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三重県教育委員会主催  
「英語キャンプ」ボランティアスタッフ募集のお知らせ 

【募集内容】 

英語が好きな方、英語が得意な方、将来教員を目指している方等 

2017年12月25日（月）～12月26日（火） 
１日だけの参加も受け付けています！     

三重県立鈴鹿青少年センター 

三重県下の小・中学生を対象した英語キャンプ。英語を使ったアクティビティや 
学習活動、児童学生との交流イベントなどの実施をお手伝いしていただきます。 
一緒に英会話でコミュニケーションをしたり、英語を使ったプレゼンテーション 
スピーチの準備をしたりと、期間中は参加者と積極的に英語で交流してもらいた
いです。 
弊社のスタッフ及びネイティブと一緒に楽しく、有意義なイベントを作りましょ
う。 

事前に研修会を行います。当日のスケジュールや内容等の確認や簡単な練
習も行いますので、安心して参加下さい。  

１、応募後、メール添付にて申込用紙フォーム（エクセル） ⇒ 弊社から送
信。 
２、受信後は、エクセル入力 ⇒ 弊社宛に返信 ⇒ 説明会・面談調整 
３、面談・合格 ⇒ 事前研修に参加 ⇒ キャンプ開始 
  
１５名程度  

2017年10月4日（水）～2017年11月30日（木） 

下記応募先までメールにてご連絡ください。   
 
株式会社インタラック 関西東海 名古屋支店 

担当 ：   増田 純子 
Email：   junko.masuda@interac.co.jp  
 

株式会社インタラック関西東海 名古屋支店 
〒450-6408 名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング ８階 TEL： 052-589-8891  
営業時間： 平日 9:00～18:00 

☆メールでお問い合わせの際は、 タイトルに「三重英語キャンプ」 と記載 
本文に① お名前、② 学校名、③ 連絡先、④ 希望参加日、⑤ 希望面談日時（平日）を３つ記載下さい。 

活動期間中にかかる費用は弊社が負担します。 
ミーティング・イベント時の交通費、イベント中の食事代・ 
宿泊代・保険代 （イベント中の食事はバイキング形式です。） 
少しですが、謝礼をお渡しします。 
※面談にかかる交通費のみお支払い出来かねますので、ご容赦下さい。 
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Wanted !! “Eigo Camp ” Volunteers 

Sponsored by Mie prefecture Board Of Education  

A fascinating English event with students (elementary and junior high) will be held in Suzuka, Mie  

in this winter.  We need volunteers who can work together with us to create a memorable event ! 

2017/10/4 -2017/11/30 

     Junko Masuda at Interac Kansai Toukai Co., Ltd. 

     Email:  junko.masuda@interac.co.jp 
     

       ★When you apply  by e-mail,  please list the following information . 

             Title : Mie BOE English  Camp 

   ①Name  ②School name ③Available dates for the interview and time 

   ④Contact information(Weekdays 9am – 6pm)  

 Interac will cover all your expenses. 
・Transportation cost for the meetings and event, meals and accommodation fee during 

the event, and other costs related to the event.  Meals during the event are buffet-style. 

・Please note that only the transportation cost for the interview is not reimbursed. 

2017/12/25 - 2017/12/26（1night 2 days） 
*Only 1day attending is appreciated.     

Suzuka Seisyounen Center 

Interac will  pay you some thank you money later 

(The amount depends on the number of  the days you attend.) 

We would like you to become a group leader of the students, and 

communicate in English, and help them for their presentation in 

English.  

An enthusiastic (international) student who is interested in English. 

 (No Japanese skill is required) 

Apply by email  ⇒We will send you an Application form 

⇒Please send the form back to us ASAP. 

Interview ⇒After passing interview Please  attend the camp meeting  ⇒ English Camp ! 

〒450-6408  8th floor,  Dainagoya-Birudingu.,  3-28-12, Meieki Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 

TEL:052-589-8891 

Please email 


