How much do you know about Itoshima city where Kyushu University Ito Campus and many
other fascinating sightseeing spots are located in. We are looking for international students
who are willing to spread and introduce charm of Itoshima city. Why don’t you get to know
more about Itoshima city through this program? It will also be a good opportunity to make new
friends.
Free Admission!! We are looking forward to your application.

ご応募お待ちしています。
Fixed
number of participants：30
* Please kindly understand that you may be subject to screening if there are too many applicants
Term：June 29, 2019～June 28, 2020
Qualification：
①Those who are willing to introduce charm of Itoshima city
②Those who can participate in scheduled activity programs
※5 activity programs in total are scheduled from June to November.
※Participation in all 5 activity programs is preferable.
③Those who can get along with local people (No interpreter)
④Those who are willing to promote Itoshima city
※After each program, participants are necessarily requested to promote Itoshima city
through blog or SNS, and to report it to Itoshima City Hall.

♪Activity programs are scheduled on Saturday or Sunday or Ｊapan public holiday
♪Free bus between Itoshima city and Big Orange at Ito Campus will be provided
※Please note that this program is not a part time job and hence there is no reward.

【Program Example】
●Excursion to Shiraito Falls
●Itokoku historical museum tour
●Cooking experience，etc.

＜Inquiry＞
Itoshima City Hall
Ms. Koganemaru
tel：092-332-2080
fax：092-324-2531
e-mail：
shokokanko@city.itoshima.lg.jp

Deadline：June 14 (Friday)
Where to apply： Itoshima City Hall
e-mail：shokokanko@city.itoshima.lg.jp

九州大学伊都キャンパスがある糸島市を知っていますか？
糸島市には見どころがたくさんあります。糸島市の魅力を知り、情報
発信してくれる留学生を募集します！「見て・食べて・体験して」楽しく
糸島市のことを知ってみませんか？友だちの輪も広がりますよ。
参加費は無料です！皆さんのご応募をお待ちしています。
定
員：３０人程度
ご応募お待ちしています。
（応募者多数の場合、申込内容をもとに選考する場合があります）

任
期：令和元年６月２９日～令和２年６月２８日まで
募集要項：①いとしま国際観光大使として、糸島の魅力を発信できる人
②全５回の体験プログラムに参加できる人
※６月～１１月の間で全５回の体験プログラムを予定しています
※原則として、全ての体験プログラムに参加をお願いします
③地域住民とコミュニケーションがとれる人（※通訳はつきません）
④情報発信ができる人
※各プログラム終了後にブログや Fａｃｅｂｏｏｋなどで必ず情報発信をしていただき、
商工観光課まで報告をお願いします。
♪体験事業は土曜日 or 日曜日 or 祝日なので授業を休む必要はありません♪
♪ビッグオレンジまで糸島市のバスが迎えに来るので安心♪
※アルバイトではありません。謝礼等はありませんのでご注意ください。

【プログラム例】
●白糸の滝散策
●伊都国歴史博物館見学
●料理体験 など

＜お問合せ等＞
糸島市役所
産業振興部 商工観光課
担当 ：小金丸（こがねまる）
Tel ：092-332-2080
Fax ：092-324-2531
e-mail：
shokokanko@city.itoshima.lg.jp

募集締切：６月１４日（金）
提出先：糸島市役所 商工観光課

e-mail： shokokanko@city.itoshima.lg.jp

