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1 日本国内活動日程
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（1）日本国内活動日程
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10月23日
（火）
6:45
6:50
7:40
8:00
8:10
8:50
9:50

15:00
15:05
16:20
16:25

άືෆᐜ

9:00-11:00

＜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＞
成田空港又は羽田空港に到着
カンボジア（NH-818）成田空港
ミャンマー（NH-814）成田空港
マレーシア（MH-088）成田空港
ベトナム・ホストファミリー代表者（VN-300）成田空港
ラオス（TG-642）成田空港
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）成田空港
ベトナム（VN-384）羽田空港
シンガポール（JL-712）成田空港
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

11:15-11:40

12:00-12:30

＜日本参加青年＞
出航前研修

13:00-14:30
国立オリンピック記念青少年総合センター泊

15:00

日本国内活動

άືෆᐜ
＜日本参加青年＞
ホテルニューオータニ東京へ移動
＜各国NL、PY、ホストファミリー代表者＞
オリエンテーション（於 ホテルニューオータニ東京「鳳凰の間」）
・ 山谷英之管理官挨拶
・ 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
・ ソリダリティ・グループ（SG）別ミーティング
＜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（於 ホテルニューオータニ東京「椿の間」）
・ 福田正信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
＜各国NL、PY、ホストファミリー代表者＞
参集式（於 ホテルニューオータニ東京「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）
・ 幸田徳之内閣府審議官挨拶
・ PY代表（
（カンボジアYL）挨拶
・ 記念品交換
歓迎レセプション（於 ホテルニューオータニ東京「鳳凰の間」）
・ 小野田壮内閣府政策統括官（共生社会政策担当）挨拶
・ PY代表（インドネシアYL）挨拶
・ 福田正信内閣府青年国際交流担当室長乾杯挨拶
・ 記念撮影
ホテルニューオータニ東京泊
＜ホストファミリー代表者＞
ホームステイへ出発（2泊3日）
＜各国NL、PY＞
地方プログラム（4泊5日、詳細は（2）地方プログラム日程（32〜42ページ）を参照）
・ 山形県（SG-A）
・ 福島県（SG-B）
・ 栃木県（SG-C）
・ 神奈川県（SG-D）
・ 山梨県（SG-E）
・ 新潟県（SG-F）
・ 長野県（SG-G）
・ 愛知県（SG-H）
・ 奈良県（SG-I）
・ 岡山県（SG-J）
・ 山口県（SG-K）

〜

10月25日
（木）
10月29日
（月）

10月26日
（金）

＜ホストファミリー代表者＞
ホームステイから帰京
都内視察
ホテルマイステイズプレミア成田へ移動
ホテルマイステイズプレミア成田泊

10月27日
（土）
9:30
10:20
10:55
11:10
11:45
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＜ホストファミリー代表者＞
成田空港又は羽田空港から出発
フィリピン（PR-431）、ベトナム（VN-301）成田空港
マレーシア（MH-089）成田空港
タイ（JL-717）成田空港
ブルネイ、シンガポール（SQ-637）成田空港
インドネシア（GA-875）羽田空港
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10月28日
（日）
7:40
8:00
8:50
11:50
15:00
17:30

10月29日
（月）

10月30日
（火）

19:00-19:30
19:45-21:00

9:00-17:00

19:45-21:00

10月31日
（水）

9:15-9:45

14:50-15:35
18:00-18:20

11月1日
（木）

άືෆᐜ
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＜ファシリテーター＞
成田空港又は羽田空港に到着
DG2（TG-642）成田空港
DG8（SQ-638）成田空港
DG3,6（GA-874）羽田空港
DG1（BA-005）成田空港
DG7（NH-820）成田空港
DG4（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
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

11月2日
（金）

7:30-8:00
9:30-10:30
10:45-12:00
13:30-14:45
15:15-15:40

16:00

日本国内活動

άືෆᐜ
日本国旗掲揚式（於 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（於 ドルフィンホール）
・ 福田正信内閣府青年国際交流担当室長挨拶
・ 高下正晴日本青年国際交流機構会長挨拶
・ PY代表（マレーシアYL）挨拶
・ 花束贈呈
出航

