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2011/9/28－10/2

第5回「世界青年の船」事業　SWYAA国際大会 in メキシコ
5th SWYAA Global Assembly in Mexico (16th International Reunion)

開会式（左から、内閣府吉田真晃参事官補佐、メキシコ外務省Ramon 
Xilotl大使、在メキシコ合衆国日本大使館目賀田周一郎大使、大河原友
子IYEO会長、Kento Watanabe大会委員長）
Opening Ceremony: From left, Mr. Masateru Yoshida (Principal Deputy 
Director, Cabinet Office), Ambassador Ramon Xilotl (Ministry of Foreign 
Affairs), Ambassador Shuichiro Megata (Embassy of Japan), Ms. Tomoko 
Okawara (President of IYEO), Mr. Kento Watanabe (GA Organizing 
Committee Leader)

事後活動協議会（Part 1）での活動報告：ゲームやスポーツ
を通じた子供向けの人材育成プログラムをメキシコの既参加青
年が実施
Report session at Conference for Post-Program Activities (Part 1): 
Mexican ex-PY conducts human resource development program for 
children through the game and sports.

事後活動協議会（Part 1）での活動報告： SWY22の有志に
より始まったケニアの小学校を支援するプロジェクト、「ツペ
ンダンネ」の活動を発表
Report session at Conference for Post-Program Activities (Part 1): 
Presentation on support project for Kenyan primary school launched 
by volunteer mambers of SWY22 (Tupendane) .

メキシコの既参加青年による案内のもと、四つのグループに分かれ、
国立宮殿、カテドラル、ラテンアメリカ・タワーなどの見学ツアーを
実施
Participants are divided into four group to enjoy the city tour by the Mexican 
ex-PYs, visiting National Palace, cathedral,  Latin American Tower, etc.

Porfirio Muñoz Ledo議員とメキシコの政治、メキシコにおける
報道の自由、青年の政治参加などについての意見交換会を行う
Participants engage in discussion with Congressman Mr. Porfirio Muñoz 
Ledo on politics of Mexico, freedom of the media in Mexico and youth 
participation in politics.

マリアッチ（メキシコ伝統の楽団）で有名なガリバルディ・プラザ
で交流を深める
Participants enjoy cultural exchange with mariachi at Garibaldi Plaza, 
famous for Mexican traditional band.



テオティワカン市では市庁舎前広場で開かれた盛大な歓迎セレモ
ニーの御礼に、参加者全員でソーラン節を披露
In appreciation for big welcome ceremony which took place at the City 
Hall Plaza of Teotihuacan city, all the participants performe a Soran dance.

事後活動協議会（Part 2）で事後活動として取り組みたい内容に
関して小グループに分かれて話し合う
Report session at Conference for Post-Program Activities (Part 2): Divided 
into small groups, participants discuss about content of post-program 
activities which they want to be engaged in.

世界遺産のソチミルコを訪問し、トラヒネラと呼ばれるメキシコの伝統的な手漕ぎボートで水路を移動し、浮島などを訪問
Participants visit Xochimilco, a World Heritage site, ride on a Mexican traditional paddle boat called Trajineras along the canals and visit a floating island.

古代都市テオティワカン遺跡でテオティワカンやアステカ文明に
ついての説明を受けた後、ピラミッドに登る
At the ruins of Pre-Hispanic City of Teotihuacan, participants climb 
pyramid after receiving an explanation about Teotihuacan and Aztec 
civilizations.

グループごとにディスカッションの内容について発表
Presentation about the result of the discussion by each group.



2012/2/18－2/24

事後活動について話し合った内容を発表
Participants share the outcomes of the discussion on post-program 
activities.

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)

地域における事後活動についてアドバイスをする既参加青年
Ex-PYs give advices on community-based post-program activities.

事後活動について地域別でディスカッションをする日本参加青年
Japanese participating youths engage in discussion by regional group on 
post-program activities.

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

既参加青年とカジュアルに話をするスペースを設置、各国の活動
報告書などを展示
A space is provided to have casual conversations with ex-PYs and to 
display the country reports submitted by SWYAAs.

「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


