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AFS100 周年・AFS 日本 60 周年記念レセプション（2014 年 11 月 22 日）
。今年度受入生たち

100DAYS100STORIES
〜One AFS story everyday
パリでの100周年記念式典に向けてWEBで
展開されたカウントダウンキャンペーン。
様々な時代、様々な国の人々のストーリーか
ら、AFSの歴史を振り返りました。

AFSの理念
AFSの目的

AFS Statement of Purpose
AFS is an international,voluntary,nongovemmental,non-proﬁt organization that provides intercultural learning opportunities to
help people develop the knowledge, skills and
understanding needed to create a more just
and peaceful world.

AFSは国際的なボランティア団体であり、営利を目的とし
ない民間の組織である。
より公正で平和な世界の実現に必要な知識、能力、理解力
を多くの人びとが身につけるため、さまざまな異文化と接す
る機会を提供することを目的とする。

AFSの基本的価値観と立場

The Core Values and
Attributes of AFS

多様性に満ちた世界において、平和と相互理解の推進のた
AFS enables people to act as responsible
global citizens working for peace and understanding in a diverse world. It acknowledges
that peace is a dynamic concept threatened by
injustice, inequity and intolerance.
AFS seeks to aﬃrm faith in the dignity and
worth of every human being and of all nations
and cultures. It encourages respect for human
rights and fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language, religion or
social status.
AFS activities are based on our core values of
dignity, respect for diﬀerences, harmony, sensitivity and tolerance.

め行動する、責任ある地球市民を育てようとAFSは考える。
平和は常に、不正、不公正、偏狭な心によって脅かされる危
ういものだと認めるからである。
AFSはすべての個人すべての国と文化に、それぞれの尊厳
と価値があると確信し、その考えが広く確立されるよう努力
する。そして、人種、性、言語、宗教、社会的地位の違いと
は無関係に、人権と基本的自由が尊重されるよう、その実践
を推進する。
AFS活動は人間の尊厳、違いの尊重、調和、感受性、寛容
の精神という基本的価値観に基づいて行われる。
-1993年開催

-Adopted at the 1993 World Congress

AFS世界会議で採択

AFS日本協会の事業
AFS日本協会の事業は、日本の高校生を海外に派遣する「派
遣事業」と、海外の高校生を日本に受け入れる「受入事業」の2

研修を軸とした1ヵ月程度の短期プログラムも企画・運営してい
ます。

本柱で成り立っています。ともにメインプログラムは1学年間の

派遣事業は、1954年に8名の高校生を米国に派遣して以来、

交換留学プログラムで、参加生はホームステイをしながら地域

2013年までに18,889名を47か国に派遣し、受入事業は、

社会の一員として生活することで、ホストファミリーや地域ボ

1957年に9名の高校生を短期で受け入れて以来、2013年まで

ランティアは彼らをサポートしながら異文化を体験すること

に16,154名を64か国から受け入れてきました。2004年には多

で、文化・社会・人間への理解を深めます。また、異文化体験

年にわたる国際交流への貢献が認められ、文部科学省大臣より

や国際交流のより広いニーズに応えるために、語学研修や文化

「国際交流功労者文部科学省大臣表彰」を受けました。
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2014 年７月 22 日の理事会にて、熊平美香が新理事長として就任いたしました。