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
全体オリエンテーション（於 国際交流棟国際会議室）
ディスカッション・グループ（DG）ミーティング
国立オリンピック記念青少年総合センター泊
課題別視察（DG別）
DG1：独立行政法人日本貿易振興機構、特定非営利活動法人開発教育協会
DG2：ヤフー株式会社
DG3：国際機関日本アセアンセンター、独立行政法人国際協力機構
DG4：社会福祉法人江東園
DG5：東京学芸大学附属国際中等教育学校
DG6：三井不動産株式会社
DG7：一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト（GiFT）、東洋大学
DG8：千葉商科大学
ソリダリティ・グループ（SG）ミーティング
国立オリンピック記念青少年総合センター泊
チェックアウトオリエンテーション（於 カルチャー棟小ホール）
＜各国NL、YL、AYL＞
秋篠宮同妃両殿下御引見（於 秋篠宮邸）
安倍晋三内閣総理大臣表敬訪問（於 内閣総理大臣官邸）
・ PY代表（ラオスYL）挨拶
・ 安倍晋三内閣総理大臣挨拶
・ 記念撮影

19:00-20:30

文化交流プログラム（於 国際交流棟レセプションホール）
国立オリンピック記念青少年総合センター泊

7:30-8:30
9:30-12:00
14:00-15:00
15:30-16:30
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（於 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（於 ドルフィンホール）
にっぽん丸泊

30
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(2) 地方プログラム日程

②福島県（SG-B)

①山形県（SG-A）
月日

時間

10月25日
（木）

13:00-15:50
16:30-17:40

19:00

10月26日
（金）

10:30-16:30

18:30-20:30

10月27日
（土）
10月28日
（日）

活動内容

東京駅から山形駅へ移動（つばさ139号）
山形県庁表敬訪問
・石山健一山形県子育て推進部長挨拶
・日本ＮＬ挨拶
・記念品交換
・記念撮影
オリエンテーション・夕食

14:30
18:30

時間
12:36-14:16
15:00-15:30
15:30-16:00

17:25
19:00

ホテルキャッスル山形泊

【日本・アセアン青年交流プログラム】
学校法人九里学園高等学校訪問
・茶道と書道の文化体験
・昼食交流会
・ディスカッション
・部活動体験
・ラオスAYL挨拶
歓迎レセプション及びホームステイ・マッチング（於 ホテルモントビュー米沢）
・丸川裕太郎山形県青年国際交流機構副会長挨拶
・シンガポールYL挨拶
・PYによるパフォーマンス

ホームステイ先から集合
【日本・アセアン青年交流プログラム】
大学生との交流プログラム（於 山形大学工学部）
・ディスカッション（テーマ：日本と自国の違い）
夕食交流

9:45-12:00
13:40-15:48
16:30

紅花染め体験
昼食
米沢駅から東京駅へ移動（つばさ142号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

10月26日
（金）

10:20-12:10

12:30-16:45

10月27日
（土）
10月28日
（日）

15:00
18:00

ホテルハマツ）

ホームステイ先から集合
夕食
郡山ビューホテルアネックス泊

10月29日
（月）

9:25-13:00

【日本・アセアン青年交流プログラム】
JO-BI国際ビジネス公務員大学校訪問
・ ディスカッション（テーマ：観光・インバウンド）
・ 昼食交流会
郡山駅から東京駅へ移動（やまびこ46号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

学校法人九里学園高等学校にて高校生とディスカッションし発表する
（10月26日）

畠利行福島県副知事表敬訪問（10月25日）
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【日本・アセアン青年交流プログラム】
郡山市立行健第二小学校訪問
・ 佐藤俊幸校長挨拶
・ 英語でコミュニケーション
・ 日本文化体験で交流（剣玉、お手玉など）
福島県立郡山高等学校訪問
・ 昼食
・ 小島稔校長挨拶
・ タイAYL挨拶
・ グループディスカッション
・ 記念撮影
歓迎レセプション及びホームステイ・マッチング（於
・ インドネシアYL挨拶
・ 須藤浩光福島県こども未来局長挨拶
・ PYによるパフォーマンス
・ 記念撮影
〜終日ホームステイ〜

14:05-15:24
16:30

石山健一山形県子育て推進部長表敬訪問（10月25日）

活動内容
東京駅から福島駅へ移動（やまびこ51号）
福島県の現状説明（於 杉妻会館）
福島県副知事表敬訪問（於 杉妻会館）
・ 畠利行福島県副知事挨拶
・ 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
岳温泉櫟平ホテル泊

18:30-20:10

ホテルモントビュー米沢泊
10月29日
（月）

月日
10月25日
（木）

〜終日ホームステイ〜
13:30

日本国内活動

郡山市立行健第二小学校にて小学生と交流する（10月26日）
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③栃木県（SG-C)
月日
10月25日
（木）

