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（1）日本国内活動日程

1 日本国内活動日程

月日 時間 活動内容

10月25日
（火）

6:45
6:50
7:35
7:40
8:00
8:50
9:50

15:00
15:05
16:20
17:30

＜ASEAN各国ナショナル・リーダー（NL）、参加青年（PY）、ホストファミリー代表者＞
成田国際空港・羽田空港到着

カンボジア（NH-818）成田国際空港
ミャンマー（NH-814）成田国際空港
ラオス（VN-310）成田国際空港
マレーシア（MH-088）成田国際空港
ベトナム・ホストファミリー代表者（VN-300）成田国際空港
インドネシア（GA-874）羽田空港
ブルネイ（JL-038）羽田空港

内閣府へ移動後、到着オリエンテーション
ホテルニューオータニ東京へ移動

フィリピン（NH-820）成田国際空港
ベトナム（VN-384）羽田空港
シンガポール（JL-712）成田国際空港
タイ（JL-708）羽田空港

ホテルニューオータニ東京へ移動後、到着オリエンテーション
ホテルニューオータニ東京泊

＜日本参加青年＞
出航前研修

国立オリンピック記念青少年総合センター泊

10月26日
（水） 8:15

＜日本参加青年＞
ホテルニューオータニ東京へ移動

9:00-11:00
＜各国NL、PY、ホストファミリー代表者＞
オリエンテーション（鳳凰の間）
・ 中村かおり管理官挨拶
・ 各国NL、PY紹介
・ 各国ホストファミリー代表者紹介
・ 管理部員紹介
・ 日本国内活動説明
・ 大河原友子日本・ASEANユースリーダーズサミット（YLS）実行委員長挨拶
・ ソリダリティ・グループ（SG）別ミーティング

11:15-11:45
＜ホストファミリー代表者＞
内閣府青年国際交流担当室長表敬訪問（椿の間）
・ 和田昭夫内閣府青年国際交流担当室長挨拶
・ 感謝状、記念品贈呈
・ 記念撮影
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第3章　日本国内活動

月日 時間 活動内容

10月26日
（水） 12:00-12:30

13:00-14:30

＜各国NL、PY、ホストファミリー代表者＞
参集式（鳳凰の間）
・ 黙祷（平成13年度事業におけるブルネイでの事故被害者の冥福をお祈り）
・ 加藤勝信内閣府特命担当大臣（少子化対策、男女共同参画）挨拶
・ PY代表Mr. Norhidayat Bin Haji Ahim（ブルネイYL）挨拶
・ 記念品交換
歓迎レセプション（鳳凰の間）
・ 石原宏高内閣府副大臣挨拶
・ 武川光夫内閣府審議官乾杯挨拶
・ 記念撮影

ホテルニューオータニ東京泊

15:00
＜ホストファミリー代表者＞
箱根旅行へ出発（2泊3日）

10月27日
（木）

～

10月30日
（日）

＜各国NL、PY＞
地方プログラム（3泊4日、詳細は（2）地方プログラム日程を参照）
・ 宮城県（SG-A） ・ 福島県（SG-B） ・ 栃木県（SG- C）
・ 長野県（SG-D） ・ 三重県（SG-E） ・ 兵庫県（SG-F）
・ 奈良県（SG-G） ・ 岡山県（SG-H） ・ 徳島県（SG-I）
・ 高知県（SG-J） ・ 長崎県（SG-K）

10月28日
（金）

＜ホストファミリー代表者＞
箱根旅行から帰京
都内視察（江戸東京博物館）
ホテル日航成田へ移動

ホテル日航成田泊

10月29日
（土）

9:30
10:30
11:00
11:10

＜ホストファミリー代表者＞
成田国際空港から帰国

ベトナム（VN-301）、 フィリピン（PR-431）
マレーシア（MH-089）
タイ（TG-641）、インドネシア（GA-881）
シンガポール、ブルネイ（SQ-637）

6:45
7:40
8:50

13:40
13:55
19:00

＜ファシリテーター＞
成田国際空港・羽田空港到着

DG3（NH-808）成田空港
DG4（MH-088）成田空港
DG6,8（GA-874）羽田空港
DG2（PR-434）成田空港
DG7（PR-422）羽田空港
DG5（QF-061）成田空港

国立オリンピック記念青少年総合センターへ移動後、オリエンテーション、船内ディスカッ
ション活動準備

国立オリンピック記念青少年総合センター泊
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月日 時間 活動内容

