
APU 校友会 復校支援企画
APU Alumni Kyusyu Rebuilding Event 

「別府に戻ろう！Support local by "local"」
Come back home! Come back to Beppu!

2016年8月
APU 校友会 ボード・事務局
APU Alumni board/ Secretariat
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背景

・先の地震で被災をした母校に対し、復興（復校）の一助になるべく、校友会として貢献をしたい。

・ただし、APU校友会ならではの支援をしたい（お金の寄付だけなら誰でもできる）。

企画の目的

・たくさんの校友がAPUに行きやすい環境を作るために、校友の旅行代金の補助をする。

・その代金の補助が実質的な寄付だと位置づける。

・世界中からAPU（及び九州）を訪れた校友に、自国で情報発信をしてもらう（九州は安心！魅力的！)

→その情報を見た二次観光客の来訪につながる

→つまり今回投資（寄付）するコスト以上に、経済効果（リターン）が生まれる

企画の概要 1/2
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Background

・The event is planned to make contribution to APU as Alumni Association

・Different from donation, this event appeals APU alumni uniqueness

Primary Subjective

・Travel subsidy is provided to attract more alumni for school visit  

・Travel subsidy is considered as donation to APU

・Alumnus from around the world who visit APU(Kyushu) sending messages to our mother 

country (Kyushu is safe! Kyushu is fun!)

→Tourists are attracted by the messages 

→Economical benefit is expected more than cost(donation)

Event Summary 1/2
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日時

10月15日（土）・16日（日）

＊天空祭開催日に合わせる

補助内容

・地域ごとに金額を変え、旅行代の補助をする

＊詳細の金額は次ページ参照

＊補助対象は、APU校友のみです

本企画の予算（対象人数）

・300万円を上限の予算とし、先着順とする。

（300万円の予算が消化された時点で受付は終了）

申込方法・時期

・８月18日 日本時間10時からオンラインで開始

（9月15日まで受付、ただし先着のため前倒しの可能性あり）

・申し込みURLは

https://survey1.apu.ac.jp/limesurvey/index.php/survey/index/sid/276617/newtest/Y/lang/ja

概要 2/2
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Date

Oct 15th（Sat）・16th（Sun）

＊Tenkusai is held coherently 

Contents of Subsidy

・Subsidy vary by travelling distance to Beppu

＊Please refer to next page [Subsidy Amount list]

＊Only APU graduated can receive subsidy.

Budget

・Total budget for subsidy is 3 million yen.

Subsidy claim is first come first serve, when total claim amount reach 3million, subsidy claim 

window will be closed

Application

・Start from 10:oo AM :Japanese Time, Aug 18th （End by Sep 15th)

・Due to limited budget application in first come first serve base.

・Application URL is 

https://survey1.apu.ac.jp/limesurvey/index.php/survey/index/sid/276617/newtest/Y/lang/ja

Event Summary 2/2
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補助金額 一覧

チャプター 補助金額（JPY）

モンゴル 30,000
韓国 15,000
上海 20,000
北京・天津 20,000
香港 25,000
台湾 15,000

インドネシア 30,000
マレーシア 20,000
フィリピン 20,000
ミャンマー 30,000

シンガポール 30,000

スリランカ 30,000
インド 30,000
タイ 30,000
ホーチミン 30,000
ハノイ 30,000

関東 10,000
関西 10,000
中部 15,000
中・四国 10,000
大分 1,000
熊本 *シャトルバス
（北海道） 20,000

ARC 30,000

ラテンアメリカ 30,000

トンガ 30,000
サモア 30,000
ヨーロッパ 30,000

（注）補助金額は居住地からの価格。国内居住者は、上記Dの基準。上記に記載がない居住地は、都度事務局で判断。
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Subsidy 

Chapter Subsidy（JPY）

Mongolia 30,000
Korea 15,000
Shanghai 20,000
Beijing・Tianjin 20,000
Hong Kong 25,000
Taiwan 15,000

Indonesia 30,000
Malaysia 20,000
Philippines 20,000
Myanmar 30,000

Singapore 30,000

Sri Lanka 30,000
India 30,000
Thailand 30,000
Vietnam 30,000

関東 10,000
関西 10,000
中部 15,000
中・四国 10,000
大分 1,000
熊本 *シャトルバス
（北海道） 20,000

ARC 30,000

Latin America 30,000

Tonga 30,000
Samoa 30,000
Europe 30,000

For（ⅰ）alumni subsidy amount applies to your residential area.
The area not on this list, secretariat will judge depend on the request.
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■精算の通貨
費用は日本円でのみ、支給します（レートの考慮はしません）