④神奈川県（SG-D)
時間
13:00-13:49
14:30-19:10

活動内容
東京駅から宇都宮駅へ移動（やまびこ139号）
【日本・アセアン青年交流プログラム】
宇都宮大学訪問
・ 横田信三留学生国際交流センター長挨拶
・ フィリピンNL挨拶
・ ディスカッション（テーマ：英語教育について）
・ 記念撮影
・ 学生との交流夕食会

月日

時間

活動内容

10月25日
（木）

11:00-11:50
12:00
13:00
14:00-15:00

ホテルニューオータニ東京から神奈川県へ移動（バス）
昼食
オリエンテーション
神奈川県副知事表敬訪問（於 KOUSHA33）
・ タイNL挨拶
・ 首藤健治神奈川県副知事挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
夕食
散策
ダイワロイネットホテル横浜公園泊

17:00
19:30

宇都宮グランドホテル泊
10月26日
（金）

9:30-11:30
12:30-17:00

19:30-20:30
10月27日
（土）
10月28日
（日）

【日本・アセアン青年交流プログラム】
日光東照宮視察
日光江戸村視察
昼食
夕食
ホームステイ・マッチング（於 とちぎ青少年センター）

10月26日
（金）

10:00-13:00

〜終日ホームステイ〜
17:30
18:45-21:00

14:00-17:50

ホームステイ先から集合
歓送交歓会（於 宇都宮グランドホテル）
・ フィリピンNL挨拶
・ PYによるパフォーマンス
・ 記念撮影

19:30-21:30
宇都宮グランドホテル泊

10月29日
（月）

10:00
10:10-11:00

11:20-12:50
13:58-14:48
15:30

北村一郎栃木県副知事表敬訪問（10月29日）
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日本国内活動

県勢概要説明（DVD上映）
（於 栃木県公館）
栃木県副知事表敬訪問
・ 北村一郎栃木県副知事挨拶
・ フィリピンNL挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
日本茶体験（於 とちぎ青少年センター）
宇都宮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

日光東照宮を視察する（10月26日）

10月27日
（土）

【日本・アセアン青年交流プログラム】
湘南学園訪問
・ ファッションショー
・ PY自己紹介
・ 国別対抗ゲーム
・ 飾り寿司作り
・ 学園併設のNPO運営のカフェテリアで、地産地消の昼食
明治学院大学訪問
・ 明治学院大学の英語教育及び留学生支援の説明
・ ディスカッション
・ プレゼンテーション及び講評
歓迎レセプション及びホームステイ・マッチング（於 UNION HARBOR）
・ ブルネイYL挨拶
・ PYによるパフォーマンス
〜終日ホームステイ〜

10月28日
（日）

18:40
19:00-20:30

ホームステイ先から集合
振り返り会

10月29日
（月）

10:00-11:50
12:20-14:00
14:28-15:47
16:30

鈴廣かまぼこの里視察、かまぼこ作り体験
小田原城散策（昼食含む）
小田原駅から新宿駅へ移動（ロマンスカーはこね50号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

大磯プリンスホテル泊

首藤健治神奈川県副知事表敬訪問（10月25日）

鈴廣かまぼこの里にてかまぼこ作り体験をする（10月29日）
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⑤山梨県（SG-E）

⑥新潟県（SG-F）

月日

時間

10月25日
（木）

12:30-14:08
15:00-16:00

16:00-16:30

活動内容
新宿駅から甲府駅へ移動（かいじ107号）
山梨県庁表敬訪問
・ 市川満山梨県教育長挨拶
・ 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

月日

時間

10月25日
（木）

12:40-14:48
15:30-17:00

18:00
19:00

ホテルクラウンパレス甲府泊
10月26日
（金）

10:00-12:30

12:30-13:40
13:40
15:00
18:30-20:30

10月27日
（土）
10月28日
（日）

10月29日
（月）

青木が原樹海視察
富士最大級の火山洞窟コウモリ穴視察
いやしの里根場視察
昼食
機織り視察、繭玉マスコット作り（於 大石紬伝統工芸館）
大石公園散策
歓迎レセプション及びホームステイ・マッチング（於 ホテルクラウンパレス甲府）
・ 保坂哲也山梨県教育委員会社会教育課長挨拶
・ ベトナムNL挨拶
・ ホストファミリー紹介
・ PYによるパフォーマンス
・ 記念撮影

