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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24日
（木）

6:45
6:50
7:05
7:35
8:00
8:10
8:50
15:05
15:45
16:20
17:55

＜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
ブルネイ（JL-724）成田空港
ベトナム（VN-310）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
フィリピン（NH-820）成田空港
タイ（TG-676）成田空港
シンガポール（JL-712）成田空港
マレーシア（MH-070）成田空港
ホテル日航成田へ移動後、到着オリエンテーション

ホテル日航成田泊

＜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
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第3章　日本国内活動

月日 時間 活動内容

10月25日
（金） 9:15

＜日本参加青年＞
ホテルニューオータニ東京へ移動

10:00-11:30
＜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」）
・ 山本茂樹管理官挨拶
・ 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

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（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

12:00-12:30

13:00-14:30

14:45

＜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（第28回事業におけるブルネイでの事故被害者の冥福をお祈り）
・ 藤原崇内閣府大臣政務官挨拶
・ PY代表（ブルネイ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」）
・ 大塚拓内閣府副大臣挨拶
・ PY代表（カンボジア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
ホテル日航成田へ移動 

ホテル日航成田泊

14:30
＜ホストファミリー代表者＞
ホームステイへ出発（2泊3日）

10月26日
（土）

～

10月29日
（火）

＜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）
・ 青森県（SG-A） ・ 岩手県（SG-B） ・ 福島県（SG-C）
・ 千葉県（SG-D） ・ 神奈川県（SG-E） ・　新潟県（SG-F）
・ 長野県（SG-G） ・ 大阪府（SG-H） ・ 佐賀県（SG-I）
・ 長崎県（SG-J） ・ 熊本県（SG-K）

10月27日
（日） 13:00

＜ホストファミリー代表者＞
ホームステイ先から集合
都内視察
ホテル日航成田へ移動

ホテル日航成田泊
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月日 時間 活動内容

10月28日
（月）

9:30
10:10
11:05
11:45
11:45

＜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
ベトナム（VN-301）、フィリピン（PR-431）成田空港
マレーシア（MH-089）成田空港
シンガポール（SQ-637）成田空港
ブルネイ（BI-696）、タイ（TG-643）成田空港
インドネシア（GA-875）羽田空港

6:40
6:45
7:15
7:30
7:40
8:50
9:50
13:25
14:00
15:00
15:05

＜ファシリテーター、各国事後活動組織代表者＞
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
DG1、DG9、マレーシア（MH-088）成田空港
ブルネイ（BI-695）成田空港
DG7、ラオス、タイ（TG-642）成田空港
DG3、DG6、インドネシア（GA-874）羽田空港
シンガポール（JL-038）羽田空港
DG4（PR-434）羽田空港
フィリピン（PR-422）羽田空港
DG5（NH-820）成田空港
ベトナム（VN-384）羽田空港
国立オリンピック記念青少年総合センターへ移動後、到着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

10月29日
（火） 19:00-19:30

19:45-21:00

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

10月30日
（水）

9:00-17:00

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

課題別視察（DG別）
DG1：三井不動産株式会社
DG2：株式会社ボーダレス・ジャパン
DG3：品川女子学院
DG4：株式会社ディーセントワーク
DG5：国際航業株式会社
DG6：認定特定非営利活動法人カタリバb-lab（文京区青少年プラザ）、認定特定非営

利活動法人PIECES
DG7：株式会社博報堂DYホールディングス
DG8：一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト（GiFT）
DG9：株式会社LORANS.、株式会社BOUNDLESS
グループ・リーダー会議（GLミーティング）
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
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第3章　日本国内活動

月日 時間 活動内容

10月31日
（木）

9:00-11:45
13:15-14:45
15:00-15:30

事後活動セッションI（於　カルチャー棟大ホール）
ディスカッション活動（導入プログラム）（於　カルチャー棟大ホール）
チェックアウト・オリエンテーション（於　カルチャー棟大ホール）

17:10-17:30
＜各国NL、YL、AYL＞
内閣総理大臣表敬訪問（於　内閣総理大臣官邸）
・ PY代表（インドネシア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

