちのく応援奨学金専用）
＊FAX： 03-3507-4300

● 奨学金・ご寄付に関するお問合先
　TEL: 03-6206-1919　FAX: 03-3507-4300
　E-mail: fundraising@afs.or.jp

　公益財団法人AFS日本協会への寄付には、免税証明書付の領収書を
発行します。
● 個人でご寄付いただく場合
個人の皆様の寄付金は所得税の確定申告の際、寄付金控除の対象に
なります。
⑴　所得控除
1年間の特定寄付金の合計額から2000円を引いた金額が、総所得
金額から控除できます。但し、その年の総所得の40％相当額が限度と
なります。
⑵　税額控除
平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法
人・公益財団法人に対する個人の寄付金については、税額控除制度
が創設されましたが、（公財）AFS日本協会は平成24年8月１日付で税
額控除の要件を満たす公益財団法人の証明を受けました。『（当協会
への寄付金額－2000円）×40％』の額を税額から控除します。
※所得控除制度と税額控除のどちらか選択となります。

● 法人でご寄付いただく場合
通常の一般寄付金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金
算入が認められます。

　この奨学金を受けた生徒の皆さんの話を聞いているうちに、とても大事なことに気付きました。被災
地の大変さは筆舌に尽し難いと思いますし、その中で日常を取り戻すことがとても大事なのですが、こ
どもたちの「日常」の中には「夢を見る」ことも含まれているという点です。
　大人から見ると、日常や生活というのは、文字通り毎日を生きるための具体的で現実的な側面が強
いのですが、若い人にとっては夢を持ち、そのために努力をすることも大切な「日常」の一部なのです。
それがあるからこそ成長し、未来を切り開けるのです。
　若者の「日常」を取り戻すためにも、ぜひ皆様のご寄付で子どもたちの夢を叶えてやって下さいますよう、お願い申し上げます。

夢は生活の一部 理事長　秋葉 忠利

北海道と世界を結ぶ人材を育てたい！ 札幌支部　正木 優子

ご支援のお願い
　皆様のご支援によって、一人でも多くの若者が留学の機会を与えられ、多感な時期に異文化に接することで豊かな人格形成を成し遂げ、日本と世界の架け
橋になることができればこの上ない喜びと存じます。どうか本号でご紹介しております各奨学金の趣旨にご賛同を頂き、温かいご支援を賜りますよう、心からお願
い申し上げます。ご支援いただけます場合は、郵便局または銀行よりお振込をお願いします。

まさ き    ゆう こ

あき ば　 ただとし

やまぎし　  め　い

ふじ い　　り　こ

特集：AFSの奨学金～平和のためにできること～
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秋葉理事長による基調講演 

　今回のシンポジウムは、社会的功績が大きく、知
名度抜群の秋葉理事長のお力をお借りして、「少しで
も大勢の高校の先生方に高校留学の意義をお伝えし
たい」という思いから、全てが始まりました。

　まず、名古屋事務所の中村所長に相談し、何度も
シンポジウムの内容について話し合いを重ね、準備
をしました。地元密着で支部員の人脈を最大限に活
かし、多くの方々のお力添えを得て開催することに
より、AFSの知名度を上げることを目指しました。
中でも愛知県教育委員会高等学校教育課のご協力を
得て、校長会理事会で案内をさせていただいたこと
や、愛知県知事にご来場賜り、高校留学を支援する
お言葉をいただけたことは、とても嬉しい出来事で
した。また、愛知県国際課からご助言をいただい
て、愛知県国際交流協会の補助事業に申請し予算援
助を得ることができ、在名古屋アメリカ領事館（ア
メリカンセンター）の後援もいただくことでもきま
した。今回のシンポジウムの開催を通して、こうし
た各方面の関係機関と新たにより太いパイプが作れ
たことで、今後のAFS活動に少しでも貢献できれば
と願っております。

　広報活動では、尾張支部だけでなく中日本の支部
の皆様のご協力で、市町村の教育委員会や地元の学
校にも呼び掛けていただき、チラシの案内をしまし
た。こうした支部員一人ひとりの活動が、今回のシ
ンポジウムの盛会に結びついたと思います。

　当日は、予想を上回る200名近い人数が集まり会
場が満員となりました。秋葉理事長の講演では、高
校留学の素晴らしさを熱く伝えていただきました。
パネルディスカッションでは、秋沢淳子さんの絶妙
な司会の下、内田富夫元校長先生、派遣生保護者の
藤澤幸子さん、帰国生の松永佳世子さんと内田順喜
さんがパネリストとしてそれぞれの立場から高校留
学の意義を話してくださりました。お話がとても楽
しく充実していて、聴衆の皆様にとても好評でし
た。シンポジウムの最後には愛知県出身の帰国生の
活躍する姿や、かつて受入れた留学生の現在の様子
を映像で流し、彼らが大きく成長した姿を報告させ
ていただきました。当時ご支援いただいた皆様に、
お礼の報告をさせていただく機会を持てたことも、
嬉しいことでした。

