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欧州・ロシア・中央アジア・コーカサス、
計43か国の大学・大学院生150名が来日しました。

明治神宮にて

外務省欧州局 対日理解促進交流プログラム

「MIRAI PROGRAM」

AFSはフェイスブック・ツイッターで日々の活動を配信しています。

AFSの理念
AFSの目的

AFS Statement of Purpose

AFSは国際的なボランティア団体であり、営利を目的とし

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.

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

2015年までに19,867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、2015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17,124名を70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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2016 年 7 月 1 日の理事会にて加藤 暁子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

か とう あき こ

加藤 暁子

このたび、公益財団法人AFS日本協会の理事長を拝命いたしました加藤暁子と申します。日ごろからAFSのICL（異文
化学習）活動にご尽力をいただき、ひたすら感謝を申し上げます。
地球は今、激動の時代をひた走っています。どこで起こるか分からないテロ、中東やアフリカで激化する内戦、安住の
地を求めて母国を逃げなければならない老若男女の難民たち。そして、英国のEU離脱が象徴するように先進国は内向き
になっています。環境問題も深刻です。消費社会の飽くなき追求で地球は悲鳴を上げ、自然災害は想定外の大きさで私
たちに襲いかかってきます。
混沌としている今だからこそ、平和を希求し、どんな局面でも冷静に人々を助ける次世代のリーダーを育成することが
急務です。感受性の強い高校生が自分の国を出て、全く知らない国や地域で暮らし、そこの人々と衣食住を共にして、異
なる文化を学び理解をする。十代で異文化体験をすることが今こそ必要とされています。
AFS日本協会は2011年に公益財団法人として認定を受け、全国約80支部、ホストファミリー、ホストスクール、企
業、地方自治体、学生、社会人、主婦ら約2,000人のボランティアが支えています。ボランティアの皆様のご尽力なくし
ては、AFSの存在意義はありません。
私はこれまで13年間、全国の高校生を選抜して、福岡で次世代のリーダーを育成するためのサマースクールを主宰し
てきました。日本人とアジアからの高校生が２週間、寝食を共にしてディスカッションをしますが、プログラムが終わる
ころには「お互いに知らないことが多すぎる」と留学を熱望するようになります。
しかし、日本は長期的な経済の低迷で、東京と地方の格差が益々広がっています。
「留学は裕福な子弟だけが実現でき
ること」と胸を痛め、諦める高校生も少なくありません。AFSには、北海道の個人と企業が支援する「AFSどさんこ奨学
金」などに代表されるような奨学金制度がありますが、まだまだ数は多くはありません。今後、地方自治体や企業、個人
からのご支援を充実させ、留学を志す高校生に夢が与えられるような仕組みづくりに力を入れていきたいと思います。
AFS日本協会では、
「AFSジャパン・ビジョン2020〜AFSの使命を貫きます。ICLの担い手に相応しい組織を実現しま
す。社会にインパクトを与えます。
」を掲げ、その達成に向けた中期経営計画を策定し、実行段階に入っています。多様
性の実現のため、アジアや中南米からの派遣、受入生を増やしていくことが大きな柱のひとつです。日本からの派遣生は
大学進学、就職はもとより、将来に向けて、英語圏以外での異文化体験が強みとなります。内向きになっている日本の状
況下、近隣であるアジア諸国の次世代が共に暮らし、真剣に語り合うことが、将来、必ずや日本のみならず地域全体、ひ
いては全世界に及ぼす影響が大きいと確信しています。
日本から中国に派遣されたあるAFS生は「日本から中国に行って、実際敵意を向ける人はほとんどいません。親しき仲
こそ礼儀なし、断りなしに自分のものを使ったりします。国が近いからこそ違いに驚きますが、中国は知れば知るほど面
白味のある国」と語っています。その後、彼女は中国の大学に進学しました。
大きな夢を抱いている高校生が一人でも多く世界に雄飛し、やがて世界の人々が笑顔で暮らせるために力を尽くすこ
とができる人財に成長するための舞台づくりに、
「十代留学」の老舗として、改めて誇りを持って、努力を惜しまない覚
悟です。どうぞ、これまで以上のご支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
お知らせ
大阪オフィス移転のお知らせ
公益財団法人AFS日本協会大阪オフィスは、平成28年５月２日（月）下記に移転しました。
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-7-11
TEL

