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2013/8/30－9/2 公式プログラム Official Programs

18か国から108名が参加
108 participants from 18 countries join the Global Assembly.

開会式において、内閣府の大部沙絵子国際企画担当参事官補佐よ
りあいさつ（歓迎夕食会では、森まさこ内閣府特命担当大臣のあ
いさつ文を代読）
Ms. Saeko Obu (Principal Deputy Director for International Youth 
Exchange, Cabinet Office) makes a speech at the opening ceremony.
(She read the message on behalf of Ms. Masako Mori, Minister of State 
for Youth Affairs, Cabinet Office, at the welcome reception dinner.)

事後活動協議会では、各国の事後活動についての報告を行い、情
報を共有する
At the Conference for Post-Program Activities, participants report on 
the post-program activities implemented in each country and share the 
information.

事後活動協議会での活動報告：SWY24の既参加青年がバングラ
デシュの先住民族を支援をする「ちぇれめいれプロジェクト」の
活動を発表する（日本）
Report session at the Conference for Post-Program Activities: An ex-PY 
of SWY24 made a presentation on her activity to support native minority 
groups in Bangladesh (Cheremeie Project-Japan).

事後活動協議会での活動報告：数か国共同で実施しているLearn 
Live Loveプロジェクトは、貧困を無くすことを目的とし、教育、
雇用、ボランティアをサポートする活動を行っている（ペルー）
Report session at the Conference for Post-Program Activities: Learn Live 
Love is a volunteer project implemented jointly by ex-PYs from several 
countries which aims to eliminate poverty and by providing support for 
education, employment and volunteering (Peru).

第7回 SWYAA国際大会 –ペルー大会–（第18回インターナショナル・リユニオン）
7th SWYAA Global Assembly in Peru (18th International Reunion)



社会貢献活動：800人の子供たちの共同生活をサポートしている
NPO団体Lulayを訪問し、ボール運びなどのゲームや阿波踊りを
通して交流を深める
Social Contribution Activity: Participants visit the Lulay (NPO) where 
800 children live together and interact with the children by playing games 
such as ball-carrying, and dance the Awa dance.

参加各国とペルーの友好関係への願いを込めて苗木を植林する
Participants plant trees with a wish for the friendship between the 
participating countries and Peru.

マチュピチュにて
Machu Picchu

社会貢献活動：既参加青年が活動しているペルーの自然と歴史を
保全する団体の協力の下、ワカ・フォルタレザ・デ・コンポイ遺
跡にて遺跡周辺のゴミ拾いと歩道の石のペンキ塗りをする
Social Contribution Activity: With the assistance of the organization 
which promotes conservation of Peru’s nature and history and of which 
ex-PY is an active member, participants pick up trash around the site and 
paint stones on the paths at the ruins of Huaca Fortaleza de Campoy.

課題別視察：若者に伝統工芸を学ぶ場を提供している陶芸工房
「Arte Wari Peru」を訪問し、絵付けを体験する
Institutional Visit: Participants visit Arte Wari Peru which provides a 
place for young people to learn skills of traditional craftwork and enjoy 
painting.

インカ帝国時代に建設されたサント･ドミ
ンゴ教会を見学
Church of Santo Domingo which was built in 
the Incan period

マチュピチュの遺跡を修復している様子
Participants observe the repair work of the 
Machu Picchu.

2013/9/3-9/5 オプショナル・ツアー  Optional Tour