　秋葉理事長と同期の平山力さんのお力添えで、シ
ンポジウム後に㈱エイチームの眺望の良いミーティ
ングルームをお借りして懇親会を開き、大勢の方々
にご参加いただきました。秋葉理事長始め、秋沢淳
子さん、パネリストの皆さんと意見交換が活発にな
され、更に懇親を深めることが出来ました。

　皆様、本当に有難うございました。感謝申し上げ
ます。

　６月30日に名古屋国際センターで開催させていた
だいた高校留学シンポジウムは、日本協会及び内外
の皆様に支えられて、盛会に終えることができ、心
から感謝申し上げます。

秋葉理事長による基調講演

高校留学の意義をテーマにしたパネルディスカッション

　８月24日（金）、外務省からの受託事業「キズナ強化プロジェ
クト」を含む29カ国・約100名の高校生が成田に到着しました。
留学生の出身国は、通常のAFSプログラム生がオーストラリ
ア、オーストリア、ベルギー（オランダ語圏・フランス語圏）、
カナダ、中国、スペイン、フランス、ドイツ、ホンジュラス、アイ
スランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ポ
ルトガル、ロシア、スイス、アメリカ合衆国の17ヵ国、キズナ強
化プロジェクト生がオーストラリア、ニュージーランド、ブルネ
イ、カンボジア、インドネシア、インド、韓国、ラオス、マレーシ
ア、ミャンマー、フィリピン、タイ、東ティモール、ベトナムの
14ヵ国です。
　東ティモール
からの留学生の
受 け 入 れ は
AFS日本協会
では初となりま
す。

秋組生が29か国から来日
東ティモールから初受入れ

　AFSでは、全米唯一の規模を誇る日米交流団体ジャパン・
ソサエティー（ニューヨーク）と提携し、春休みの短期派遣プ
ログラム「ジュニア・フェロー短期留学プログラム」を実施しま
す。このプログラムは厳選された少人数の優秀な生徒らによる
国際交流によって、国際社会に継続的な関心を持つ将来の
リーダーの仲間グループを育成し、参加生徒らにはプログラム
参加後も引き続き国際社会への更なる関心を高め続け、国際
社会において専門技術や知識を養ってもらうことを目的としてい
ます。対象は日本全国の高校１・２年生で、３月中旬から約3
週間アメリカでホームステイしながら、現地高校の授業参加を
含む様 な々活動に参加します。
　2013年出発のプログラムは10月中旬に応募を締め切り、11
月の２次選考を経て５名の参加生が決定されます。

ジャパン・ソサエティーと提携
春休みの短期プログラム

尾 張 支 部

東ティモールからの留学生

高校留学シンポジウム
～6月 30日名古屋で開催される～

　遅くなりましたが、2011年度の年次
報告を同封いたしました。ご寄付・ご
支援をいただきました法人、個人の皆
さま、AFSの受け入れにご協力いた
だきましたホストファミリー、ホスト
スクールの皆さまに心よりお礼を申し
上げます。
　2011年度は、派遣で479名、受入で
901名、合計1,380名がプログラムに参
加いたしました。財務面につきまして
は、詳細は同封の年次報告書をご覧く
ださい。
　2011年度は東日本大震災の影響を大

きく受けた年でした。日本協会始まっ
て以来、５か月間もの間、留学生のい
ない期間がありました。受入事業が人
数ベースで前年の約４割以上の減にな
り、また長期受入の８割が年間ではな
く、半年のセメスタープログラムにな
りました。年間派遣は前年比+３名の
358名と微増で、震災の影響はなく、
逆に、被災地の高校生に支給する「み
ちのく応援奨学金」「ジャパン・ソサ
エティみちのく応援奨学金」の設立に
より、被災地からの応募が急増し、
日本協会全体としても派遣への応募

が大きく伸びて、高校生留学の今後
の伸びを期待させる年となりました。
また、最終年を迎えたJENESYS事業
は12月に被災地の高校生約200名を含
む約1,500名が集まったJENESYSフェ
スティバルで締めくくり、５年間の
事業を成功裡に終えることができま
した。震災の影響を受けた受入事業の
激減等の理由により、財務的には当
期正味財産増減ベースでマイナス
59,445千円と非常に厳しい結果になり
ました。色々な意味で、震災の影響を
大きく受けた１年間でした。
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秋葉理事長による基調講演 

　今回のシンポジウムは、社会的功績が大きく、知
名度抜群の秋葉理事長のお力をお借りして、「少しで
も大勢の高校の先生方に高校留学の意義をお伝えし
たい」という思いから、全てが始まりました。

　まず、名古屋事務所の中村所長に相談し、何度も
シンポジウムの内容について話し合いを重ね、準備
をしました。地元密着で支部員の人脈を最大限に活
かし、多くの方々のお力添えを得て開催することに
より、AFSの知名度を上げることを目指しました。
中でも愛知県教育委員会高等学校教育課のご協力を
得て、校長会理事会で案内をさせていただいたこと
や、愛知県知事にご来場賜り、高校留学を支援する
お言葉をいただけたことは、とても嬉しい出来事で
した。また、愛知県国際課からご助言をいただい
て、愛知県国際交流協会の補助事業に申請し予算援
助を得ることができ、在名古屋アメリカ領事館（ア
メリカンセンター）の後援もいただくことでもきま
した。今回のシンポジウムの開催を通して、こうし
た各方面の関係機関と新たにより太いパイプが作れ
たことで、今後のAFS活動に少しでも貢献できれば
と願っております。