ご挨拶
公益財団法人AFS日本協会 理事長

くま

ひら

み

か

熊

平

美

香

今年は、American Field Service（米国野戦奉仕団）が創立

ドルで生活をしており、経済格差が社会問題として認識されてい

100周年を迎え、公益財団法人AFS日本協会も活動開始から60

ます。新興国が20世紀モデルを踏襲し、そのまま経済成長を遂

周年となる記念すべき年です。これまでに、海外から来日した交

げれば、自然資本は枯渇し、地球が３つ必要になると言われてい

換留学生は16,154人、日本からの交換留学生は18,889人にの

ます。インターネットの普及により、私たちはリアルタイムに世

ぼり、この活動を支えるボランティアの数は約2,500人です。

界と情報を共有し、「世界が繋がる」時代が到来したにもかかわ

AFS日本協会は、交換留学生の派遣および受け入れを通して、

らず、AFS創立者が願った平和な社会は実現しておらず、世界

多くの人々に貴重な学びの機会を提供してきました。ますます加

の30％の人々が今も紛争地域に暮らしています。

速するグローバル社会において、一人ひとりの異文化体験が、多

我々が派遣と受け入れを行っている高校生交換留学生たちに

様性の尊重、寛容の心、エンパシーの広がりに繋がると確信して

は、こうした前例のない課題を世界の人々と共に解決することが

います。

期待されています。誰もが地球市民としての貢献を求められる時
代が到来していることを実感します。

終戦から９年後の1954年、日本人高校生８名が日本初の高校

交換留学生も、交換留学生を支援するボランティアの皆様も、

生交換留学生としてアメリカに派遣され、帰国した１期生により

全員が異文化交流の難しさと共に、人として真摯に向き合うこと

AFS日本支部が設立されました。AFS日本協会の始まりは、戦

の大切さ、そして、コミュニケーションを尽くすことにより文化

後の復興とともにありました。１期生をはじめとする黎明期の皆

を乗り越えてわかり合えるという自信と確信を持っています。こ

様のAFS魂とボランティア精神は今に引き継がれています。今

の経験を持つAFSファミリーにも、地球市民として活躍するこ

年７月、理事長に就任して以来、皆様の情熱とボランティア精神

とが期待されています。

に触れ、改めてその歴史の重みを実感しています。私もAFS
ファミリーの一員として、日本協会の発展に寄与して参りたいと
存じます。

地球市民のあるべき姿を考える上で、私はアショカ財団から多
くのことを学んでいます。アショカ財団の創立者ビル・ドレイト
ン氏は、「Everyone A Changemaker」（誰もがチェンジメー

60周年を迎える今、皆様と一緒に、この60年間の活動の成果

カー）を掲げ、誰もが自分の気づいた社会の綻びを変革する自信

を振り返るとともに、AFS日本協会の未来を描くプロジェクト

と勇気を持つことができ、誰もがその取り組みを支援する社会を

を始めたいと考えています。東京オリンピックのある2020年に

実現するために、社会起業家の育成に取り組んでいます。

向けて、日本協会はどのような役割を果たすのか。グローバル化

アメリカでは、AFSとアショカ財団のコラボレーションも実

の進む中、我々に何が期待されているのか。我々は、どのような

現していると伺っています。AFS創業者の願った平和な社会が

未来を実現したいのか。多様な視点で未来を描き、我々の進むべ

地球上に広がるために、一人でも多くの若者が、世界の人々とと

き方向を、皆様と一緒に見定めたいと思います。ボランティアの

もにチェンジメーカーとして活躍してくれることを願っていま

皆様には、アンケートのご協力をお願いする予定です。ぜひ、

す。

AFS日本協会の未来を描くプロジェクトに御参加ください。
皆様とともに、AFS日本協会の2020年ビジョンを構築してい
この60年間、日本、そして世界は大きく様変わりしました。
技術革新により世界の経済は発展し、日本は世界有数の経済大国

くプロセスで、たくさんの議論ができることを楽しみに致してお
ります。

になりました。一方で、今日でも12億人を超える人々が一日一

お 知 ら せ
事務局の組織改正
公益財団法人 AFS 日本協会は、2014 年 10 月 1 日（水）に事

及び受入プログラムともプログラム期間中は地域本部（東京およ
び大阪オフィス）に窓口を移管いたしました。

務局組織の改正を行い、ボランティア本部及び留学生支援室を統

今回の組織改正を機にさらなる異文化交流を推進すべく努力を重

合して「地域本部」を設けました。これに伴い、派遣プログラム

ねてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

2

AFS100周年 in フランス・パリ 113
100 年前に傷病兵の救護活動を
始 め た American Field Service

11
12

AFS Returnee Day
リターニーデー

のボランティアたち。それは、あ

次の100年に向けたAFS活動とネットワーク再構築を柱とした

えて人と違う行動を起こそうとい

1日イベント。リターニー（帰国生）だけでなく、全てのAFSファ

う、勇気とボランティア精神に支

ミリーを対象として企画・開催されました。

えられた行動でした。変化を生み
出すこと（Creating Change）は、
AFS がその活動起源から持ち続けている精神であるとともに、
AFS ファミリー一人ひとりが体験から実感していることではない
でしょうか。AFS ではその力を「AFS Eﬀect」と名付け、今回の
100 周年イベントでもキーワードとしてハイライトされました。

⬇

Welcome
AFSers!