14:30
15:00-19:15

9:30-11:00
11:10-13:00

ホームステイ先から集合
【日本・アセアン青年交流プログラム】
ディスカッション（テーマ：山梨の新しい観光、ビジネス案について）
夕食交流会
ホテルクラウンパレス甲府泊
株式会社印傳屋上原勇七工場視察（於 アリア・ディ・フィレンツェ）
山梨大学視察
ラウンジにて昼食及び交流
甲府駅発から新宿駅へ移動（スーパーあずさ18号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

10月26日
（金）

10:00-13:30

14:00-15:30
18:00-20:00

10月27日
（土）
10月28日
（日）

13:00
13:30-17:00
18:00

10月29日
（月）

日本・アセアン青年交流プログラムにおけるディスカッション
（10月28日）

新潟市立山潟小学校訪問
・ 校舎視察
・ 南啓史校長挨拶
・ カンボジアNL挨拶
・ PYによるパフォーマンス
・ グループ交流会
・ 給食交流
北方文化博物館視察
歓迎レセプション及びホームステイ・マッチング（於
・ 藤山郁郎新潟県福祉保健部長挨拶
・ カンボジアNL挨拶
・ PYによる青年パフォーマンス
・ ホームステイ・マッチング
・ 記念撮影

万代シルバーホテル）

〜終日ホームステイ〜

9:00-12:15

13:19-15:28
16:15

市川満山梨県教育長表敬訪問（10月25日）

活動内容
東京駅から新潟駅へ移動（Maxとき321号）
新潟県副知事表敬訪問
・ 溝口洋新潟県副知事挨拶
・ 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
万代シルバーホテル泊

〜終日ホームステイ〜

14:09-15:33
16:15
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日本国内活動

溝口洋新潟県副知事表敬訪問（10月25日）

ホームステイ先から集合
【日本・アセアン青年交流プログラム】
ディスカッション（テーマ：食、環境（間伐材等）、学校教育（給食））
地元青年と夕食交流会
万代シルバーホテル泊
【日本・アセアン青年交流プログラム】
越後杉（間伐材）を活用した、箸作り体験
ディスカッション
新潟駅から東京駅へ移動（とき322号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

新潟市立山潟小学校にて小学生と交流する（10月26日）
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第3章

⑦長野県（SG-G）

⑧愛知県（SG-H）

月日

時間

10月25日
（木）

13:04-14:48
16:45-17:25

18:30-20:30

活動内容
東京駅から長野駅へ移動（あさま613号）
長野県副知事表敬訪問
・ インドネシアNL挨拶
・ 中島恵理長野県副知事挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
蓮香寺訪問
・ オリエンテーション
・ 抹茶体験及び夕食
・ ラオスYL挨拶

9:10
9:45
11:30-12:45
13:15-16:45

18:00-18:30
18:30-21:00

10月27日
（土）
20:00-21:00

10月29日
（月）

9:00-12:00

10月26日
（金）

9:30-11:30
12:00-13:00

【日本・アセアン青年交流プログラム】
真田邸散策
おやき作り体験
樋口邸付近散策
昼食
長野県立大学訪問
・ 地元青年との交流（ディスカッション）
・ カンボジアAYL挨拶
ホームステイ・マッチング（於 ホテル国際21）
歓迎レセプション（於 ホテル国際21）
・ 高橋功長野県県民文化部次世代サポート課長挨拶
・ ラオスYL挨拶
・ PYによるパフォーマンス
・ 記念撮影

13:10-16:45

18:30-21:00

10月27日
（土）

ホームステイ先から集合

善光寺視察
・ 善光寺散策
・ とんぼ玉ブレスレッドづくり（於 ギャルリ蓮）
・ 記念撮影
お別れ会（於 長野駅）
長野駅から東京駅への移動（あさま618号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

10月28日
（日）

株式会社デンソー高棚製作所視察
・ 工場視察
昼食
【日本・アセアン青年交流プログラム】
愛知県立安城東高等学校訪問
・ 花井和志校長挨拶
・ 神谷学安城市長挨拶
・ 吹奏楽部演奏
・ ラオスNL挨拶
・ PYによるパフォーマンス
・ ディスカッション（テーマ：水）
・ 抹茶体験及び書道体験
・ 記念撮影
歓迎レセプション及びホームステイ・マッチング（於
・ 木佐貫昭二愛知県社会活動推進課長挨拶
・ ラオスNL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

15:00
15:10-19:00

19:00-20:00

ホームステイ先から集合
【日本・アセアン青年交流プログラム】
名古屋周遊及びプロモーションイベント
・ グループに分かれ、動画素材集め
・ 動画作成、SNS投稿
夕食交流会
名古屋クラウンホテル泊