　広報活動では、尾張支部だけでなく中日本の支部
の皆様のご協力で、市町村の教育委員会や地元の学
校にも呼び掛けていただき、チラシの案内をしまし
た。こうした支部員一人ひとりの活動が、今回のシ
ンポジウムの盛会に結びついたと思います。

　当日は、予想を上回る200名近い人数が集まり会
場が満員となりました。秋葉理事長の講演では、高
校留学の素晴らしさを熱く伝えていただきました。
パネルディスカッションでは、秋沢淳子さんの絶妙
な司会の下、内田富夫元校長先生、派遣生保護者の
藤澤幸子さん、帰国生の松永佳世子さんと内田順喜
さんがパネリストとしてそれぞれの立場から高校留
学の意義を話してくださりました。お話がとても楽
しく充実していて、聴衆の皆様にとても好評でし
た。シンポジウムの最後には愛知県出身の帰国生の
活躍する姿や、かつて受入れた留学生の現在の様子
を映像で流し、彼らが大きく成長した姿を報告させ
ていただきました。当時ご支援いただいた皆様に、
お礼の報告をさせていただく機会を持てたことも、
嬉しいことでした。

　秋葉理事長と同期の平山力さんのお力添えで、シ
ンポジウム後に㈱エイチームの眺望の良いミーティ
ングルームをお借りして懇親会を開き、大勢の方々
にご参加いただきました。秋葉理事長始め、秋沢淳
子さん、パネリストの皆さんと意見交換が活発にな
され、更に懇親を深めることが出来ました。

　皆様、本当に有難うございました。感謝申し上げ
ます。

　６月30日に名古屋国際センターで開催させていた
だいた高校留学シンポジウムは、日本協会及び内外
の皆様に支えられて、盛会に終えることができ、心
から感謝申し上げます。

秋葉理事長による基調講演

高校留学の意義をテーマにしたパネルディスカッション

　８月24日（金）、外務省からの受託事業「キズナ強化プロジェ
クト」を含む29カ国・約100名の高校生が成田に到着しました。
留学生の出身国は、通常のAFSプログラム生がオーストラリ
ア、オーストリア、ベルギー（オランダ語圏・フランス語圏）、
カナダ、中国、スペイン、フランス、ドイツ、ホンジュラス、アイ
スランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ニュージーランド、ポ
ルトガル、ロシア、スイス、アメリカ合衆国の17ヵ国、キズナ強
化プロジェクト生がオーストラリア、ニュージーランド、ブルネ
イ、カンボジア、インドネシア、インド、韓国、ラオス、マレーシ
ア、ミャンマー、フィリピン、タイ、東ティモール、ベトナムの
14ヵ国です。
　東ティモール
からの留学生の
受 け 入 れ は
AFS日本協会
では初となりま
す。

秋組生が29か国から来日
東ティモールから初受入れ

　AFSでは、全米唯一の規模を誇る日米交流団体ジャパン・
ソサエティー（ニューヨーク）と提携し、春休みの短期派遣プ
ログラム「ジュニア・フェロー短期留学プログラム」を実施しま
す。このプログラムは厳選された少人数の優秀な生徒らによる
国際交流によって、国際社会に継続的な関心を持つ将来の
リーダーの仲間グループを育成し、参加生徒らにはプログラム
参加後も引き続き国際社会への更なる関心を高め続け、国際
社会において専門技術や知識を養ってもらうことを目的としてい
ます。対象は日本全国の高校１・２年生で、３月中旬から約3
週間アメリカでホームステイしながら、現地高校の授業参加を
含む様 な々活動に参加します。
　2013年出発のプログラムは10月中旬に応募を締め切り、11
月の２次選考を経て５名の参加生が決定されます。

ジャパン・ソサエティーと提携
春休みの短期プログラム

尾 張 支 部

東ティモールからの留学生

高校留学シンポジウム
～6月 30日名古屋で開催される～

　遅くなりましたが、2011年度の年次
報告を同封いたしました。ご寄付・ご
支援をいただきました法人、個人の皆
さま、AFSの受け入れにご協力いた
だきましたホストファミリー、ホスト
スクールの皆さまに心よりお礼を申し
上げます。
　2011年度は、派遣で479名、受入で
901名、合計1,380名がプログラムに参
加いたしました。財務面につきまして
は、詳細は同封の年次報告書をご覧く
ださい。
　2011年度は東日本大震災の影響を大

きく受けた年でした。日本協会始まっ
て以来、５か月間もの間、留学生のい
ない期間がありました。受入事業が人
数ベースで前年の約４割以上の減にな
り、また長期受入の８割が年間ではな
く、半年のセメスタープログラムにな
りました。年間派遣は前年比+３名の
358名と微増で、震災の影響はなく、
逆に、被災地の高校生に支給する「み
ちのく応援奨学金」「ジャパン・ソサ
エティみちのく応援奨学金」の設立に
より、被災地からの応募が急増し、
日本協会全体としても派遣への応募