10月30日
（日）

10:00-10:30
10:45-14:30
19:00-19:30

＜ローカル・ユース（LY）＞
－日本・ASEANユースリーダーズサミット（YLS）－
LY集合
YLSオリエンテーション
ディスカッション講座①

19:00-19:30

＜各国NL、PY、ファシリテーター＞
地方プログラムから帰京、国立オリンピック記念青少年総合センターに到着
課題別視察オリエンテーション

19:45-21:00

＜各国NL、PY、LY、ファシリテーター＞
－YLS－
ディスカッション・グループ活動

国立オリンピック記念青少年総合センター泊

10月31日
（月） 10:00-11:30

14:00-14:45
18:05-18:25

＜各国NL、YL、AYL＞
裏千家東京道場へ訪問
秋篠宮同妃両殿下御引見（秋篠宮邸）
安倍晋三内閣総理大臣表敬訪問（首相官邸）
・ PY代表Ms. Silima Keopaseuth（ラオスYL）挨拶
・ 安倍晋三内閣総理大臣挨拶
・ 記念撮影

9:00-10:30
10:30-12:30
13:30-15:00
15:00-17:00

＜LY＞
－YLS－
ディスカッション講座②
ディスカッション・グループ活動
日本・ASEAN文化交流プログラムオリエンテーション
LYパフォーマンス準備

9:00-16:00
＜各国PY、ファシリテーター＞
課題別視察（ディスカッション・グループ別）

DG1：パクチーハウス東京
DG2：横濱中華學院
DG3：一般社団法人防災教育普及協会、池袋防災館
DG4：株式会社ABC Cooking Studio
DG5：特定非営利活動法人ぷれいす東京、特定非営利活動法人akta
DG6：特定非営利活動法人開発教育協会、国際機関日本アセアンセンター
DG7：品川女子学院
DG8：NHKスタジオパーク、Yahoo! Japan x Youth Create

18:30-19:15
19:30-21:00

＜各国NL、PY、LY、ファシリテーター＞
－YLS－
全体オリエンテーション
ディスカッション・グループ活動
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第3章　日本国内活動

月日 時間 活動内容

11月1日
（火） 9:00-11:30

13:20-13:50

14:00-17:30
(14:00-15:00)
(15:15-17:30)
19:15-20:45

－YLS－
日本・ASEAN文化交流プログラム準備
YLS開会式（カルチャー棟大ホール）
・ 豊田俊郎内閣府大臣政務官挨拶
・ Dr. Ben Perkasa Drajat駐日インドネシア大使館臨時代理大使挨拶
・ PY代表 Mr. Noor Mohd Azam Shah Bin Atan（マレーシアYL）挨拶
日本・ASEAN文化交流プログラム
・ パフォーマンス（カルチャー棟大ホール）
・ 展示（国際交流棟レセプションホール及び国際会議室）
交流の夕べ（国際交流棟レセプションホール）
・ 中村かおり管理官挨拶
・ 大河原友子YLS実行委員長乾杯挨拶
・ LY、YLS実行委員パフォーマンス

国立オリンピック記念青少年総合センター泊

11月2日
（水） 9:00-10:15

10:30-17:00
17:15-18:00

18:30-20:00

－YLS－
基調講演（カルチャー棟大ホール）

講演者：中村　恵氏（特定非営利活動法人国連UNHCR協会）
テーマ：「社会における自分の役割を探して」

ディスカッション・グループ活動
サマリープレゼンテーション（国際交流棟国際会議室）
・ ディスカッション・グループ別発表
LY修了証書授与式・歓送会（国際交流棟レセプションホール）
・ 和田昭夫内閣府青年国際交流担当室長挨拶
・ LY修了証書授与
・ 濱田直子日本NL乾杯挨拶

20:20-21:00
＜各国NL、PY、ファシリテーター＞
チェックアウトオリエンテーション

国立オリンピック記念青少年総合センター泊

11月3日
（木）

7:30-8:30
9:30-12:00

13:30-14:30
15:00-16:00
17:30-18:00

チェックアウト
国別ミーティング
全体オリエンテーション（国際交流棟国際会議室）
東京港へ移動、にっぽん丸に乗船
船側オリエンテーション（ドルフィンホール）

にっぽん丸泊

11月4日
（金）

7:30-8:00
9:30-10:30

10:30-12:00
13:30-14:45
15:15-15:40

16:00

日本国旗掲揚式（ドルフィンホール）
安全講話、避難訓練
出国手続き
船内公開
出航式（ドルフィンホール）
・ 和田昭夫内閣府青年国際交流担当室長挨拶
・ 佐藤恵一日本青年国際交流機構会長挨拶
・ PY代表 Mr. Kaung Myat（ミャンマーYL）挨拶
・ 花束贈呈
出航
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月日 時間 活動内容

