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2013年8月

Support Our Kids実行委員会

第3回 Support Our Kids 海外ホームステイプログラム

in カナダ 実施レポート

伝 × 越 × 進
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■プログラム概要

日程：2013年8月4日 ～8月20日

※4日･5日(AM) :千葉にて事前研修／20日:東京にて解散式&首相官邸訪問

場所：カナダ トロント

参加：10名（被災地の中学2年生～高校3年生）

内容：①ホームステイプログラム

日系人家庭へのホームステイ

英語研修（語学学校 : CONNECT、CORNERSTONE、 ESC、KGI、Sol）

留学生・日系人・支援者との交流

東日本大震災プレゼンテーション

トロント市内観光（CNタワー、マーケット見学 等）

バラエティビレッジ訪問（ユニバーサルスポーツコミュニティ施設）

ブルージェイズ観戦

ナイアガラ観光

②サマーキャンプ プログラム

現地学生・キャンパーとの交流

東日本大震災プレゼンテーション

アクティビティ

（ハイキング、サッカー、ミュージック、クラフト、

仮装ディナー、キャンプファイヤー 等）

１、概要

■プログラム企画協力

外務省、在トロント日本国総領事館、駐日カナダ大使館、公益財団法人ラボ国際交流センター、

NPO法人 JAPA、SHINKI-KAI、トロントロータリークラブ･フォレストヒル、日系文化会館、

レストラン舞、トヨタ･カナダ社、ショーフレックス社、シェラトンホテル、福音教会、

Variety Village、e-日加、TORJA、 English School of Canada、KING GEORGE 

INTERNATIONAL COLLEGE、CONNECT、Sol Schools International

CORNERSTONE、幕張国際研修センター （敬称略・順不同）

※その他、チャリティにご参加いただいた皆様、ご寄付を頂いた皆様をはじめ、多くの皆様のご支援ご協力を頂いております。

ご支援、ご協力をいただきました皆様、ありがとうございました。
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２、事前研修

日時：2013年8月4日 13:30～18:00
5日 10:00～12:00 

場所：幕張国際研修センター

時間 内容

12:10 ～ 東京駅集合※研修場所に移動

13:30 ～ 13:35 開会挨拶

13:35 ～ 13:50 主催者及びビデオメッセージ

秋沢 志篤（Support Our Kids実行委員会 事務局長）

ローリー･ピーターズ様（駐日カナダ大使館 参事官）

13:50 ～ 14:10 自己紹介

14:10 ～ 14:20 プログラム内容について

14:20 ～ 14:30 （休憩）

14:30 ～ 15:05 カナダについて（宿題発表）

15:05 ～ 15:45 ホームステイの心得・ケーススタディ

講師：鳥村征弘様（公益財団法人ラボ国際交流センター ）

15:45 ～ 15:55 海外保険について

講師：志田 幹様（AIU損害保険株式会社 リスクコンサルタント）

15:55 ～ 16:05 （休憩）

16:05 ～ 16:35 東日本大震災の状況共有

16:35 ～ 17:05 東日本大震災のプレゼンテーション練習

17:05 ～ 17:50 グループ・個人目標設定

17:50 ～ 18:00 明日の予定確認・連絡事項

19:00 ～ 夕食

チェックイン・就寝自由時間（入浴・就寝）

5日

10:00 ～ 12:00 レクリエーション、東日本大震災のプレゼンテーション練習

12:00 ～ 成田空港へバス移動
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３、スケジュール

日程 プログラム 宿泊先

８月４日（日） 午後：事前研修 幕張国際研修
センター

８月５日（月） 午後３時１５分 AC2便にてトロント着
午後５時１５分 日系文化会館着
午後５時３０分～午後７時３０分 歓迎会
※出席者：学生、ホストファミリー、JCCCメンバー、

ロータリークラブ・フォレストヒルメンバー
ボランティア、メディア

※東日本大震災プレゼンテーション

ホームステイ泊

８月６日（火） 午前：語学学校
午後：ボランティアとトロント市内散策

ホームステイ泊

８月７日（水） 午前：語学学校
午後：バラル博子様宅主催 カナディアンバーベキュー

ホームステイ泊

８月８日（木） 午前：語学学校
午後：ロータリークラブ・フォレストヒル主催

プールサイドランチ・スイミング
※東日本大震災プレゼンテーション

ホームステイ泊

８月９日（金） 午前：語学学校
午後：バラエティビレッジ訪問

トヨタ･カナダ社提供 ブルージェイズ観戦

ホームステイ泊

８月１０日（土）
～１５日（木）

トロント福音教会サマーキャンプに参加
・ハイキング
・サッカー
・ミュージック
・クラフト
・仮装ディナーパーティ
・キャンプファイヤー 等

キャンプ場泊

８月１６日（金） 午後５時 松本様宅に参加者１１名宿泊 松本様宅泊

８月１７日（土） 午前７時３０分 ナイアガラ観光
午後５時３０分 松本様宅にて送別会
※出席者：カナダ国会議員、在トロント日本国総領事、

学生、ボランティア、コミッティーメンバー、
新企会メンバー、ロータリークラブメンバー、
サポーター、レストラン協会、英会話学校 他

松本様宅泊

８月18日（日） トロント→成田 機内泊

８月19日（月） 帰国 オリンピック
センター

８月20日（火） 解散式
首相官邸訪問

帰宅
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４、現地の様子

■到着・歓迎会

■語学学校

■観光（市内観光・ブルージェイズ観戦・バラエティビレッジ訪問・ナイアガラ観光）

■支援者との交流（ロータリークラブ・カナディアンBBQ・送別会 等）

■サマーキャンプ
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５、解散式

６、首相官邸訪問

■概要

日 時：2013年8月20日 8:30～9:30 

場 所：国立オリンピック記念青少年総合センター 会議室

内 容：ホームステイプログラムinカナダの振り返り

■概要

日 時：2013年8月20日 10:30～13:30

内 容：ホームステイプログラム体験報告

東日本大震災の経験・復興についての意見交換

首相官邸見学、国会議事堂見学

カナダに行く前は、こ
んなにも沢山の方々に
支援して頂いていると
は思いませんでした。
出会った方々、そして
自分たちがまだ知らな
いところでも沢山の方
が支援してくださった
ことに、感謝の気持ち
でいっぱいです。今度
は、自分が次の世代を
支援する側になりたい
と思います。

自分の夢は、建築士で
す。将来、津波で家が
流されてしまって何も
ない場所に、カナダの
様に自然が多く、綺麗
で暮らしやすい都市を
作りたいと思いました。
その為に今から頑張り
ます！いつかまたカナ
ダに行って、支援して
くださった方々に、自
分が立派に成長した姿
を見せて恩返ししたい
です。

自分の街もトロントの様に、国際色豊かな
街にしていけば、復興が促進するかもしれ
ないと思いました。

現地で英語が通じず悔しい想いもしました。
日本の英語教育にも、もっと使えるスピー
キングを取り入れて欲しいと感じました。

カナダで日系人の方々と出会い、沢山の苦
労を乗り越え、夢を持ってチャレンジし、
今の生活があることを知りました。私たち
の震災経験から復興への道にも通じること
があると感じました。
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７、メディア

■全国38局 FM局

番組名：クロノス

放送日：8月１９日(月)～23日(金）

時 間：6:30～6:40 

■カナダ メディア

e – Nikka(ネット新聞)

掲載日：8月8日(木)

掲載日：8月22日(木)

■TBSテレビ

番組名：朝ズバッ！

放送日：8月13日(火)

時 間：8:20～8:25


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7