が大きく伸びて、高校生留学の今後
の伸びを期待させる年となりました。
また、最終年を迎えたJENESYS事業
は12月に被災地の高校生約200名を含
む約1,500名が集まったJENESYSフェ
スティバルで締めくくり、５年間の
事業を成功裡に終えることができま
した。震災の影響を受けた受入事業の
激減等の理由により、財務的には当
期正味財産増減ベースでマイナス
59,445千円と非常に厳しい結果になり
ました。色々な意味で、震災の影響を
大きく受けた１年間でした。
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「ラクダの背中から見る世界はとっても広く美しくみえます」。フタコブラクダを
乗りこなせるようになったのはつい2年前のことだそう

モンゴル国立大学でエコツー
リズムを教えている山本さん。
教え子のモンゴル人女子大生
と、世界一周中の日本人青年
と乗馬トレッキング

オーディションに合格して勝ち取ったのは「屋根
の上のバイオリン弾き」テヴィエの末娘役

山本 千夏さん >>  YP34期 '87-'88

や　　ま も　　と ち か

モンゴルホライズン代表

活躍する
リ
タ
ー
ニ
ー

1987年にAFS34期生としてアメリカに留学。東京外国語大学モンゴル語学科卒。同大
学院で学術修士号取得。ドキュメンタリー番組制作会社での修行を経て2002年にモン
ゴル国で「モンゴルホライズン有限会社」を起業。自然と文化の共存共栄を目指し、「本
物のノマドワークス」満喫中。

やまもと ちか

日
本
と
モ
ン
ゴ
ル
の
懸
け
橋
と
し
て

　「モンゴルだるま」＠モンゴルよ
ろずコーディネーター兼業遊牧民
です。伝統的な生活文化や自
然環境を保全し、地域の経済
発展に貢献する観光形態＝エコ
ツーリズムの普及を目指してモン
ゴル国で起業・移住してから今
年で10周年となりました。
　都会での主な仕事は国際協
力事業や映画・テレビ番組の撮
影、学術調査や文化交流など
の通訳コーディネート、遊牧体
験ができるホームステイや乗馬ト
レッキングを主としたエコツアーの
手配など。３年前から遊牧民と
同じ移動式住居・ゲルと家畜を
購入し、都会と草原の二重生
活を楽しむ兼業遊牧民生活に
チャレンジ中です。年間90日くら
いは馬の背に揺られています。

　私はYP34期生としてアメリカ
合衆国カンザス州のオベリンに派
遣されました。人口1,200人の小
さな街は、私をまるごと受け入れ
てくれました。バレーボール部で
は、身長152cmの私もブロック練
習をする羽目に。２ヵ月間、練習
を続けたらシーズンの終わりには
ネットの上まで肘が出る位高くジャ
ンプできるようになり、「努力は報
われる」と感激しました。「カン
ザス州一、小さな選手がゴール
決める」と地元新聞でバスケット
ボールの試合を記事にしてもらっ
たり、全くの初心者なのにブラス
バンドやペップバンドの一員として
友達とコンクールに出場したり、
オーディションに合格してミュージ

カルに出演したり。「やりたい」
事に一生懸命であれば、仲間
ができる、実力を認めてもらえる
という達成感は格別で、自分の
可能性が無限であると信じられ
るようになりました。

　受験勉強どころか日本語すら
忘れたほど、どっぷりはまった
AFSのホームステイ体験。大学
は「英語で勝負」できるところ、
と東京外国語大学のモンゴル語
学科を選びました。モンゴルの
短期留学生来日がきっかけで
AFS学生部の受入部ボランティ
アになり、組織的な企画運営を
皆で協力しながら進めたオリエン
テーションの経験が、今のコー
ディネート精神にも繋がっていま
す。
　アメリカで育まれたチャレンジ
精神のおかげで大学２年生の時

にモンゴル語通訳としてデビュー
し、モンゴル国の民主化以降の
日モ合同学術調査、ODA、テ
レビ取材や映画撮影など様々な
舞台で通訳・コーディネーターと
しての経験を積むことができまし
た。

　異国での生活では、意見が
食い違う相手をまず受け止めて
から、一緒にゴールを目指す道
を考えることで、大抵のストレス
は乗り切れます。異文化交流で
培った「やればできる」精神で、
「モンゴルで何かをやりたい」と
いう方を応援したいですし、
AFS体験をビジネスに活かすこと
が私なりのご恩返しだと思ってい
ます。経済成長著しいこの国で
豊かな自然や伝統文化を大切
に、日本とモンゴルの懸け橋とし
て活躍したいです

ホストスクール
　　現場の声

習字体験

長期留学生と短期（JENESYS）生

小山修治先生／開星中学・高等学校（島根県）

様 な々国の生徒を受け入れ

26年の歴史を持つ国際教育
　本校では26年前から国際教育の一環
としてAFS留学生の受け入れを開始し、
長期・短期合せて60名近い生徒を受け
入れてきました。留学生の出身国もアメリ
カ、ドイツ、オーストリア、スペイン、スイ
ス、スロバキア、ボリビア、ブラジル、チ
リ、中国、韓国、タイ、ブルネイ…と多
岐に渡り、様々な文化について学ぶこと
ができる良い機会となっています。