AFS Global Intercultural Education Symposium
異文化理解教育シンポジウム

主会場となったホテル ハイアット
ト
リージェンシー エトワール パリ

異文化理解・多文化共生のために、どのように考え、アクショ
ンを起こすべきかをテーマとした異文化理解教育シンポジウム。

AFS Youth Workshop & Symposium

ユネスコ本部で開催され、各国から約 800 名が参加しました。

ユース・シンポジウム

基調講演 ロベルト・ルフィーノ氏（イタリア AFS 財団事務局長）

Global Citizen（地球市民）としてどのように連携して生きて

特別講演

いくべきか、各国の 30 才以下の有志の若者が集い、政治、経済、

オスカル・アリアス氏（元コスタリカ大統領／ノー

ベル賞受賞者）

教育、地域活動のテーマごとに意見発表を

ファシリテーター ヴィシャカ・デサイ氏（国際本部理事）

行いました。

パネリスト
異文化理解教育シンポジウム

ジャック・ドロール氏（元欧州委員会委員長）
ヴィグディス・フィンボガドゥティル氏（元アイスランド大統
領／世界初の女性国家元首）
エリック・ファルト氏（ユネスコ事務局長補 対外関係・広報担当）
アンドレア・シュライヒャー氏（OECD 教育局長／ PISA 立ち
上げ）
ブライアン・アトウッド氏（国際本部前理事長／現理事）
チャーナー・バー氏（世界教育推進イニシアティブ ‑ ユース・

教師を無視した
地球市民育成の
ための教育改革
は失敗に終わる
だろう

違いを見つけ
られなかった
ら、良 い 教 師
にはなれない

平和を手にするた
めには、人を介し
て、文化や習慣を
学ぶ必要がある

共通の価値を見
出し、そこに至
るまでの 方法
を考えなければ
いけない

アドボカシー・グループ議長）

2day Trip To Verdun／4day Trip WWI To Battle Fields
フランス北部・ベルギーフランダース地方ツアー

AFS救急ドライバーが活動したフランス北部を１泊２日で訪れ

AFS Centennial Reception& Gala Dinner

るツアーと、ベルギーまで足を伸ばす３泊４日のツアーが企画さ

祝賀ディナー

れました。写真はフランス北部の墓地とモニュメント。

各国から約1200

写真提供：坂本泰樹さん（AFS博多支
部長・「空飛ぶドクター」）

名が参加。夜12時
すぎに８段の

バー

スデーケーキ

が登

場！

記念行事には各国からかつて日本に留学した元受入生が何人も参
加していました。現在ヨーロッパに留学中の若い帰国生の姿も。

3
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AFS100周年・AFS60周年 in 東京
■ 第一部

記念式典

14:30 〜 16:00

■ 第二部

記念レセプション

17:00 〜 19:00

11
22

東京での記念祝典はハイアット・リージェンシー東京を会場に、ボ
ランティア、ホストファミリー、帰国生、派遣内定生、省庁・大使館
関係者、スポンサーなど約700名が集まりました。式典には高円宮妃
殿下がお成りになり、「異文化交流を通して多様性を知り、それを尊
重し、異文化理解を実践していくことは、今日の世界に必要不可欠な
こと。AFSの活動は世界への大いなる貢献である」というおことばを
いただきました。
後半は立教大学大学院の鳥飼玖美子特任教授（YP10期 63− 64）による記念講演で、グローバル人材ではなく「Global Citizen（地球市
民）」として生きるにあたって必要となる力や、AFSは単なる留学団体ではなく異文化理解教育（Intercultural learning/ICL）を推進する
教育機関に生まれ変わっていくべきであるという内容をお話しいただきました。

