
2013/2/15-2/18

乗船している既参加青年の紹介
Introduction of ex-PYs on board

既参加青年による事後活動の紹介：ツペンダンネ（ケニアの小学
校支援プロジェクト）
Ex-PY gives a presentation on a post-program activity: Tupendane 
(Support project for Kenyan primary school)

参加青年に自身の経験を語り、事後活動についてアドバイスをす
る既参加青年
Ex-PY talks about his own experience and advises PYs on post-program 
activities.

既参加青年による事後活動事例発表
Presentation on post-program activities by ex-PYs

既参加青年が事後活動について情報を共有するブースを設置
Ex-PYs set up a booth which shares the information about post-program 
activities.

「世界青年の船」事業事後活動連携強化プログラム
Ship for World Youth Program Post-Program Activities Promotion Programs



2013/3/17-3/23

森まさこ内閣府特命担当大臣への表敬訪問
The representatives pay a courtesy call on Ms. Masako Mori, Minister of State for Youth Affairs, Cabinet Office.

SWYAAの国際組織としての再建について意見を述べるメキシコ代表
The Mexican delegate expresses an opinion about reestablishment of 
SWYAA as an international body.

内閣府担当官との懇談に向けて準備
The representatives prepare for the meeting with the Cabinet Office 
officials.

事後活動発表会で来場者とテーマごとに小グループに分かれて意
見交換
The representatives engage in small group discussion by theme with the 
audience at the Post-Program Activity Presentation.

事後活動発表会終了後のランチパーティー
Lunch Party after the Post-Program Activity Presentation

SWYAA国際連盟の憲章の制定に向けて活発に意見を交換する
Delegates actively exchange opinions to establish the Charter for SWYAA 
International.

事後活動発表会で各国の会議代表者が来場者に向けて事後活動組
織の活動について発表
Each representative gives a presentation on a post-program activity to the 
audience at the Post-Program Activity Presentation.

「世界青年の船」事業既参加青年東京連絡会議
Tokyo Conference for the Ex-Participating Youth of the Ship for World Youth Program



■フィジー　Fiji
　植林プロジェクトが開始され、第一段階としてナモシ州のNukusere 
村で20本の白檀が植樹された。Nukusere 村でのプロジェクト発足
の際にはスバの日本国大使館の代理大使が来賓として招かれた。プ
ロジェクトの第二段階として今年度更に20本の白檀が植樹される予
定である。成長した白檀は販売され、子供たちや地域開発のために
役立てられる。

Tree Planting Project was initiated whereby 20 sandalwood trees were 
planted in Nukusere Village, interior of Namosi Province as phase 1. The 
Deputy Ambassador of the Embassy of Japan in Suva was the chief guest 
at the launching of this project in Nukusere. Another 20 sandalwood 
tress will be planted this year as phase 2 of the project. Mature trees will 
be sold and used for the children and community development. 

■インド　India
　SWYAAインドのこの3年間の顕著な活動の一つとして貧
しい家庭の子供のための教育が挙げられる。キヤノン・イン
ディアの協賛をうけて子供たちは「オープンスクール」と呼ば
れる教育施設で勉強に励んでいる。2009年から2012年ま
でにこれまで12の「オープンスクール」で3,200人の子供た
ちが教育を受けている。この子供たちはニューデリーの低所
得者地域に住んでいて良質な教育を受ける機会がほとんど
なかったが、その多くが勉強に励み現在では正規の学校へ
入学している。

In the last three years, one of the most significant activities 
of SWYAA-India has been the education of children for 
poor families. With support from Canon India, children are 
studying in the education centres called open schools. From 
2009-2012, in these twelve open schools, 3,200 children have 
been educated so far. These children live in low income settlements of New Delhi and have very little opportunity of receiving good quality 
education. But, many of these students are doing well in their studies and are now enrolled in the formal schools.  

■日本（日本青年国際交流機構）　Japan/IYEO
 「One More Child Goes to School」はSWYAAスリランカ
と協力して2008年に公式に開始された。2010年よりIYEOは
奨学金プロジェクトに取り組み、現在53名の里親がスリラン
カ南部のマタラの小学校に通う59名の児童（5歳～10歳）を
支援している。毎年IYEOは里親を受け入れ、プログラムは
徐々に成長してきている。
　加えてIYEOは学習教材を購入する資金を集めるために
チャリティー・イベントを日本で行った。また、毎年実施してい
るチャリティー・ランチは2013年3月にも開催され、多くの参
加者が出席した。

One More Child Goes to School was officially started in 
2008 in cooperation with SWYAA Sri Lanka. From 2010, 
IYEO has been focusing on the scholarship project, and 
currently, 53 Japanese Foster Parents are supporting 59 Sri Lankan students (ages 5-10) who are going to the primary school in Matara, the 
sourthern part of Sri Lanka. Every year IYEO receives more foster parents and the program is gradually growing. 