校内で進む異文化理解
　留学生には必要に応じて日本語指導
を行っていますが、英語圏の生徒には英
語の授業の中で発音指導に加
わってもらうなど、役割を与えて
積極的に関わってもらうようにし
ています。また、留学生担当
以外の多くの先生方にも、授
業や部活などで留学生に関
わってもらっています。日々 の交
流を通じて生徒たちの異文化
理解も進んでいるようで、今年
は本校から５名の生徒がそれ

ぞれアメリカ、フィンランド、ドイツ、ブラ
ジルに留学しています。

我が家も
ホストファミリー
です 11

イスラム教の生活を
身近に感じて

猪股さんファミリー／
神奈川県横浜市

アルディ君の送別会。家族みんなで日光旅行で訪れた華厳の滝

　これまでに様々な留学生を受け入れ、昨年はイス
ラム教徒のインドネシア留学生アルディ君を長期で
受け入れた猪股さんファミリーにお話を伺いました。

ー来日したのは断食月（ラマダン）でしたね。
　はい。来日前からメールでわからないことを確認しあ
い、本人の希望を聞いてできることだけしました。日帰り
の旅行では皆が昼食をとっているそばで普通に待ってい
ましたし、モスクには最初の一回だけ同行しましたが、あ
とは一人で通っていました。日の出前の食事も、前の
晩に彼の希望したシリアルを用意して、自分で食べられ
るようにしました。

ーご家庭内にはどんな変化がありましたか。
　イスラム教に対する知識が増えましたし、ゆるやか

で穏やかな宗教であるということが、体験を通してわか
りました。また、時々来る孫たちも彼がお祈りしている
間は部屋に入らないようにするなど、宗教が身近なも
のになったようです。食事は魚と野菜中心でしたが、
余分な添加物を使っていないかどうか目を向ける機会
になり、私自身の勉強にもなりました。

ー受け入れを考えている方に一言。
　イスラム教徒という理由で敬遠されることはないと思
います。最終的には普通の高校生です。ぶつかり合
うこともありましたが、それはイスラム教徒という理由で
はないと思いますし、宗教を日常の生活にうまく取り込
んでいる姿を身近に感じて、むしろ学ぶものが多いくら
いでした。“I am sure, God has planned this for 
me and this is my destiny.” 彼から帰国後に来た
メールの一文。全力で努力しても報いられない時、こ
の言葉を思い出します。
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派遣・受入



「ラクダの背中から見る世界はとっても広く美しくみえます」。フタコブラクダを
乗りこなせるようになったのはつい2年前のことだそう

モンゴル国立大学でエコツー
リズムを教えている山本さん。
教え子のモンゴル人女子大生
と、世界一周中の日本人青年
と乗馬トレッキング

オーディションに合格して勝ち取ったのは「屋根
の上のバイオリン弾き」テヴィエの末娘役

山本 千夏さん >>  YP34期 '87-'88

や　　ま も　　と ち か

モンゴルホライズン代表
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1987年にAFS34期生としてアメリカに留学。東京外国語大学モンゴル語学科卒。同大
学院で学術修士号取得。ドキュメンタリー番組制作会社での修行を経て2002年にモン
ゴル国で「モンゴルホライズン有限会社」を起業。自然と文化の共存共栄を目指し、「本
物のノマドワークス」満喫中。
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　「モンゴルだるま」＠モンゴルよ
ろずコーディネーター兼業遊牧民
です。伝統的な生活文化や自
然環境を保全し、地域の経済
発展に貢献する観光形態＝エコ
ツーリズムの普及を目指してモン
ゴル国で起業・移住してから今
年で10周年となりました。
　都会での主な仕事は国際協
力事業や映画・テレビ番組の撮
影、学術調査や文化交流など
の通訳コーディネート、遊牧体
験ができるホームステイや乗馬ト
レッキングを主としたエコツアーの
手配など。３年前から遊牧民と
同じ移動式住居・ゲルと家畜を
購入し、都会と草原の二重生
活を楽しむ兼業遊牧民生活に
チャレンジ中です。年間90日くら
いは馬の背に揺られています。

　私はYP34期生としてアメリカ
合衆国カンザス州のオベリンに派
遣されました。人口1,200人の小
さな街は、私をまるごと受け入れ
てくれました。バレーボール部で
は、身長152cmの私もブロック練
習をする羽目に。２ヵ月間、練習
を続けたらシーズンの終わりには
ネットの上まで肘が出る位高くジャ
ンプできるようになり、「努力は報
われる」と感激しました。「カン
ザス州一、小さな選手がゴール
決める」と地元新聞でバスケット
ボールの試合を記事にしてもらっ
たり、全くの初心者なのにブラス
バンドやペップバンドの一員として
友達とコンクールに出場したり、
オーディションに合格してミュージ

カルに出演したり。「やりたい」
事に一生懸命であれば、仲間
ができる、実力を認めてもらえる
という達成感は格別で、自分の
可能性が無限であると信じられ
るようになりました。