11月1日
（金）

7:30-8:30
9:15-12:00
13:30-14:30
14:30

チェックアウト
事後活動セッションII（国別）
全体オリエンテーション（於　国際交流棟国際会議室）
ホテル日航成田へ移動

14:00-14:45
14:45

＜各国NL、YL、AYL＞
秋篠宮眞子内親王殿下・秋篠宮佳子内親王殿下御引見
ホテル日航成田へ移動

ホテル日航成田泊

11月2日
（土）

9:30
19:45-20:45

横浜港へ移動、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

11月3日
（日）

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

日本国旗掲揚式（於　ドルフィンホール）
避難訓練
出国手続き
船内公開

14:50-15:10
＜各国事後活動組織代表者＞
内閣府青年国際交流担当室長表敬訪問（於　ラウンジ「海」）
・ 福田正信内閣府青年国際交流担当室長挨拶
・ 事後活動組織代表者（フィリピン）挨拶
・ 記念品交換
・ 記念撮影

15:15-15:40

16:00

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（ラオスYL）挨拶
・ 花束贈呈
出航

11月4日
（月）

10:00
10:10
10:35
10:40
10:50
11:00
11:45
11:45
13:25

＜各国事後活動組織代表者＞
成田空港又は羽田空港から出発
ベトナム（VN-311）成田空港
マレーシア（MH-089）成田空港
ラオス、タイ（TG-683）羽田空港
カンボジア（NH-817）成田空港
シンガポール（JL-037）羽田空港
ミャンマー（NH-813）成田空港
ブルネイ（BI-696）成田空港
インドネシア（GA-875）羽田空港
フィリピン（PR-427）成田空港

31



(2) 地方プログラム日程
①青森県（SG-A）

三村申吾青森県知事表敬訪問（10月28日） 青森市立浪岡中学校にて生徒と交流する（10月28日）

月 日 時 間 活動内容

10月26日
（土）

11:20-14:43
15:30-16:30
19:00-21:00

東京駅から新青森駅へ移動（はやぶさ19号）
オリエンテーション
歓迎夕食会及びホームステイ・マッチング
・松岡浩美青森県環境生活部青少年・男女共同参画課長挨拶 
・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・マッチング
・記念撮影

10月27日
（日）

　～終日ホームステイ～

10月28日
（月）

10:30
11:30-12:00

13:30-15:30

15:50-16:30
18:00-20:00

ホームステイ先から集合（於　ホテル青森）
青森県知事表敬訪問
・三村申吾青森県知事挨拶
・日本NL挨拶
・記念品贈呈
・記念撮影
【日本・ASEAN青年交流プログラム】
青森市立浪岡中学校訪問
・生徒代表挨拶
・フィリピンAYL挨拶 

・文化体験、グループ交流会など ・グループに分かれ自
国の文化や挨拶など紹介
道の駅なみおか視察
地元青年との夕食会

ホテル青森泊

10月29日
（火）

9:00-11:00
11:52-15:04
16:00

地元青年とりんご狩り体験
新青森駅から東京駅へ移動（はやぶさ18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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第3章　日本国内活動

②岩手県（SG-B）

大友宏司岩手県環境生活部長表敬訪問（10月29日） 復興記念公園を視察する（10月28日）

月 日 時 間 活動内容

10月26日
（土）

12:20-14:33
15:20
17:30-20:00

東京駅から盛岡駅へ移動（こまち21号）
オリエンテーション（於　盛岡グランドホテル）
歓迎夕食会及びホームステイ・マッチング（於　盛岡グランドホテル） 
・藤波大吾岩手県受入実行委員長挨拶
・大友宏司岩手県環境生活部長挨拶
・インドネシアYL挨拶
・PYによるパフォーマンス
・地元伝統芸能披露（さんさ踊り）
・記念撮影

10月27日
（日）

～終日ホームステイ～

10月28日
（月）

9:00
12:45
13:30

14:30

18:00

ホームステイ先から集合
陸前高田市内震災遺構視察
陸前高田市長表敬訪問
・ベトナムNL挨拶 

・戸羽太陸前高田市長挨拶
・記念品交換
・記念撮影
【日本・ASEAN青年交流プログラム】
東日本震災津波伝承館視察
・復興記念公園視察
・祈りの場にてNLによる献花
・一本松視察
・伝承施設、道の駅「高田松原」視察
夕食、地元青年と意見交換