鳥飼玖美子氏による講演

竹内まりやさん（YP19 期 72− 73）に自身の代表曲『元気を出して』
を提供していただきつながりや絆をテーマにオリジナルの英語詞をつけ
エル・システマジャパンによる弦楽
て誕生した AFS ソング『Closer to you』を大合唱
四重奏。ホテルスタッフに扮した演
奏者が会場各地から現れる「フラッ
シュモブ」で登場

国際本部のウルス副会長と熊平理
事長

来年出発する 62 期派遣内定生の一部は、オ
リエンテーション会場から参加

各国・地域紹介部屋のブースで受入生と交流される高円宮妃殿下
第一部は NHK 鹿児島の廣田直敬
さん（YP30 期 83− 84）
、第
二 部 は TBS の 秋 沢 淳 子 さ ん
（YP32 期 85− 86）が司会を
務めました

受入生による
パフォーマンス

チャリティーラッフル
チャリティーラッフルとは慈善福引とも訳される寄附活動のこと。一枚
1000円のラッフル券を購入して希望の景品に投票する仕組みで、様々な
企業・団体・個人から提供いただいた45の景品への投票・ご寄附は総額で
チャリティーラッフル投票中

チャリティーラッフルの目玉景品のひ
とつ、王貞治さん直筆サイン入りユニ
フォームと AFS60 周年奉祝直筆サイン
入り色紙は、野球好きの少年に当選

101万4000円にのぼりました。ご寄附は全額、AFSの奨学金（P14参
照）に充てられることとなります。

当 日 の 様 子 や AFS パ ー ト ナ ー か ら の お 祝 い コ メ ン ト 動 画 は、後 日 ホ ー ム ペ ー ジ（www.afs.or.jp）や Youtube 公 式 チ ャ ン ネ ル
（www.youtube.com/user/AFSJPN）でもご紹介します。