　受験勉強どころか日本語すら
忘れたほど、どっぷりはまった
AFSのホームステイ体験。大学
は「英語で勝負」できるところ、
と東京外国語大学のモンゴル語
学科を選びました。モンゴルの
短期留学生来日がきっかけで
AFS学生部の受入部ボランティ
アになり、組織的な企画運営を
皆で協力しながら進めたオリエン
テーションの経験が、今のコー
ディネート精神にも繋がっていま
す。
　アメリカで育まれたチャレンジ
精神のおかげで大学２年生の時

にモンゴル語通訳としてデビュー
し、モンゴル国の民主化以降の
日モ合同学術調査、ODA、テ
レビ取材や映画撮影など様々な
舞台で通訳・コーディネーターと
しての経験を積むことができまし
た。

　異国での生活では、意見が
食い違う相手をまず受け止めて
から、一緒にゴールを目指す道
を考えることで、大抵のストレス
は乗り切れます。異文化交流で
培った「やればできる」精神で、
「モンゴルで何かをやりたい」と
いう方を応援したいですし、
AFS体験をビジネスに活かすこと
が私なりのご恩返しだと思ってい
ます。経済成長著しいこの国で
豊かな自然や伝統文化を大切
に、日本とモンゴルの懸け橋とし
て活躍したいです

ホストスクール
　　現場の声

習字体験

長期留学生と短期（JENESYS）生

小山修治先生／開星中学・高等学校（島根県）

様 な々国の生徒を受け入れ

26年の歴史を持つ国際教育
　本校では26年前から国際教育の一環
としてAFS留学生の受け入れを開始し、
長期・短期合せて60名近い生徒を受け
入れてきました。留学生の出身国もアメリ
カ、ドイツ、オーストリア、スペイン、スイ
ス、スロバキア、ボリビア、ブラジル、チ
リ、中国、韓国、タイ、ブルネイ…と多
岐に渡り、様々な文化について学ぶこと
ができる良い機会となっています。

校内で進む異文化理解
　留学生には必要に応じて日本語指導
を行っていますが、英語圏の生徒には英
語の授業の中で発音指導に加
わってもらうなど、役割を与えて
積極的に関わってもらうようにし
ています。また、留学生担当
以外の多くの先生方にも、授
業や部活などで留学生に関
わってもらっています。日々 の交
流を通じて生徒たちの異文化
理解も進んでいるようで、今年
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ジルに留学しています。
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《広報・募金・奨学金のお問合せ先》
TEL：03-6206-1919（募金直通）　FAX：03-3507-4300　Email：fundraising@afs.or.jp

　年間留学を希望する派遣生の募集やホストファミリーの募集
に、ポスターは欠かせないツールですが、特にその掲示の場所
によっては、その効果は格段に違います。多くの人々が行き来
し、目に留まるような場所ほど大きな効果が期待されます。
　AFS では、その観点から、2008 年より首都圏を中心に、
鉄道駅等でのAFS ポスターの無償掲示をお願いしてきました。
その結果、当初3 社のご協力から始まった無償掲示によるご支
援が、今年は首都圏以外の会社も合わせて鉄道会社14社の
ご協力を頂くまでになりました。それに加えて、AFS の理念、
活動にご賛同頂いているスーパーマーケット、店舗、団体等で
の無償掲示のご協力も含め全国各支部のご尽力も支えとなっ
て、今年は総数700 枚を超えるご支援を頂くことが出来ました。
今年の年間留学を希望する派遣生の応募者数増の背景に
は、このポスター無償掲示の効果も寄与しているのではないか
と思われます。

　本来、多くの人々の目に留まる鉄道駅でのポスター掲示は、
高額の有償で提供されているものが殆どです。
　その意味では、AFS のポスター掲示は、各社によって、掲

示期間、場所（駅構内・外、プラットホーム等）に違いはあり
ますが、いずれも多額のご支援を頂いている、と言っても過言
ではありません。
　AFS ではこれからもこのご支援を頂けるよう、努力して参りま
すが、皆様も駅等でAFS のポスターをご覧になりましたら、その
会社から温かいご支援を頂いている、とご理解くださり、後日の
お礼の際に有効ですから、掲示の様子を写メールで本ページ下
のアドレスまでお送り頂ければ幸いです。

ご協力頂いた会社：
小田急電鉄株式会社、九州観光推進機構、九州旅客鉄道
株式会社（JR九州）、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会
社、相模鉄道株式会社、札幌ヤクルト販売、JA前橋、上毛
電気鉄道株式会社、シャポー、玉村町国際交流協会、東海
旅客鉄道株式会社（JR東海）、東京地下鉄株式会社（東京
メトロ）、東京モノレール株式会社、東武鉄道株式会社、南都
銀行、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）、広島電鉄株
式会社、株式会社広電ストア、福岡市交通局（福岡市地下
鉄）、株式会社ベイシア、前橋国際交流協会、前橋商工会
議所、匿名法人（１）