10月27日
（木）

12:36-14:37
16:00-17:00

19:00

東京駅から仙台駅へ移動（やまびこ51号）
宮城県庁表敬訪問
・ 佐野好昭宮城県環境生活部長挨拶
・ 濱田直子（日本NL）挨拶
・ 記念品贈呈
・ 記念撮影
オリエンテーション・夕食

メルパルク仙台泊

10月28日
（金） 9:00-9:30

10:00-11:00
11:30-12:30
13:00-16:30

18:45-20:30

日本・アセアン青年交流プログラム
・ 東日本大震災被災者からの講話
・ せんだい3.11メモリアル交流館訪問
・ かまぼこの鐘崎七夕ミュージアム訪問
・ 地元青年と交流（宮城県青年会館エスポールみやぎ）

- 交流ランチ
- オリエンテーション
- 意見交換（テーマ：「震災～復興に何を感じたか？」、「大事だと思うこと」）
- 七夕飾り作り
- グループ発表
- フィナーレ

歓迎会及びホームステイ・マッチング（メルパルク仙台）
・ 田山奈央子宮城県受入実行委員長挨拶
・ 鈴木秀人宮城県環境生活部次長挨拶
・ 伊勢みゆき宮城青年国際交流機構乾杯挨拶
・ 地元青年によるパフォーマンス（盆踊り）
・ PYによるパフォーマンス
・ 写真撮影
・ ホームステイ・マッチング

10月29日
（土）

～終日ホームステイ～

10月30日
（日）

11:40
12:44-14:48
15:45

仙台駅集合
仙台駅から東京駅へ移動（やまびこ140号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

(2) 地方プログラム日程
①宮城県（SG-A）

歓迎会 地元の青年と「震災～復興に何を感じたか？」について議論する
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第3章　日本国内活動

②福島県（SG-B）

内堀雅雄福島県知事表敬訪問 福島県立福島南高等学校で、高校生にマレーシアの文化を説明
する

月日 時間 活動内容

10月27日
（木）

13:00-14:32
15:20-15:50
16:00-16:20

18:00

東京駅から福島駅へ移動（やまびこ139号）
吾妻嘉博福島県観光交流課長から福島の現状についての説明（福島県庁）
福島県知事表敬訪問
・ 内堀雅雄福島県知事挨拶
・ Mr. Trinh Le Anh（ベトナムNL）挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
オリエンテーション・夕食

ホテルサンルートプラザ福島泊

10月28日
（金）

9:30-16:30

18:40-20:30

日本・アセアン青年交流プログラム（福島県立福島南高等学校）
・ 池田健一郎校長挨拶
・ Mr. Hazan Norawniakasy（カンボジアAYL）挨拶
・ 生徒代表挨拶
・ 交流プログラム（昼食お弁当作り、など）
歓迎会及びホームステイ・マッチング（ホテルサンルートプラザ福島）
・ Ms. Silima Keopaseuth（ラオスYL）挨拶
・ 須藤浩光福島県こども未来局長挨拶
・ 浦山明浩福島県受入実行委員長乾杯挨拶
・ PYによるパフォーマンス
・ ホームステイ・マッチング
・ 記念撮影

10月29日
（土）

～終日ホームステイ～

10月30日
（日）

12:30
13:16-14:48
15:45

福島駅集合
福島駅から東京駅へ移動（やまびこ140号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着
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③栃木県（SG-C）

月日 時間 活動内容

10月27日
（木）

13:00-13:49
14:15-16:00

17:00
18:30

東京駅から宇都宮駅へ移動（やまびこ139号）
栃木県副知事表敬訪問
・ 鈴木誠一栃木県副知事挨拶
・ Ms. Wimolrat Ratchukool（タイNL）挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
日本茶体験
オリエンテーション・夕食