4

2013 年度の
6月28日（金）-7月22日（月）

活動

2013 年度の取り組みをピックアップしてご紹介します。

AFS こらんしょ！福島奨学金

AFSDAY 長野

12月８日（日）

東日本大震災と原発事故の影響で受け入れが途絶えていた福島

立教大学大学院教授の鳥飼玖美子さん（AFS10 期生 63- 64）

県。地域で育まれてきた交流の根が絶えないよう、AFS 日本協

をゲストに迎え、グローバル化の時代にあって 10 代で留学する

会では「AFS こらんしょ！福島奨学金」を設立して寄付を募り、

こと、海外留学生の受け入れの意義について講演していただく

2013 年６月、
２年半ぶりに２名の留学生（コスタリカ・セルビア）

「AFSDAY 長野〜高校生留学とホストファミリーのすすめ〜」

が短期生として福島県にやってきました。

を開催しました。当日は中高生や保護者、学校関係者など、定員

期間中はホームステイ、学校通学、いわき市訪問など様々な支
部行事に加え、 世界から見たフクシマを語る

を超える参加者が集まり大盛況。パネルディスカッションでは、

をテーマに意見

高校時代に長野県からアメリカやフランスに留学した 20 代・

を交わす「AFSDAY 福島」を開催しました。留学生は、本国で

30 代の OBOG や、ホストファミリー経験者を交えて、それぞ

も地震を経験して、家族や町と離れたくないという思いをしたの

れが留学・留学生との暮らしを通して学んだこと、その意義につ

で住み続けている人の気持ちがわかる、大切な人を亡くした知り

いて意見を交わしました。

合いもいるのでその悲しみに共感できると語り、帰国生は、留学
先で福島の現状を頑張って伝えてきた、福島出身者として福島を

支部の周年事業

支援していきたいと、それぞれが自分の言葉でしっかりと語って

12月８日（日） 新潟支部30周年記念講演（浦田秀次郎氏）、祝賀パーティー

くれました。

2014年1月12日（日） 神奈川支部20周年お祝い会

AFS こらんしょ！福島奨学金

AFSDAY 長野

参加者の声
各国に留学した派遣生、ホストファミリーの声や支部活動の様子をご紹介します。

60期（ 13- 14）アメリカ派遣生

ホストファミリー

スリランカからの受入生（ 13- 14）

AFS 留学で得た一番の宝物は間違いなく、世界中か

2013 年 9 月、2011 年に受け入れたマディとその

日本の高校には勉強ばかりではなく部活動もあるこ

ら来た AFS 生たちと友達になれたことだろう。親友な

家族に会いに行きました。マディのお母様に初めてお

とがすごい良いことと思います。私も水泳部と華部に

ら日本でも作れる。でも、彼らのように異なる文化や

会いした時「やっと、お会いできましたね」と言ってく

入りました。日本でたくさんの新しいもの経験してた

歴史、信念、宗教、価値観について語り合い理解し合

ださりました。そして「マディには 2 つの家族があり

くさん友達も作って「日本人みたい」というぐらい日

おうと熱く切磋琢磨できる仲間は、日本に留まってい

ます。イギリスの家族と日本の家族です。私たちは親

本語も話せるようになって幸せです。本当に日本に来

ては決して得ることのできない存在である。私の留学

戚ですね」とおっしゃってくださりました。我が家にとっ

てとてもよかったです。

の実現を支えてくれた全ての人に何度感謝しても足り

て本当に嬉しいことでした。このようにホストファミ

ない。

リーと留学生との繋がりは 1 年では終わらないのです。
各種ニュースや体験談はホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。
支部活動レポート、留学体験談
受入生、ホストファミリー体験談

5

Home

イベント＆ニュース

Home

ホストファミリー

様々な分野で活躍する帰国生のインタビュー記事
Home

留学プログラム

高校生の年間留学

活躍する帰国生インタビュー
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２０１３ 年 度 事 業 の ご 報 告
2013年度は、派遣で494名、受入で370名、合計864名がプログラムに参加しました。
2013年度は受託事業がなかったため受入プログラムの総数が落ちていますが、長期受入の数は前年度とほぼ同じ水準で、さらにガー
ナとスロベニアから初の長期生を受け入れるなど、AFSが持つ多様な国とのネットワークが活かされる1年となりました。
2013年度にご寄附・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。

プログラム参加人数

2013年度の交流国数
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2013年度 決算要約
公益財団法人ＡＦＳ日本協会（平成25年４月１日〜平成26年３月31日）

1. 貸借対照表（平成26年 3月31日現在）
Ⅰ．資産の部

（単位：千円）

1．流動資産
2．固定資産
⑴基本財産
⑵特定資産
⑶その他固定資産

690,595

固定資産計

632,303

459,605
120,594
52,104

1．
流動負債
2．
固定負債

負債合計
Ⅲ．
正味財産の部
1．
指定正味財産合計
（うち基本財産への充当額)
（うち特定財産への充当額）
2．
一般正味財産合計
（うち基本財産への充当額)
（うち特定財産への充当額）
正味財産合計

資産合計

1,322,898

負債及び正味財産合計

3. 財産目録（平成26年 3月31日現在）
（流動資産）
現金預金
その他の流動資産

637,728
52,868

流動資産合計

690,595

（固定資産）
基本財産
特定資産預金
その他の固定資産
固定資産合計
資産合計

422,838
43,391

466,228

97,148
30,000
67,148
759,522
429,605
10,055
856,670

（固定負債）

１．経常増減の部
1．経常収益
①基本財産運用益
②特定資産運用益
③受取入会金
④受取会費
⑤事業収益
⑥受取補助金等
⑦受取寄附金
⑧その他
計

2．経常費用
①事業費
②管理費

680,313
28,588

計
当期経常増減額

708,901
33,527

0

2．経常外費用
経常外増減の部
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

6,174
−6,174
27,354
732,168
759,522

33,720

一般財産への振替
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

40,184
−6,464
103,612
97,148

695
22
2,485
11,163
642,855
9,212
55,829
20,168
742,429

２．経常外増減の部
1．経常外収益

1,322,898

（単位：千円）
（流動負債）

2. 正味財産増減計算書（平成25年 4月 1日〜平成26年 3月31日）（単位：千円）
Ⅰ. 一般正味財産増減の部

Ⅱ．負債の部

422,838

Ⅱ．指定正味財産増減の部
受取寄付金

43,391

負債合計

466,228

正味財産

856,670

Ⅲ．正味財産期末残高

856,670

459,605
120,594
52,104
632,303
1,322,898

負債及び正味資産合計

（備考）四捨五入のため、合計に合わないことがある。

1,322,898

過去５年分の決算要約や評議員等名簿はホームページ
（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。
Home

