
  1. 行事名 / Event name

  2. 開催日時 / Date

  3. 場所 / Location

  4. 活動内容 / Activities

  5 .送迎 / Pick up service

  6. 提供していただける条件/Gratuity

  7. 応募資格/

      Desired applicants

  8. 会話能力/Language level

  9. 募集人数/ Number

  10. 締切 / Deadline

  11. スケジュール / Schedule

  12. ｱﾙｺｰﾙ提供/ Alcohol 

  13. 保険 /Insurance　

  14. 応募方法 / How to apply

     

  15.  主催者（団体）/ Organization：

  1６. 連絡先 / Contact

　Noguchibaru 3030-1, Beppu-shi, Oita-ken　JAPAN (zip: 874-0903)

 電話番号 Telephone number： 0977-27-2300

 ファックス番号 Fax number： 0977-27-2301

 メールアドレス / E-mail address：　 nomoto@argerich-mf.jp

　  直接応募 / Apply directly

「ボランティア申込書」を次のメールアドレスまでお送りください：nomoto@argerich-mf.jp

  Please send your "Volunteer Application Form" by email to nomoto@argerich-mf.jp

主催者（団体）/ Organization：公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財団 / Argerich Arts Foundation

  企画担当者 / Organizer：野本　尚子 / NOMOTO Naoko

 住所 / Address： 〒874-0903 別府市野口原3030-1

　　間接応募 / Apply trough the Student Office website

　　国内・国際問わず / For all students

　日本語力

　Japanese　できない　　　 片言　　　 　　簡単　　　　　  　日常会話　  　　 　   流暢

　English 　　 None　　  　  Beginner      　Elementary  　    Intermediate      　  Fluent

　英語力

10人 / 10 people

3月26日（木） / Thursday, March 26

備考欄の「ボランティア申込書」リンク参照
・事前研修あり（必須）
　日時：4月12日(日)12：00～17：00（予定）
　会場：ビーコンプラザ
※研修時に研修の手引きや当日のスケジュール（担当表）、Tシャツ（ユニフォーム）等を配布予定

Please refer to the "Volunteer Application Form" link in the "Note" column.
＊All volunteers NEED to participate in training held on April 12 (Sun.) starting from 12:00 to
17:00 in B-Con Plaza, Beppu City.
＊At the training,  the schedule/volunteer Handbook & T-shirt (uniform) will be provieded.
 

　　あり / Provided 　　なし/ Not provided

　　加入済み /Enrolled               加入予定 / Plan to enroll　 　    加入予定なし/ Not planning to enroll

　　国際学生のみ / International students only

    　　交流
    　　Cultural exchange

　　　　ボランティア活動
　　　　Volunteer

　　　　パフォーマンス披露
　　　　Performance

　　あり / Available　→送迎場所 / Place　APハウスⅠ前/ AP HouseⅠ

　　　出発時刻 / Departure time   →帰着時刻 / Return time

　　なし / Not available → 交通アクセス /Transportation information ↓↓↓

　　総額 / Total fare ￥

　　交通費支給 / Travel expenses→支給内容 / Expense details：

　　その他 / Other：オリジナルT-シャツ（ユニホームとして）/ Original T-shirt (for uniform)
　　　　　　　　　   お弁当 / Box lunch(ハラルフードや食品アレルギーの対応はできません。/ Halal food and
                               alternative meals in the case of food allergies or restrictions will not be provided.)

会場ボランティアスタッフ (もぎり・会場案内・グッズ、チケット販売・クローク係等)
Volunteer at the music festival (Ticket-collection, venue guide, goods selling, cloakroom staff)

地域交流行事　学生募集用紙
Local Exchange Information

第22回別府アルゲリッチ音楽祭
/ The 22nd MUSIC FESTIVAL Argerich’s Meeting  Point in Beppu

1)2020年5月  9日（土）    2020/May/  9/Sat.
2)2020年5月16日（土）    2020/May/16/Sat.
3)2020年5月23日（土）    2020/May/23/Sat.

1)/2)ビーコンプラザ（別府市）/ B-Con Plaza (Beppu-shi)
3)     iichiko総合文化センター（大分市）/ iichiko Culture Center (Oita-shi)