06-6309-5151

第８新大阪ビル402号室

FAX 06-6309-5191
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2015 年度の

活動

2015 年度の取り組みをピックアップしてご紹介します。

MIRAIプログラム2015

日本政府の「対日理解促進プログラム」の一環として、

外務省欧州局主管で「MIRAI プログラム」（Mutual-understanding, Intellectual Relations and Academic and exchange Initiative）
※
EFIL と AFS はこの受入プログ
が実施され、欧州・ロシア・中央アジア・コーカサス、計 43 か国の大学・大学院生 150 名が来日しました。

ラムの欧州と日本における 2015 年度の実施団体として指名を受け、欧州での選考・研修に始まり、12 月 15 日から 12 月 21 日までの 1 週間、
来日した学生たちに全国各地での日本体験及び、相互交流の場を提供しました。
EFIL（The European Federation for Intercultural Learning）: 欧州 AFS パートナー各国の支援で設立され、主に欧州各国における AFS
活動のサポートや運営強化、異文化に対する理解促進のための研修等を行う組織。

東京（前半）
スケジュール
12月15日（火） 来日、到着オリエンテーション
12月16日（水） 異文化理解研修、視察、歓迎レセプション
12月17日（木） 対日理解に関する講義、大学生・大学院生
オリエンテーション

慶應大学にて

との意見交換

慶應大学にて〜学生交流会〜

12月18日（金）〜20日（日）

地方行事・ホームステイ

（全国32のAFS支部）、異文化理解研修
12月21日（月） 視察、成果報告会（外務省にて）、プログ
ラム総括
12月22日（火） 帰国
六本木ヒルズ展望台

日本科学未来館

全国32支部でホームステイ
AFS 日本協会の各支部のアレンジにより、51 グループ（１グループ３名程度）に分かれ、岩手県、宮城県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、長野県、石川県、静岡県、愛知県、大阪府、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県へ移動し、
各地でホームステイを含む２泊３日の地方体験に参加しました。プログラム終了後のアンケートでは、「日本を理解するうえで一番効果的だっ
たこと」として多くの学生が「ホームステイ」、「地方への訪問」と回答しました。

岩手支部

東京練馬支部

名古屋北支部

大阪三島支部

東京（後半）

松江支部

佐賀支部

【対日理解促進プログラム】

平成 27 年度より日本政府は対日理解の促進を目的とし
た「対日理解促進プログラム」を実施しており、アジア、北米、
中南米、欧州、各国の影響力、発信力のある大学及び大学
院から、将来性のある学生を日本に招へいし、日本の政治、
経済、歴史、社会、文化等に対する理解を促進し、日本の
魅力を積極的に発信してもらうことで国際社会においての
明治神宮参拝

3

楽天訪問

外務省〜成果報告会〜

日本のイメージの向上を目指しています。
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９月

Intercultural Dialogue Day

ボランティア・エクスチェンジ

10月

AFS ネットワークでは、全世界で同じ日に AFS 活動や異文化

AFS では世界中で約 4 万人のボランティアが活動しています

理解について考え、交流する機会を設けようと、９月の最終木曜

が、それぞれの国の受入活動における課題と現実を双方が理解し

日 を「Intercultural Dialogue Day」に 定 め て い ま す。2015

あうことで、より質の高いプログラムが実施できるようになりま

年のテーマは「Active Global Citizenship」。シルバーウィー

す。2015 年度には AFS 日本協会と AFS-USA がボランティア・

ク明けの９月 24 日（木）に、日本でも東京の学生ボランティア

エクスチェンジを実施しました。10 月 25 日（日）から 10 月

が浅草、上野、スカイツリー近辺などを練り歩きました。AFS

31 日（土）に AFS-USA の地域代表ボランティア 7 名が来日し、

の活動を説明し、ポスターを掲示していただいたり、パンフレッ

北海道（札幌）、東日本（群馬）、中日本（愛知）、近畿（滋賀）、中国・

トをお店に置いていただけたところもありました。

四国（広島）、九州（宮崎）に分かれて、日本での生活を体験し、
各支部のボランティアとの親交を深めました。2016 年４月には
日本から 8 名の代表ボランティアが渡米し、各地の支部ボラン
ティア宅にホームステイをしながら、アメリカにおける AFS 活
動をとりまく現実について理解を深めた後、カンザスシティーで
行われるアメリカの全国大会に参加します。