AFSとは？

事業概要と組織

6

AFS 活動に参加する
AFS の活動は、留学という制度を通してプログラムに関わる人々が互いに学び合う異文化理解教育（Intercultural learning/ICL）を推進するものです。
様々な人々が、様々な方法で活動に参加し、お互いに学び合う機会を得ることから、「校舎のない学校」にも例えられます。

ホストファミリーになる

ボランティア活動に参加する

異なる文化や考え方の人と折り合いをつけながら仲良く暮らしていく「多文

AFS の活動を支えているのは、世界 4 万人以上のボランティアです。現在、

化共生」への注目度が高まっています。グローバル化が加速し、日本国内で

日本には全国各地に 77 の支部と 4 の学生部がありますが、メンバーは全員

も働いたり、学んだり、生活する中で様々な変化を感じ始めているのではな

が報酬を受け取らないボランティアで、それぞれの知識と経験を生かしなが

いでしょうか。自分だけが世界とつながるのではなく、同じように変化の時

ら、地域コミュニティの中で派遣内定生や留学生を支えています。留学生活

代を生きている家族みんなで異文化体験ができる、それがホストファミリー

の適応サポートやイベントの企画・運営などを通して、異文化・相互理解に

です。日本各地で常時募集していますので、まずはお気軽にご相談ください。

ついて一緒に学びませんか？

支部行事（岐阜支部／水の都おおがき たらい舟）

募集状況やホストファミリー・留学生レポートはホームページ
（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。
Home

支部のイベント情報や活動レポートはホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

ホストファミリー

Home

AFS 友の会

ボランティア活動

「AFS 友の会」とは、AFS に関わるすべての人を対象にしたネットワークです。
お互いの親睦を深めると同時に、AFS 活動の継続・発展のために協力・支援することを目的としています。
「AFS 友の会」事務局（AFS 日本協会内） E-mail：tomo@afs.or.jp

活動報告
1月11日

新年会のお知らせ

新年会

「地球村への 10 のステップ〜グローバル教育は、なぜ次世代の教育

相馬子どもオーケストラ＆コーラス：

か？」と題し、渥美育子氏（㈳グローバル教育研究所 理事長）にお話い

被災地相馬から始まった、日本におけるエル・シス

ただきます。渥美氏はグローバル教育の開発・推進者。米国で初の異文

テマの取り組み

化マネジメント研修会社を設立し、「タイム誌」で紹介され、一躍話題に

講師：一般社団法人エル・システマジャパン代表理事
菊川穣氏
5月24日

FAX：03-3507-4300

なりました。現在は、日本で、企業と学校を対象にグローバル教育に尽
力されています。http://www.ikukoatsumi.com

ネットワーキングの集い「スウェーデンとカール・ラー

日

ションに魅せられて」

時：2015 年１月 24 日（土）
18:00 〜 20:30

講師：宮田宜子氏（YP40

93− 94 スウェーデン派遣生保護者）

会

場：東京オペラシティタワー 54 階
「オペラシティ東天紅」

8月23日

チャリティーコンサート
「ひと夏の思ひ出

会

〜邦楽と洋楽の競演」
演奏者：西澤 麻央、

渡辺佐恵子、真鍋昂太郎

各活動のレポートはホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。

7

イベント＆ニュース

費：社会人 6,000 円 学生 3,000 円（ブッフェパーティ形式）

お申込み：申込みフォーム（http://shortlinks.afs.or.jp/tomonokai）、
または AFS 友の会事務局（上記）まで E メールまたは FAX で

真鍋 希帆、

Home

（電話 03-5388-1015 京王新線「初台」直結）

AFS友の会レポート

締め切り：2015 年１月 16 日（金）
＊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、AFS友の会事務局までご連
絡ください
＊友の会イベント情報をメール配信いたします。AFS友の会事務局までご氏
名、AFSとの関係をご連絡ください
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AFS 活動を支援する
10 代の高校生をはじめとしたより多くの人々に、異なる文化と接する機会を提供できるよう、
AFS の活動にご支援を賜りたくよろしくお願いします。