■精算の方法
・セレモニーの受付で手渡しします。
＊本人確認できるものをご持参ください（パスポート、免許証、保険証等）。

■精算の対象
・15日（土）14時～16時の間に受付を済ませた人のみ、補助の対象にします。
・セレモニーで受付を済ませない人の金銭サポートはしません

→飛行機の都合などで16時の到着が難しい場合もありますが、
滞在時間が少ないことで、企画の目的の一つである「経済への貢献」への貢献度が低いためです

旅行代金補助の精算方法について
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■Subsidy payment currency
Subsidy payment by JP yen(no exchange rate considered)

■Subsidy payment method 
・Subsidy payment will be done during Saturday’s ceremony 
・Please bring passport, driving license or insurance license for identity proof

■Payment 
・Individual who cannot join ceremony reception(2-4pm) CANNOT receive subsidy 

→Though there might be case individual having difficulty on coming to Saturday’s ceremony , 
subsidy will NOT be provided. Since duration is too short to meet even subjective[contributing  on 
local economy recovery

・Individual application for subsidy at reception will NOT be accepted

Subsidy Payment 
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■10月15日（土）
14時～16時 参加受付（補助金のお渡し）
16時～18時 セレモニー＠APUキャンパス & 受付

・Welcome & 企画趣旨の説明
・参加チャプター紹介
・記念撮影

16時までに受付ができない参加者は、補助金の対象になりません。

■10月16日（日）
終日フリー（観光で経済貢献＆情報発信！）
＊同時開催の天空祭にも積極的に参加してください！

当日のスケジュール

【企画の想い】
あえて、コンテンツを豊富に設けず、シンプルな企画にしています。
なぜなら、経済貢献（観光・飲食）および
情報発信（九州の現状はこんなにSafetyで楽しい！）を世界中に発信してもらうために、
皆さんの自由行動時間を確保しています。

今回の企画は、15日（土）15時～18時のセレモニーのみです。
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■Oct 15th（Sat）
1400 Event reception（by chapter）
1600-1800 Ceremony @ APU campus(reception continue)

・Welcome & Event introduction 
・Participating chapter’s introduction
・Taking memorial picture

＊For those who is not able to come to this ceremony for registration will NOT be able to 
receive subsidy 

■Oct 16th（Sun）
No plan for group event  （please do Sightseeing& shopping ＆Upload information on social 
media）

・Welcome to Tenkusai held coherently on 15th&16th
・Kumamoto Chapter has booth in Tenkusai, please show your support!

Event Schedule

【Event proposal standing point】
Simple content for this event thus participants can fully utilize their stay contributing for local 
economy(shopping, gourmet) 
Sending message(PR safety and joy in Kyusyu) via social media

Alumni ceremony event is on 15th(Sat) 1500-1800 
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Q&A
Q.各チャプターからの上限人数は？

A.ありません。予算300万円を上限とし、先着順とします。

Q.ホテル代はでますか？

A.すべてが含まれた金額が、「補助金一覧のページに」に記載されています。

（つまり、○○代という特定の項目は設けていません）

Q.APハウスには泊まれますか？

A.泊まれません。ご自身でホテルなどをご予約ください。

（今回の目的の一つが、地元の経済の活性化でもあるため）

Q.ホテルの手配はしてもらえますか？

A.できません。今回は100名を超える参加者を予定しており、対応が難しいためです。

Q.別府や九州には何日滞在しても良いですか？

A.もちろん可能です。ただし、補助金額の増額はありません。
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Q&A
Q. What is the maximum number of participants from each chapter ？

A.  No specific restraints for each chapter. However, total number is controlled within 

budget(3,000,000JPY). Application on a first come first serve base.

Q. Any extra subsidy for accommodation?

A. The amount in chapter subsidy amount list is the TOTAL amount provided to each 

individual participant. 

Q. Is it possible to stay in AP House?

A. AP House is not open for this event. Please reserve hostel or hotel.

（As one of the event subjects is for Kyusyu economy reconstruction）

Q Can Alumni office help for accommodation reservation?

A. Alumni office will not take charge of it since it is difficult to arrange for potential 100 

participants for this project.

Q.Is it possible to stay in Beppu or Kyushu longer than Tenkusai weekend? 

A. By all means! However, subsidy amount is the same no matter length of duration 

for this event. 
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各種問い合わせ

担当：冨田、尾場瀬
E-mail: apualumn@apu.ac.jp
電話番号：0977-78-1103

APU校友会 事務局

APU校友会事務局にお願いいたします。
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Contact

APU Alumni Association
(Ms.)Tomita, (Ms.) Obase
E-mail: apualumn@apu.ac.jp
Tel：0977-78-1103

APU Alumni secretariat