Intercultural Dialogue Day

ICL が本格始動

かめのり財団主催

10月・11月

中学生交流プログラム（タイ・日本）

AFS は高校生を対象としたプログラムを行ってきましたが、

AFS が留学の機会を提供する団体に留まらず、教育団体とし
てさらに飛躍するためにネットワーク各国で取り組みを進めてい

2015 年初めて（公財）かめのり財団主催で短期の中学生交流プ

る ICL（Intercultural Learning ／ 異 文 化 学 習）。日 本 で も

ログラムを実施しました。このプログラムは日本からの派遣と日

2015 年から本格的な取り組みを開始し、AFS ジャパン・ビジョ

本への受入の双方向で実施されましたが、まずは受入プログラム

ン 2020 にも主軸にその要素が組み込まれました。

として、10 月 4 日〜 13 日の 10 日間、タイの中学生９名＋引率

各国で新しいアプローチやプログラムが展開される中、日本協

教師 1 名が来日し、
「被災地学習」のテーマに沿って、
福島県でホー

会においては、まず AFS 活動を支えるボランティアが、異文化

ムステイをしながら南相馬市の津波被災地の訪問、伝承鎮魂記念

理解について体系的に学び、日々の活動に取り入れていけるよう

館の視察を行い、また、現地の学生との交流会も開催しました。

になることを目指して、国際本部が開発した基礎研修「レベル

続いて、10 月 31 日〜 11 月８日の９日間、日本の中学生 10 名

W（What Every AFSer Should Know About Intercultural

が タ イ に 渡 り ま し た。在 タ イ 日 本 国 大 使 館 表 敬 訪 問、王 宮

Learning）」の日本版作成に着手しました。この研修は、文化モ

（Grand Palace）の視察、スマトラ沖地震の被災地視察等を行っ

デルや異文化に直面したときの対処法などを、理論とアクティビ
ティを通して１日かけて学ぶ構成です。２月の全国ボランティア
大会分科会で、研修内の一部のアクティビティを実際に体験する
時間を設けたところ、参加者の８割から今後レベル W やより上