鉄道駅等でのポスター無償掲示のご支援

金山駅（JR東海）

吉祥寺駅（京王電鉄）

中央前橋駅（上毛電鉄）

筑前前原駅（JR九州）

東武練馬駅（東武鉄道）

東京駅（JR東日本）

福岡空港駅（福岡市地下鉄）読売ランド前駅（小田急電鉄）

羽田空港第1ビル駅（東京モノレール）

横浜駅（相模鉄道） 銀座駅（東京メトロ）

募金活動・奨学金
～ AFS支援の動き～

新年会のお知らせ

西崎文子さん 矢野創さん

　「小惑星のかけらを採りに
いく～ＡＦＳ生、『はやぶさ』
を地球に帰す～」と題し、
宇宙科学者・矢野創さん
（YP31 ‘84- ‘85 米国）
にお話していただきます。矢
野さんはNASAジョンソン宇 
宙センターを経て、JAXA宇
宙科学研究所助教。小惑
星探査機「はやぶさ」に15
年以上携わり、試験採取や
カプセル回収も担当されまし
た。

日　　時：2013年1月27日（日）　18：00～20：30
会　　場：東京オペラシティタワー54階
　　　　　「オペラシティ東天紅」
　　　　　（電話03-5388-1015　京王新線「初台」直結）
会　　費：社会人　6,000円　　学生　3,000円
　　　　　（ブッフェパーティ形式）
お申し込み：AFS友の会事務局（上記）までＥメールま

たはファックスで
締め切り：2013年１月19日（土）

AFS友の会活動報告
■ ８月６日－９日「インターナショナルキャンプ大島」：AFS
友の会の大震災復興支援活動の一環として、招待参加
の被災地高校生６名の参加費・交通費を支援いたしまし
た。

■ ９月６日「ネットワーキングの集
い」：「私のアメリカ－留学生とし
て、研究者として」と題し、東京
大学大学院教授・アメリカ政治
外交史ご専門の西崎文子さん
（YP22 ‘75- ‘76 米国）にお
話しいただきました。

■ 10月20日「チャリティーコンサート」：雙葉学園同窓会
ホールでのヴィオラ（安藤裕子さん）、ピアノ（金井玲子
さん）、ホルン（阿部麿さん）の素晴らしい演奏会でした。
収益金はAFSの大震災復興支援活動に寄付されました。

■ 11月10日「ネットワーキングの集い」：講師は宮城県七ヶ
浜町で復興支援活動を続ける元米国AFS留学生（‘05-
‘06）のMarti McElreathさん。震災後、多くの外国人
が帰国する中、被災地に残って救済・支援を決意した感
動的なお話でした。　

現在FacebookにはいくつかAFS関連のグループページができており、国内外で派遣生、帰国生、ホストファミ
リー、ボランティアなどの間で自由な交流が行われています。下記 のページは、ともに登録メンバーのみが閲覧
可能な非公開のグループページですので、ご希望の方は同ページの管理人まで参加リクエストをお送りください
（Facebookのユーザー登録が必要です）。

　　「AFSの仲間たち」（メンバー1,161人）　　「AFS友の会」（メンバー303人）
　　※2012年９月28日現在

ネットワーキングの集い、新年会のレポートは
AFSホームページ

でご覧いただけます。

友の会情報をメール配信いたします！
　tomo@afs.or.jp　までご氏名、AFSとの
関係をご連絡ください。毎回友の会イベント
のお知らせをメール配信いたします。

Home→イベント＆ニュース→ＡＦＳ友の会レポート

AFS友の会  かわら版
「AFS友の会」事務局

●AFS友の会では、皆さまからの投稿ならびに、友の会を一緒に運営していただける有志を求めています。
　ご興味のある方は、上記事務局までご連絡ください。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-22-14 7F　公益財団法人AFS日本協会内
FAX：03-3507-4300　E-mail：tomo@afs.or.jp

ＳＳＳＦＦＦＡＡＡ コココミミミュュュニニニ テテティィィ

Facebookで交流しよう！駅等でAFS のポスターをご覧
になりましたら、掲示の様子を
写メールで本ページ下のアドレ
スまでお送りください。

AFS NEWS 2012 Winter10 AFS NEWS 2012 Winter 11

募金活動



《広報・募金・奨学金のお問合せ先》
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お電話で

　 0120-51-0173
WEBサイトから
www.afs.or.jp

（応募資料のダウンロードもできます）

携帯サイトから

資料請求

AFSの奨学金
～平和のためにできること～

＞住所等の変更について
お住まいやご連絡先に変更のあった方は、同封の「会員連絡用シート」を事務
所宛てファックスしてください。協会WEBサイト（http://www.afs.or.jp/）、
Eメールでもお手続きいただけます。

広報・IT担当　  　03-6206-1920

＞維持会費・ご寄付について

○自動引き落とし日（予定）をお知らせします。

事 務 局 よ り ■郵便振込の場合
郵便振込先：口座番号 ００１７０－５－６１０７７９
 加入者名 AFS寄付金口座
○ご寄付の使いみちを指定される場合（一般寄付・ボランティア奨学金・YOSHI
基金・NEXT50奨学金・ふるさと奨学金・みちのく応援奨学金など）は、「通信欄」
にご記入ください。