宇都宮グランドホテル泊

10月28日
（金）

9:30-15:40

18:30-20:30

日本・アセアン青年交流プログラム（宇都宮大学）
・ 石田朋靖学長挨拶
・ 記念撮影
・ 授業見学
・ 施設見学
・ 学生とのディスカッション（テーマ：「東南アジアへのメッセージ」）
歓迎会及びホームステイ・マッチング（宇都宮グランドホテル）
・ 熊倉百合子栃木県受入実行委員長挨拶
・ Ms. Wimolrat Ratchukool（タイNL）挨拶
・ 千金楽宏栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課長乾杯挨拶
・ 地元青年パフォーマンス（喜連川公方太鼓）
・ PYによるパフォーマンス
・ ホームステイ・マッチング

10月29日
（土）

～終日ホームステイ～

10月30日
（日）

13:00
13:34-14:24
15:30

宇都宮駅集合
宇都宮駅から東京駅へ移動（やまびこ44号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

鈴木誠一栃木県副知事表敬訪問 日本茶の体験をする
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第3章　日本国内活動

④長野県（SG-D）

月日 時間 活動内容

10月27日
（木）

13:04-14:48
15:20-16:10
16:40-17:20

18:30

東京駅から長野駅へ移動（あさま611号）
善光寺参拝・散策
長野県庁表敬訪問
・ 青木弘長野県県民文化部長挨拶
・ Mr. Seang Soleak（カンボジアNL）挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
オリエンテーション・夕食

ホテル国際21泊

10月28日
（金）

9:30-16:45

18:00-20:00

日本・アセアン青年交流プログラム
・ 松代文武学校、真田邸見学
・ 投扇興体験（樋口邸）
・ おやき作り体験
・ 学生と食をテーマとしたディスカッション（信州大学工学部）
歓迎会及びホームステイ・マッチング（SAIHOKUKAN）
・ パネルシアター
・ 大月良則長野県県民文化部国際課国際担当部長挨拶
・ Mr. Seang Soleak（カンボジアNL）挨拶
・ 樋口敦子長野県青年国際交流機構会長乾杯挨拶
・ 地元青年によるパフォーマンス（日本武術）
・ PYによるパフォーマンス
・ ホームステイ・マッチング

10月29日
（土）

～終日ホームステイ～

10月30日
（日）

11:30

12:27-14:12
15:15

長野駅集合
お別れ会（長野駅）
長野駅から東京駅へ移動（あさま616号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

青木弘長野県県民文化部長表敬訪問 おやき作り体験
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⑤三重県（SG-E）

月日 時間 活動内容

10月27日
（木）

12:50-15:39
17:00

東京駅から津駅へ移動（のぞみ111号、近鉄1413号）
オリエンテーション・夕食

津都ホテル泊

10月28日
（金）

9:00-14:00

16:00-17:00

18:00-20:30

日本・アセアン青年交流プログラム
・ 三重県博物館　忍者学講義兼企画展見学　「忍者ってナンジャ!?」
・ 伊賀流忍者博物館　館内見学　忍者ショー観賞
三重県知事表敬訪問
・ 鈴木英敬三重県知事挨拶
・ Ms. Lee Chew Yee Jenny（シンガポールNL）挨拶
・ 記念品交換
歓迎レセプション及びホームステイ・マッチング（プラザ洞津）
・ 記念撮影
・ 岡本昌和三重県健康福祉部子ども・家庭局長挨拶
・ Ms. Lee Chew Yee Jenny（シンガポールNL）挨拶
・ 中浦順一郎伊賀市観光協会事務局次長乾杯挨拶
・ 地元青年によるパフォーマンス（伊勢神宮奉仕会青年部）
・ PYによるパフォーマンス
・ ホームステイ・マッチング
・ 白木邦貞三重県青年国際交流機構会長閉会挨拶

10月29日
（土）

～終日ホームステイ～

10月30日
（日）

10:30
11:24-14:23
15:30

アスト津集合
津駅から東京駅へ移動（近鉄10号、のぞみ224号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

鈴木英敬三重県知事表敬訪問

三重県博物館　忍者学講義兼企画展見学
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第3章　日本国内活動

⑥兵庫県（SG-F）

月日 時間 活動内容

10月27日
（木）

12:30-15:22
17:00-17:40

17:40

東京駅から新神戸駅へ移動（のぞみ33号）
兵庫県副知事表敬訪問
・ 金澤和夫兵庫県副知事挨拶
・ Mr. Yodi Dermawan Dasuki（インドネシアNL）挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
オリエンテーション・夕食会