た後、ホストファミリーと対面し、現地の学校と交流を行いました。
支部の周年行事
・11月14日（土） 東海支部

50周年記念レセプション

のレベルの ICL 研修に参加したいと回答
を得ました。レベル W は 2016 年度から
全国各地で実施されます。

会津学鳳中学生との集合写真

タイのホストファミリーとの対面
ICL 研修

かめのり財団主催中学生交流プログラム

東京オリエンテーション

ホストスクール訪問（尾三支部）
ボランティア・エクスチェンジ

4

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・地域活動の様子をご紹介します。

62期（ 15- 16）スイス派遣生

62期（ 15- 16）インド派遣生

「違うことは悪いことじゃない、違っていても歩み寄ることが大切なの。」これはホス

僕のホストファミリーは厳格なピュアベジです。僕の場合、個人の宗教的理由ではな

トマザーからの言葉だ。スイスは移民が多く、クラスの大多数が 外国人 であること

く、本当の子供のように思ってくれている家族のために家族と同じ食生活をしているの

も珍しくない。しかし宗教が違おうと出身国が違おうと隔たりなく接し、彼、又は彼女

ですが、ある現地の AFS ボランティアさんの言葉ははっきり覚えています。「キミは食

の国や宗教の伝統料理を皆に振舞ってさえくれる。違っていてもこうして共に過ごして

を選べるけど、彼ら（僕のホストファミリー）は選べない。宗教を選ぶことはできない

いるスイスでのクラスメートたちを見て目から鱗が落ちるようだった。

んだ。それを知ってほしい。」

2015 年にフィンランドの生 徒を受け入 れたホストファミリー

マレーシアからの受入生（ 15- 16）

「運転の幸せ」
「食べる幸せ」
「生きている事の幸せ」
「農作物を有難う」
「風が踊っている」

10 月に学校の修学旅行に行きました。世界的に有名な大都市の東京で友達と一緒に浅草寺

「自然のにおいがする」「空気がおいしい。食べてみて」etc …。森と湖の街で、そんな

を訪れて日本の豊かな文化を経験しました。同じアジアだけど、やはり日本とマレーシアの神社

風に感じて生きて来たんだと思いました。そして私たちには当たり前の事だけどとても

やお寺は違います。１月１日も多民族のマレーシアでは普通の日なので、私は日本のお正月は一

大事な事を思い出させてくれました。キムへ…１年前と確かに違う事…私たちは Family

番楽しいと思います。日本とマレーシアの文化の違いを発見すると面白く感じます。日本の文化

になったこと。忘れないでね。

を学んでマレーシアの人々に伝えることで両国の関係がよくなるのではないかと思っています。

こどもワンダーランド（札幌支部）

こどもっちゃ商店街に参加（山口支部）

６月 27 日（土）、今年も留学生と地域の子どもたちが触れ合える札幌市白石区主催

11 月 23 日（月・祝）、周南市の子ども職業体験イベント「こどもっちゃ！商店街 」に、

のイベント「こどもワンダーランド」に参加しました。「じゃんけん列車」、「ざるそば

秋組来日生徒２名と津和野の春組生徒２名が参加しました。AFS ブースを作り留学生

ドリブルリレー」、ボールを二人で運ぶ「ふたりで一緒」、「玉入れ」の後は留学生にお

の自国の挨拶を子ども達に教えるスタンプラリーを通して AFS の活動やホストファミ

なじみの「マカレナ」を踊りました。そして最後は留学生によるサイン会。たくさん笑っ

リー探しをしました。春組の生徒は日本語も流暢で秋組生徒は刺激され、頑張って子ど

てたくさん遊んで留学生たちにとっても楽しい１日になりました。

も達と交流していました。

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。
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２０１５ 年 度 事 業 の ご 報 告
2015年度は、派遣で447名、受入で575名、合計1,022名がプログラムに参加しました。
アメリカで新たに導入されたELTiS英語試験及びオーストラリアやスイスの派遣枠の削減などの影響のため、年間派遣人数が経年と比
べ減少し厳しい年となりました。一方で短期受入は外務省受託事業「MIRAIプログラム」により欧州から150名の大学・大学院生、ま
た、かめのり財団のプログラムによりタイから10名の中学生を受け入れたことで大幅増となりました。「MIRAIプログラム」において
はAFS加盟国以外を含む新たな交流国も含まれていたため、受入国数も大幅増となりました。
2015年度にご寄付・ご支援をいただきました法人、個人の皆様、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
スクールの皆様に心よりお礼を申し上げます。

プログラム参加人数

2015年度の交流国数
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2015年度 決算要約
公益財団法人ＡＦＳ日本協会（平成27年４月１日〜平成28年３月31日）

1. 貸借対照表（平成28年 3月31日現在）
Ⅰ．資産の部
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

758,559

固定資産計

599,420

資産合計

（単位：千円）

Ⅱ．負債の部
459,605
105,960
33,855

1,357,980

１．流動負債
２．固定負債

負債合計

463,903

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）

93,555
30,000
63,555
800,522
429,605
5,258

正味財産合計

894,077

負債及び正味資産合計

3. 財産目録（平成28年 3月31日現在）
（流動資産）
現金預金
その他の流動資産

720,169
38,390

流動資産合計

758,559

（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

459,605
105,961
33,855

426,755
37,148

（固定負債）

Ⅰ. 一般正味財産増減の部

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その他収益
計

2,720
27
2,350
10,514
765,110
9,262
51,650
16,338
857,970

426,755

463,903

正味財産

894,077

858,292
28,067

886,359
−28,389

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

0
0
−28,389
828,911
800,522

25,971

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

34,683
−8,712
102,267
93,555

２．経常外増減の部
1．経常外収益

Ⅱ．指定正味財産増減の部
受取寄付金

37,148

負債合計

2．経常費用
①事業費
②管理費

計
当期経常増減額

1,357,980

（単位：千円）
（流動負債）

2. 正味財産増減計算書（平成27年 4月 1日〜平成28年 3月31日）（単位：千円）

Ⅲ．正味財産期末残高

894,077

599,421
1,357,980

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。

1,357,980

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。
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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学習（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