In addition, IYEO organizes charity events in Japan to raise fund to purchase educational materials. The annual charity lunch was held in 
March 2013 with many guests attending.

平成24年度 各国事後活動組織の活動
Activities of the Respective SWYAA (FY2012)



■メキシコ　Mexico
　SWYAAメキシコはメキシコ青年庁と在メキシコ日本国大使館と連携
して第25回「世界青年の船」事業の参加青年の選考において大きな役
割を与えられた。選考プロセスの二つの大きな変更は以下の通りである。
　1. 2か所目の選考会場の設置
　2. 選考過程において社会貢献活動を必須とする
　この選考プロセスは前回と比べるとより大きな改善をもたらした。
2か所目の選考会場の提供によって多くのメキシコ人青年が「世界青
年の船」事業に申し込む機会を得られるようになった。また、選考過
程での社会貢献活動によって事業参加前にもかかわらず応募者が社
会に影響を与えることができるようになった。

SWYAA Mexico was authorized to take an active role in choosing the 
participants for SWY25 in cooperation with the Mexican Institute for 
Youth and the Embassy of Japan in Mexico. Two major changes in the 
selection process were introduced as below:

a)  Offering a second venue for examinations.
b)  Social impact activities as a core requisite in the selection process
This selection process improved a lot compared to previous ones: more young Mexicans had the opportunity to apply to SWY by offering 

a second venue for the examinations, and the social impact activities in the selection process allowed the applicants to create an immediate 
impact in a community even before participating in the program.
  

■ニュージーランド　New Zealand
　SWYAAニュージーランドは長年にわたり様々な方法で社会貢献活動を行ってきた。昨年は多
くの既参加青年が集まり、ウェリントンのコミュニティの人 と々協力して「フォレスト・アンド・バード
（森と鳥）」を支援した。これは野生のコガタペンギンの生息地に自生する固有の低木の植樹に
備えて沿岸地域の草むしりを支援する活動である。

SWYNZ alumni have contributed socially in numerous ways over the years. Last year, a number of 
SWY alumni joined forces with others in the Wellington community to lend support at a local “Forest 
and Bird” event. The activity involved helping to weed a coastal area in preparation for native shrub 
planting of the habitats of native blue penguins.

■ペルー　Peru
　6月1日、SWYAAペルーの多くの会員の参加のもとコンサート
「SWY Fest 2」が開催された。第24回「世界青年の船」事業の既
参加青年たちが乗船中に覚えた歌を披露する一方、ゲストのアーティ
ストたち（テレビ業界の著名人を含む）は集まった200名以上の人々
を楽しませた。この活動は既参加青年たちを募金活動という共通
の目的へと結びつけ、SWYAAペルーを活発にさせる役割を果たし
た。3975.00ヌエボ・ソル（約1483.20米ドル）が集まるすばらしい結
果となった。

On June 1, the concert “SWY Fest 2” was held with great participation 
of members of the SWYAA Peru. Ex-PYs from SWY24 performed songs 
they learned on board, while guest artists (including TV celebrities) 
amused more than 200 people gathered. The activity served as a way to 
strengthen SWYAA Peru, uniting ex-PYs in a common fundraising goal. 
The result was a positive one as S/. 3975.00 Nuevos Soles (US $1483.20 
dollars) was collected.  

■イエメン　Yemen
　SWYAAイエメンは少なくとも年に3回、国立輸血研究センターへ行き
献血を行っている。この活動は2010年の初めにスタートし、現在まで最
も活発な恒例の行事となっており、事後活動組織の会員だけではなく
友人や家族も協力している。2012年度は10月に献血を行った。

At least 3 times a year, the members of the SWYAA-Yemen go to the 
National Blood Transfusion & Research Center to donate blood. This 
activity was started in the beginning of 2010, and so far this activity is 
one of the most popular and regular events, not only among the members 
of the Alumni Association but also among their friends and some family 
members. This year Ex-PYs donated bloood in October 2012.