ホテルパールシティ神戸泊

10月28日
（金）

9:30-16:00

18:00-20:00

日本・アセアン青年交流プログラム
・ オリエンテーション
・ ディスカッション活動
・ 総括、振り返り
・ 人と防災未来センター訪問
歓迎会及びホームステイ・マッチング（ホテルパールシティ神戸）
・ 山口最丈兵庫県政策創生部長挨拶
・ Mr. Yodi Dermawan Dasuki（インドネシアNL）挨拶
・ 関本彩子兵庫県青年国際交流機構会長乾杯挨拶
・ PYによるパフォーマンス
・ ホームステイ・マッチング

10月29日
（土）

～終日ホームステイ～

10月30日
（日）

11:00
12:06-14:53
16:00

新神戸駅集合
新神戸駅から東京駅へ移動（のぞみ126号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

金澤和夫兵庫県副知事表敬訪問 ディスカッション活動
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⑦奈良県（SG-G）

月日 時間 活動内容

10月27日
（木）

12:50-16:06
17:30-18:20

19:10

東京駅から近鉄奈良駅へ移動（のぞみ111号、近鉄1507号）
奈良県副知事表敬訪問
・ 浪越照雄奈良県副知事挨拶
・ Mr. Ak Kamal Ariffin Bin Pg Haji Md Yassin（ブルネイNL）挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
オリエンテーション・夕食

ホテルリガーレ春日野泊

10月28日
（金）

9:30-17:00

18:30-20:00

日本・アセアン青年交流プログラム
・ ならまち散策
・ 文化体験

- 和菓子作り体験（中西与三郎）
- ベンガラ染めハンカチ作り（遊悠工房ZOO＆かぎろひ）
- 鹿の角アクセサリー作り（遊悠工房ZOO＆かぎろひ）

・ 東大寺見学
・ ディスカッション・プログラム（テーマ：「奈良の魅力と各国における観光の取り組

み」、「東南アジア諸国青年から見た奈良の魅力発見」）
歓迎会及びホームステイ・マッチング（ホテルリガーレ春日）
・ 島岡志帆受入実行委員長挨拶
・ 中幸司奈良県くらし創造部長挨拶
・ Mr. Ak Kamal Ariffin Bin Pg Haji Md Yassin（ブルネイNL）挨拶
・ PYによるパフォーマンス
・ 地元青年によるパフォーマンス（バサラ祭り）
・ 記念撮影
・ ホームステイ・マッチング

10月29日
（土）

～終日ホームステイ～

10月30日
（日）

10:20
11:00-14:23
15:30

近鉄奈良駅集合
近鉄奈良駅から東京駅へ移動（近鉄1106号、のぞみ224号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

浪越照雄奈良県副知事表敬訪問 鹿の角アクセサリー作り
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第3章　日本国内活動

⑧岡山県（SG-H）

月日 時間 活動内容

10月27日
（木）

12:30-15:55
16:50-17:30

19:00

東京駅から岡山駅へ（のぞみ33号）
岡山県庁表敬訪問
・ 松尾茂樹岡山県県民生活部長挨拶
・ Mr. Phouvong Manivong（ラオスNL）挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
オリエンテーション・夕食

瀬戸内マリンホテル泊

10月28日
（金） 8:10-13:30

15:30-17:00
18:00-20:00

日本・アセアン青年交流プログラム
玉野市立日比中学校訪問
・ PYによるパフォーマンス
・ グループ別交流
・ 職員と懇談
・ 給食体験
地元青年と倉敷美観地区散策
歓迎会及びホームステイ・マッチング（岡山プラザホテル）
・ 有田裕岡山県県民生活部男女共同参画青少年課長挨拶
・ Ms. Keang Chanboramey（カンボジアYL）挨拶
・ 井本亜希岡山県受入実行委員長乾杯挨拶
・ ホームステイ・マッチング
・ PYによるパフォーマンス
・ 地元青年によるパフォーマンス（岡山うらじゃ踊り）
・ 長木愛岡山青年国際交流会会長閉会挨拶
・ 記念撮影

10月29日
（土）

～終日ホームステイ～

10月30日
（日）

10:00
11:28-14:53
16:00

岡山駅集合
岡山駅から東京駅へ（のぞみ126号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

松尾茂樹岡山県県民生活部長表敬訪問 玉野市立日比中学校を訪問する

39



月日 時間 活動内容

10月27日
（木）

12:45-14:00
15:30-16:30
16:30-17:15

18:30

羽田空港から徳島阿波おどり空港へ（ANA283便）
オリエンテーション
徳島県副知事表敬訪問
・ 海野修司徳島県副知事挨拶
・ Ms. Siti Mariam Binti Ahmad Tobias（マレーシアNL）挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
夕食