ご支援の種類
１ 一般寄附金

AFS日本協会の事業を運営するための財源

５ NEXT50奨学金

途上国から来日する受入生を支援

２ AFSボランティア奨学金

経済的必要度の高い派遣生を支援

６ AFSこらんしょ！福島奨学金

福島県に滞在する受入生を支援

３ みちのく応援奨学金

東日本大震災被災地域の派遣生を支援

７ AFSどさんこ奨学金

北海道の派遣生・北海道への受入生を支援

４ YOSHI基金

米国から来日する受入生を支援

８ AFSひろしま奨学金

広島県の派遣生・広島県への受入生を支援

各奨学金の詳細、奨学生レポートはホームページ（www.afs.or.jp）でご覧いただけます。
Home

BANK

銀行から

一般寄附金

振 込 先：ゆうちょ銀行 〇一九支店 当座０６１０７７９
加入者名：AFS 寄付金口座

〒

寄附

寄附先を選ぶ

郵便局から

振 込 先：口座番号 ００１７０−５−６１０７７９
加入者名：AFS 寄付金口座
※通信欄にご支援いただける奨学金名をご記入ください｡寄附先のご指定がない場合は、
一般寄附金として処理させていただきますのでご了承ください

AFS ボランティア奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店 普通預金口座 ４４２２９８４
加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会 ボランティア奨学金

みちのく応援奨学金

CARD

クレジットカードで

クレジットカードでもご寄附いただけます。
ホームページの「ご寄附登録フォーム」よりお手続きをお願いします。

振 込 先：みずほ銀行新橋支店 普通預金口座 ２６５３０１８
加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会 みちのく応援奨学金
AFS日本協会は、「公益財団法人」ですので、税金の優遇措置を受けるための領収書を
発行します｡詳細はホームページ（www.afs.or.jp）をご覧ください。

YOSHI 基金

Home

寄附

振 込 先：みずほ銀行新橋支店 普通預金口座 ４４２３０１８
加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会 YOSHI 基金

NEXT50 奨学金

Pick Up

Marching J 奨学金

ジャニーズグループが災害復興支援として東日本大震災直後の2011年３月
に立ち上げたプロジェクト「Marching J」。昨年、このプロジェクトの輪を

振 込 先：みずほ銀行新橋支店 普通預金口座 ２２７３７３８
加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会 NEXT50 奨学金

一段と広げようと、日本国内だけでなく、日本以外で地震や津波の被害を受
けた国の子どもたちを支援しようとする動きが生まれました。そのような背
景からAFS受入生のために設立されたのが「Marching J 奨学金」です。初

AFS こらんしょ！福島奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店 普通預金口座 ２７５０５８７
加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会

年度となる2014は、中国、インドネシア、タイ、インド、チリの高校生９名
が奨学生に選ばれ、３月下旬に来日。北海道から九州までの日本各地で、ボ
ランティアの家庭にホームステイしながら地域の高等学校に通い、日本の文
化と生活を学んでいます。

AFS どさんこ奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店 普通預金口座 ２７２７９６８
加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会 AFS どさんこ奨学金

AFS ひろしま奨学金

振 込 先：みずほ銀行新橋支店 普通預金口座 ２７２７９７６
加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会 AFS ひろしま奨学金
交流と東京観光を楽しんだ夏のイベント（8 月 9 日〜 11 日）
※ 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 を メー ル
bokin@afs.or.jp またはFAX：03-3507-4300まで必ずお知らせください。お知らせがな
い場合は、免税証明書付の領収書をお届けすることはできませんのでご了承願います。

ご寄附・ご支援に関するお問い合わせ先
TEL：03-6206-1911 Email：bokin@afs.or.jp

8

公益財団法人 ＡＦＳ日本協会
h t t p : // w w w . a f s . o r . j p /
〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-22-14 ミツヤ虎ノ門ビル 7F
T E L 03-6206-1911 F A X 03-3507-4300
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