
To All who Participate in Homestay Program 

While many have felt anxieties due to COVID-19 outbreak, some of the hosts and the guests might have 

been wondering whether to participate in a homestay program. We consider that it is important to take 

thorough measures for preventing infection to reduce each other ’s anxieties as much as possible. Based on 

that, we will be happy to help both hosts and guests have an enjoyable time by communicating in possible 

ways without overdoing. 

The conditions of homestay program for this year are as follows. 

<Applicable guests for this program> 

International exchange students who enrolled in universities which belong to Council Saitama Center for Go 

Global Students (c/o Saitama International Association) 

*This is only for those who has been in Japan 2 weeks or more after arrival.

<Participation> 

Watch your physical condition (for both hosts and guests). 

*Cancel immediately even in the morning of the staying day, when you have symptoms such as coughing,

runny nose, or a fever. 

<Cancellation> 

Tell your host/guest clearly that you need to cancel a homestay. When you cancel, please give them the 

specific reason why you need to cancel such as feeling sick. 

*Be sure to cancel when you found you are infected with COVID-19, or got a notice from a public health

center as you had close contact with the person infected. 

<Things to be aware during a homestay> 

-Wash your hands with soap or hand sanitizer.

-Wear a mask.

-Be careful when having raw foods.

-If you are not feeling well, do not hesitate to stop your stay.

<After a homestay> 

You developed symptoms such as a fever within 2 weeks after a homestay, please contact Saitama 

International Association as well as the Consultation for Foreign Expatriates in Saitama prefecture. 

Coronavirus Hotline for Saitama prefecture 

Tel 0570-783-770 (24 hours) 

Saitama International Association 

Tel 048-833-2992 (8:30 am- 5:15 pm, Monday to Friday) 

Pariticipation Requirements 
Please Enforce the following when you participate in Homestay Program.



令和２年度 GGSホームステイに参加する皆様へ 

新型コロナウィルス感染症への不安から、ホスト・ゲストの中には、ホームステイに参加

するかどうか迷っている方もいらっしゃるかと思います。ホストとゲストがお互いに、「う

つらない」「うつさない」ための対策を徹底し、相手の不安をできる限り取り除くことが大

切だと考えています。その上で、お互い決して無理をせず、できる範囲で交流するなど、

ホストとゲスト双方が、気持ちよく実施できればと思います。

今年度におけるホームステイについては、下記の条件で実施をすることといたします。 

＜ホームステイに参加するゲスト＞ 

・グローバル人材育成センター埼玉運営協議会大学会員に在籍する外国人留学生

※但し、来日後２週間以上経過している方とします。

＜ホームステイに参加する場合＞ 

・参加する人（ホスト及びゲスト双方）の体調管理を徹底しましょう。

※咳や鼻水、発熱などの症状がある場合には、ステイ当日の朝であっても速やかにキャ

ンセルをしてください。

＜キャンセルする場合＞ 

・相手にキャンセルする意志をはっきりと伝えましょう。

その際、体調不良による等、やむを得ずキャンセルする旨を伝えてください。

※新型コロナウィルスに感染したことが確認された場合、または濃厚接触者として

保健所等から連絡を受けた場合は、必ずキャンセルするようお願いいたします。 

＜ホームステイ当日に意識すべきこと＞ 

・石けんやアルコール消毒液などによる手洗いを徹底しましょう。

・マスクの着用を徹底しましょう。

・生の食品の取り扱いに注意しましょう。

・発熱等の体調不良の際は無理をせず、中断してください。

＜ホームステイ実施後＞ 

・２週間以内に、発熱等の症状が出た場合は、埼玉県新型コロナウィルス感染症県民サポ

ートセンターまで相談すると共に、国際交流協会までご連絡をお願いします。

埼玉県新型コロナウィルス感染症県民サポートセンター 

  Tel:０５７０－７８３－７７０（２４時間受付） 

（公財）埼玉県国際交流協会 

  Tel:０４８－８３３－２９９２（月～金、８：３０～１７：１５） 

参加要件
ホームステイの参加者は必ず下記に従ってください。