10月29日
（月）

10:00-12:15

あいち航空ミュージアム視察
・ 展示視察
・ 名古屋市立工業高等学校生によるプレゼンテーション、質疑応答
昼食
名古屋駅から東京駅へ移動（のぞみ128号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

蓮香寺にて抹茶体験をする（10月25日）
大村秀章愛知県知事表敬訪問（10月25日）
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名古屋クラウンホテル）

〜終日ホームステイ〜

12:15-13:10
14:12-15:53
16:45

中島恵理長野県副知事表敬訪問（10月25日）

活動内容
東京駅から名古屋駅へ移動（ひかり513号）
名古屋駅前にて記念撮影
名古屋城視察
愛知県知事表敬訪問
・ ラオスNL挨拶
・ 大村秀章愛知県知事挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
夕食
名古屋クラウンホテル泊

ホテル国際21泊

12:30
13:23-15:12
16:00

時間
12:33-14:17

18:00

〜終日ホームステイ〜

10月28日
（日）

月日
10月25日
（木）

15:00-16:30
17:00-17:30

ホテル国際21泊
10月26日
（金）

日本国内活動

愛知県立安城東高等学校で高校生と書道を通じて交流する
（10月26日）
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第3章

⑨奈良県（SG-I）

⑩岡山県（SG-J）

月日

時間

10月25日
（木）

12:30-15:55
16:30-19:00
19:00

活動内容
東京駅から近鉄奈良駅へ移動（のぞみ33号、近鉄1507号）
旧奈良市街地探索
オリエンテーション及び夕食

月日

時間

10月25日
（木）

12:30-15:50
16:40-17:20

ホテルアジール奈良泊
10月26日
（金）

9:20-10:35

10:50-12:55
13:20
13:55-15:30
15:35-17:25
18:30-20:30

10月27日
（土）

奈良県副知事表敬訪問
・ PY自己紹介
・ 村井浩奈良県副知事挨拶
・ マレーシアNL挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影
【日本・アセアン青年交流プログラム】
大和ハウス工業総合研究所視察
・ 視察、質疑応答
昼食（於 奈良県文化会館）
書道文化体験
ディスカッション
歓迎レセプション及びホームステイ・マッチング（於
・ 枡田斉志奈良県くらし創造部長挨拶
・ マレーシアNL挨拶
・ PYによるパフォーマンス

19:10
20:45

10月26日
（金）

8:10-13:45

ホテルアジール奈良）
15:00-17:00
18:30-20:30

〜終日ホームステイ〜

10月28日
（日）

20:00

ホームステイ先から集合

10月29日
（月）

10:15-11:45
12:40-15:53
16:45

平城宮跡探索
近鉄奈良駅から東京駅へ移動（近鉄4219号、のぞみ128号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

ホテルアジール奈良泊

10月27日
（土）
10月28日
（日）

10月29日
（月）

村井浩奈良県副知事表敬訪問（10月26日）

活動内容
東京駅から岡山駅へ移動（のぞみ33号）
岡山県副知事表敬訪問（於 岡山県立図書館）
・ 佐藤兼郎岡山県副知事挨拶
・ ミャンマーNL挨拶
・ PY自己紹介
・ 記念品交換
・ 記念撮影
夕食（於 ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル）
オリエンテーション
ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル泊

日本・アセアン青年交流プログラムにて書道文化体験をする
（10月26日）

【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
・ フィリピンAYL挨拶
・ 吹奏楽部演奏、筝曲部演奏
・ PYによるパフォーマンス
・ スポーツ交流
・ 給食交流
横井篤文岡山大学副学長による基調講演（テーマ：SDGs）
（於 ホテルメルパルク
岡山）
歓迎会レセプション及びホームステイ・マッチング（於 ホテルメルパルク岡山）
・ 中山均岡山県県民生活部男女共同参画青少年課長挨拶
・ タイYL挨拶
・ PYによるパフォーマンス
・ 記念撮影
〜終日ホームステイ〜

12:30
13:00
18:30
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日本国内活動

12:28-15:53
16:45

佐藤兼郎岡山県副知事表敬訪問（10月25日）

ホームステイ先から集合（於 倉敷国際ホテル）
【日本・アセアン青年交流プログラム】
ディスカッション（テーマ：SDGsの視点から持続可能な地域作りについて考えよう）
地元青年との倉敷美観地区周辺散策（夕食含む）
倉敷国際ホテル泊
岡山駅から東京駅へ移動（のぞみ128号）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