■銀行振込の場合
銀行振込先：みずほ銀行新橋支店
 普通預金口座　No.８８０２８７
口座名 公益財団法人AFS日本協会　A口座
 フリガナ：　ザイ）ＡＦＳニホンキョウカイ　Ａコウザ
○銀行振込の場合は、お手数ですがお振込み後にお名前、ご連絡先、使いみちを
FAX（03-3507-4300）またはEメール（fundraising@afs.or.jp）でお知ら
せください。寄付に関する詳細はAFS日本協会WEBサイトをご覧ください。

募金担当       03-6206-1919

編 集
後 記

自動引き落としの方へ

AFS活動へのご支援をお願いいたします！

○会費未納の方には郵便振替用紙を同封させていただいておりますので、お支
払いをお願いします。

○自動引き落としをご希望の方は、経理宛にご連絡ください。
経理担当　  　03-6206-1912

維持会費納入のお願い

ホストファミリー
募集中!

ホストファミリー募集のポスター掲示に
ご協力ください

AFS年間留学
応募受付中! 　

お問合せ先
105-0001
港区虎ノ門1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル7F

03-6206-1915
03-3507-4300
info-east@afs.or.jp

468-0051
名古屋市天白区植田1-2116

052-807-7338
052-807-7349
info-nagoya@afs.or.jp

564-0027
吹田市朝日町3-405

06-6317-3955
06-6317-3977
info-osaka@afs.or.jp

海外から日本に来る留学生の受け入れに興味のあるご家庭は、最
寄りのAFS事務所までお問合せください。

AFSホストファミリーの条件
○AFSの趣旨を理解し、留学生を家族の一員として温かく迎え
　入れてくださるご家庭
○単身でないご家庭
○ボランティアで留学生を受
け入れ、食費を含む生活費を
負担い　ただけるご家庭
（通学費・医療費などはAFSが
負担、小遣いは留学生本人が負
担します）

【留学期間】 2013年～2014年
【対 象 国】 アジア・ヨーロッパ・北米・中南米・オセアニア約40ヵ国
　　　　　※募集継続国はAFS日本協会のWEBサイトでご確認ください。
【参 加 費】 125万円
【選考試験】 
 日程：随時　内容：英語試験、日本語面接

希望国や保有資格によって受験条
件・内容が異なります。詳細は資料を
ご請求ください。

第60期

維持会費 【年会費】　2013年４月26日（金）

ご寄付
【一般寄付金】　2013年２月26日（火）
【ボランティア奨学金】　2013年１月７日（月）
【NEXT50奨学金】　2013年12月26日（木）

　「募金活動・奨学金～ AFS支援の動き～」（P10）では、鉄道駅等でのポスター掲示のご支援について
ご報告しましたが、協会では個人でポスター掲示にご協力くださる方も募集しています。
　AFSではホストファミリーを見つけるのが年々難しくなっています。ホストファミリーが見つからないと、日
本への留学を希望する各国の高校生の来日が叶いませんので、お子様が通われている幼稚園や小学校、地
域の活動施設、お知り合いのお店などに掲示いただけますよう、ぜひ皆さまのご協力をお願いいたします。
▶ご協力いただける方は、ポスター送付先住所・氏名と希望枚数を下記までお知らせください。

　　事務局　広報・IT本部　03-6206-1920　koho@afs.or.jp

　湘南支部で広報紙を作り始めたのは息子が留学から帰った６年前の
こと。日本協会の広報を担う広報委員を経て今年、広報委員長に就任
しました。ミクロとマクロの視点を持ち、支部から求められる実用性と
日本協会の信頼性が高められるような広報を目指したいと思っていま
す。（九鬼とも子）

基本サイズはA2（594 mm × 420 mm）ですが、A4（297 mm × 210 mm）、
B1（1,030 mm × 728 mm）もあります。 特集

日本全国から海外に派遣さ
れる経済的必要度の高い

留学生のための
奨学金です。

途上国から来日する
留学生を支援する
奨学金です。

AFS
ボランティア
奨学金

東日本大震災および福島
原発事故発生当時の被災
地域から海外に派遣され
る留学生のための
奨学金です。

みちのく
応援奨学金

広島県から海外に派遣さ
れる留学生、または広島
県に滞在する海外留学生
のための奨学金です。

AFS
ひろしま奨学金
（ふるさと奨学金）

北海道から海外に派遣され
る留学生、または北海道に
滞在する海外留学生の
ための奨学金です。

AFS
どさんこ奨学金
（ふるさと奨学金）

NEXT50
奨学金

アメリカから来日する留学生を
支援する奨学金。1992年のアメリ
カ留学中に射殺された服部剛丈君の
ご両親が1993年に発足させました。
事件から20年となる今年、20人目の
YOSHI基金奨学生として来日した
Yvonneさんは、9月22日（土）

に服部さん宅を訪問
しました。

YOSHI基金

より多くの若者に異なる文化と接する機会を

提供できますよう、皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。

　秋葉忠利理事長が、これまでの一連の平和活動が評価され２つの賞を受賞されました。
　「国際平和賞（International Peace Award）」（コミュニティ・オブ・クライスト）
　「オットー・ハーン平和メダル（Award of the Otto Hahn Peace Medal in Gold）」（ドイツ国連協会）