ザ・グランドパレス泊

10月28日
（金） 9:00-12:00

12:30-16:10

18:30-20:30

日本・アセアン青年交流プログラム
徳島市立新町小学校訪問
・ 概要説明及び校内見学
・ 授業参加
・ 全体交流会（阿波踊り体験）
四国大学訪問
・ 校内見学
・ ディスカッション
歓迎会及びホームステイ・マッチング（ザ・グランドパレス）
・ 川村美樹徳島県県民環境部次世代育成・青少年課長挨拶
・ 近森由記子徳島県青年国際交流機構会長挨拶
・ Ms. Siti Mariam Binti Ahmad Tobias（マレーシアNL）挨拶
・ 萩原八郎徳島県青年国際交流機構副会長乾杯挨拶
・ PYによるパフォーマンス
・ 地元青年によるパフォーマンス（阿波踊り）
・ ホームステイ・マッチング
・ 記念撮影

10月29日
（土）

～終日ホームステイ～

10月30日
（日）

12:00
12:00-13:00
13:40-14:50
16:00

徳島阿波おどり空港集合
お別れ会（徳島阿波おどり空港）
徳島阿波おどり空港から羽田空港へ（JAL458便）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

⑨徳島県（SG-I）

四国大学でディスカッションプログラムに参加する 徳島市立新町小学校を訪問する
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第3章　日本国内活動

⑩高知県（SG-J）

月日 時間 活動内容

10月27日
（木）

13:40-15:00
16:30-17:15

18:00

羽田空港から高知龍馬空港へ（ANA565便）
高知県庁表敬訪問
・ 岡﨑順子高知県文化生活部長挨拶
・ Ms. Khin Sandar Thein（ミャンマーNL）挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
オリエンテーション・夕食

サザンシティホテル泊

10月28日
（金） 9:00-15:20

16:00-16:45
18:30-20:00

日本・アセアン青年交流プログラム
高知県立山田高等学校訪問
・ 濱田久美子校長挨拶
・ 日本文化・学校クラブ体験
・ 青少年交流会
高知よさこい情報交流館訪問
歓迎会及びホームステイ・マッチング（ザクラウンパレス新阪急高知）
・ 前田正也高知県受入実行委員長挨拶
・ Ms. Khin Sandar Thein（ミャンマーNL）挨拶
・ ホームステイ・マッチング
・ PYによるパフォーマンス
・ 地元青年によるパフォーマンス

10月29日
（土）

～終日ホームステイ～

10月30日
（日）

11:20
13:05-14:20
15:30

高知龍馬空港集合
高知龍馬空港から羽田空港へ（ANA566便）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

高知県立山田高等学校にて日本文化・学校クラブを体験する岡﨑順子高知県文化生活部長表敬訪問
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⑪長崎県（SG-K）

月日 時間 活動内容

10月27日
（木）

13:00-14:50
16:30-17:00

19:00

羽田空港から長崎空港へ（SNA 035便）
長崎県副知事表敬訪問
・ 濵本磨毅穂長崎県副知事挨拶
・ Mr. Lamigo, Kahlil Leva（フィリピンNL）挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
オリエンテーション・夕食

矢太樓南館泊

10月28日
（金）

9:15-16:30

18:30-20:30

日本・アセアン青年交流プログラム
・ 長崎原爆資料館見学
・ 原爆落下中心地公園、平和公園、平和祈念像見学
・ グループ毎に市内散策（テーマ「長崎の街づくりについて」）
・ シェアリング、プレゼンテーション
・ 記念撮影
歓迎会及びホームステイ・マッチング（のぞみ会館）
・ ホームステイ・マッチング
・ 荒木隆諫早国際交流センター会長挨拶
・ Mr. Lamigo, Kahlil Leva（フィリピンNL）挨拶
・ 宮崎誠長崎県教育庁生涯学習課長乾杯挨拶
・ PYによるパフォーマンス
・ 地元青年によるパフォーマンス（長崎大学龍踊部）
・ 記念撮影

10月29日
（土）

～終日ホームステイ～

10月30日
（日）

11:00
12:10
12:45-14:20
15:30

長崎空港集合
お別れ式（長崎空港）
長崎空港から羽田空港へ（JAL610便）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

濵本磨毅穂長崎県副知事表敬訪問 グルーブごとに市内散策
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