地元青年と持続可能な地域作りについてディスカッションする
（10月28日）
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第3章

2 参集式・歓迎レセプション

⑪山口県（SG-K）
月日

時間

10月25日
（木）

12:55-14:30
16:00-17:30
17:30-18:30
19:00-21:00

活動内容
羽田空港から山口宇部空港へ移動（SFJ013便）
【日本・アセアン青年交流プログラム】
山口情報芸術センター（YCAM）視察
瑠璃光寺五重塔視察
地元大学生と夕食交流
・ 一人一分自由発表、意見交換

10月24日12時から、ホテルニューオータニ東京「鳳凰の

11:00-12:00
12:00-15:00
15:50

16:55-17:45

18:30-20:30

10月27日
（土）
10月28日
（日）

式を行い、続いて13時から歓 迎レセプションを行った。

てインドネシアYLが挨拶した。その後、福田正信内閣府青

た。

〜終日ホームステイ〜
ホームステイ先から集合
ホストファミリーとお別れ会
・ ミャンマーAYL挨拶

15:40-18:00
19:00-20:00

山口ゆめ花博視察
夕食

9:30-10:15
12:55-14:25
15:45

抹茶体験（於 芳松庵）
山口宇部空港から羽田空港へ移動（ANA696便）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

各国NLとPYは、第45回「東南アジア青年の船」事業
の始まりに心を新たにしつつ、初めて会う友人たちと歓

3 ホストファミリー代表者の招へい
訪問国における長年にわたるPYのホームステイ受入

交流担当室長への表敬訪問を行った。

れの実績に対して感謝の意を表明するとともに、日本国
内活動などの各種プログラムを体験することにより「東
南アジア青年の船」事業への理解を更に深め、各国にお
けるホームステイ受入れを円滑に進めることを目的とし
て、各国のホストファミリー代表者を７か国から２名ず
つ、計14名を日本に招へいした。
ホストファミリー代表者は10月23日から27日までの５
船」事業参集式に参加したほか福田正信内閣府青年国際

13:00
13:15

年国際交流担当室長が乾杯の発声をした。

談を楽しんだ。

日間の日程で日本に滞在し、第45回「東南アジア青年の

ホストファミリー代表者が福田正信内閣府国際交流担当室長を表敬訪問する
（10月24日）

4 船内公開・出航式
セントコア山口泊

10月29日
（月）

（共生社会政策担当）が挨拶し、続いてPYを代表し

があり、続いてPYを代表してカンボジアYLが挨拶し

昼食
着物着付け体験及び錦帯橋付近視察
【日本・アセアン青年交流プログラム】
和菓子作り体験（於 愛宕山スポーツコンプレックス）
・ 福田良彦岩国市長激励訪問
・ シンガポールNL挨拶
高等学校生と交流活動
・ 名刺交換ゲーム
・ PYによるプレゼンテーション（テーマ：「東南アジア青年の船」事業の概要説明）
・ 山口県立岩国商業高等学校及び高水高等学校の生徒によるプレゼンテーション
・ 質疑応答
歓迎レセプション及びホームステイ・マッチング（於 エグレッタ）
・ 中村恵山口県受入実行委員長挨拶
・ PYによるパフォーマンス
・ カンボジアYL挨拶

歓迎レセプションでは、小野田壮内閣府政策統括官

間」において、第45回「東 南アジア青年の船」事業参 集
参集式では、始めに幸田徳之内閣府審議官から挨拶
サンルート国際ホテル山口泊

10月26日
（金）

日本国内活動

11月２日13時30分から、日本参加青年の家族・友人、

担当室長及び高下正晴日本青年国際交流機構会長から

事業関係者などを対象として、東京港からの出航に先

激励の言葉を受け、PYを代表してマレーシアYLが挨拶

立って、にっぽん丸の船内公開を行った。

をした。

その後、15時15分から、にっぽん丸ドルフィンホー
ルにて、駐日ASEAN各国大使館代表者及び関係者列席

出航式終了後の16時、にっぽん丸はブルネイに向けて
東京港晴海ふ頭から出航した。

のもと、出航式を行った。福田正信内閣府青年国際交流

出航式にてマレーシアYLによるPY代表挨拶（11月2日）
福田良彦岩国市長の激励訪問を受ける（10月26日）
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東京港にて見送りに来た家族や友人（11月2日）

日本・アセアン青年交流プログラムにて高校生と交流する（10月26日）
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