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

が世界とつながるのでは

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

なく、同じように変化の

ついて一緒に学びませんか？

時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。

支部行事（滋賀支部・ピクニック）

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。

AFS 友の会

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。

「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
２月21日

FAX：03-3507-4300

「新春の集い」のお知らせ

新春の集い

2017 年の「新春の集い」は 2 月を予定しています。ゲストスピーカー

「日本と共に、AFS留学から47年」

は先進国首脳会議、2020 東京オリンピック招致活動をはじめ、多くの

講師：ジャーナリスト・映画監督

国際会議で活躍する日本でトップの会議通訳者、長井鞠子さん（YP8 期

ジャン・ユンカーマン氏

61- 62 米国）です。
日時、会場などの詳細は決定次第

６月25日

ネットワーキングの集い

ホームページでお知らせします。友

「６年目の被災地〜現状と課題〜」

の会メールにご登録いただいている

講師：高成田 享氏

方にはメールでもお知らせしますの

仙台大学教授・

で、ぜひご登録ください。

元朝日新聞アメリカ総局長
８月31日

チャリティコンサート
「ヴァイオリンで紡ぐ希望
の音色

増田太郎「心の握

手」コンサート」
出演者：増田太郎

長井鞠子さん

佐藤ひろのすけ

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。
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＊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

140

AFS 活動を支援する

NO.

ダイバーシティー（多様性）の AFS に、ご協力をよろしくお願いします。
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 の活動にご支援よろしくお願いします。

銀行から

BANK

CARD

特にご支援いただきたい寄附をピックアップして紹介します。

マンスリー・カード・サポーター
月々、一定額を自動で継続的にご寄附いただけます。

一般寄附金
異文化理解教育の推進のため、派遣強化国へのプログラム参加費
支援の充実をはじめとする、AFS 日本協会の活動全般をご支援
ください。
振 込 先：ゆうちょ銀行

クレジットカードで

〇一九支店

当座０６１０７７９

加入者名：AFS 寄付金口座

1 日 33 円（月 1,000 円）〜のご寄附です。ホームページ
のマンスリー・カード・サポーターよりご登録ください。
www.afs.or.jp
ホームページ

寄附をする

マンスリーカード
サポーター

その都度、クレジットカードでご寄附をいただく場合

ボランティア奨学金
日本から海外へ留学を希望する経済的な必要度の高い高校生に対
し、プログラム参加費を支援する奨学金です。
振 込 先：みずほ銀行新橋支店

普通預金口座

加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会

４４２２９８４

ボランティア奨学金

NEXT50 奨学金
途上国から日本へ留学する高校生を支援する奨学金です。今後は、
アフリカとの交流にも力を入れていきます。
振 込 先：みずほ銀行新橋支店

をクリックし、ご寄附登録フォームからお手続きをお願いいたし
ます。

〒

郵便局から

通信欄にご支援いただける寄附の種類をご記入ください。寄附先

普通預金口座

加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会

ご自由な金額を設定いただきご寄附いただけます。ホームペー
ジで一般寄附または各種奨学金のページから「今回のみのご寄附」

２２７３７３８

NEXT50 奨学金

のご指定がない場合は、一般寄附として頂戴いたします。
振 込 先：口座番号

００１７０‑５‑６１０７７９

加入者名：AFS 寄付金口座

AFS ひろしま奨学金
広島県から海外に留学する高校生、広島県に留学してくる高校生
のための奨学金です。2017 年は資金不足から支給が途絶えてし

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も
領収書を発行いたします。

まいます。ご支援をお願いします。
振 込 先：みずほ銀行新橋支店

普通預金口座

加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会

２７２７９７６

AFS ひろしま奨学金

古本によるご支援「チャリボン」

古本・DVDでもご寄附いだだけます。株式会社バリューブックスのご協力

下記の奨学金もぜひご支援ください。

で、買取金額がAFS日本協会へ寄附される仕組みです。皆様のご家庭や職場

みちのく応援奨学金

で読み終わった書籍・DVDを、ぜひご提供ください。年末年始（12-１月）

東日本大震災被災地の派遣生を支援
振 込 先：みずほ銀行新橋支店

Pick Up

は、買取価格20％アップです。

普通預金口座

加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会

２６５３０１８

みちのく応援奨学金

詳しくは、ホームページの「古本のリユースで寄附」をご覧いただくか、
事務局までお問い合わせください 。

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
振 込 先：みずほ銀行新橋支店

普通預金口座

加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会

２７２７９６８

AFS どさんこ奨学金

YOSHI 基金奨学金
米国から来日する受入生を支援
振 込 先：みずほ銀行新橋支店

普通預金口座

加入者名：公益財団法人 AFS 日本協会

４４２３０１８

YOSHI 基金

※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
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