箱根山テラス泊

10月29日
（火）

11:10

13:50-16:04
17:15

岩手県庁表敬訪問
・ベトナムNL挨拶

・大友宏司岩手県環境生活部長挨拶
・記念品交換
・記念撮影
盛岡駅から東京駅へ移動（はやぶさ20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福島県（SG-C）

鈴木正晃福島県副知事表敬訪問（10月29日） コミュタン福島にてワークショップを行う（10月26日）

月 日 時 間 活動内容

10月26日
（土）

11:36-12:56
14:15-16:30

18:45-20:15

東京駅から郡山駅へ移動（やまびこ49号）
コミュタン福島（福島県環境創造センター交流棟）訪問
・ 施設体験（東日本大震災、放射能について）
・ ワークショップ
歓迎夕食会及びホームステイ・マッチング
・ ミャンマーYL挨拶
・ 佐々木秀三福島県こども未来局長挨拶
・ 松井智宏福島県受入実行委員長乾杯挨拶
・ 地元伝統芸能披露
・ホームステイ・マッチング 

10月27日
（日）

～終日ホームステイ～

10月28日
（月）

8:00

10:30-16:00

18:00-19:00

ホームステイ先から集合（於　郡山駅）
【日本・ASEAN青年交流プログラム】
福島県立福島南高等学校訪問
・ マレーシアAYL挨拶
・ アイスブレイク、各国紹介、ミニゲームによる交流
・ ディスカッション（テーマ：「持続可能エネルギー及び資源の活用で私たちにでき
ること」） 
夕食

土湯温泉向瀧旅館泊

10月29日
（火）

10:30-11:30

12:50-14:24
15:30

福島県副知事表敬訪問
・鈴木正晃福島県副知事挨拶
・シンガポールNL挨拶 

・記念品交換
・記念撮影
福島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
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第3章　日本国内活動

④千葉県（SG-D）

滝川伸輔千葉県副知事表敬訪問（10月29日） 敬愛大学にて学生とディスカッションする（10月28日）

月 日 時 間 活動内容

10月26日
（土）

9:00
9:30-11:30
13:00-15:00

ホテル日航成田から移動（バス）
成田国際空港株式会社（NAA）視察
歓迎昼食会及びホームステイ・マッチング（於　ホテル日航成田） 
・木村小絵子千葉県環境生活部県民生活・文化課長挨拶
・ミャンマーNL挨拶
・ホームステイ・マッチング
・石原裕文千葉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
・記念撮影

10月27日
（日）

～終日ホームステイ～

10月28日
（月）

8:00

9:20-13:30

14:00-17:00

17:00-18:15

ホームステイ先から集合（於　成田市役所庁舎前）
【日本・ASEAN青年交流プログラム】
敬愛大学訪問
・学生とのディスカッション（テーマ：「日本とASEAN各国の教育制度の違い」など）
・こども教育学科学生による文化紹介
・国際交流実践授業（小学校における海外からのゲストとの交流ロールプレイ）
株式会社イオンモール視察
・同社がASEAN地域で運営するモールとの比較を交えたモール紹介
・同社社員の説明を受けながらのモール内視察
・ASEAN駐在経験者、ASEAN出身社員との交流
イオンモール内で地元青年と視察・夕食

三井ガーデンホテル千葉泊

10月29日
（火）

10:30-11:00

11:55-12:25
13:30-15:00
16:00

千葉県副知事表敬訪問
・滝川伸輔千葉県副知事挨拶
・ミャンマーNL挨拶 

・PY自己紹介
・記念品交換
・記念撮影
千葉城（亥鼻城）周辺散策
海ほたる視察（昼食含む）
国立オリンピック記念青少年総合センター着
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⑤神奈川県（SG-E）

首藤健治神奈川県副知事表敬訪問（10月29日） 海ほたるを視察する（10月29日）

月 日 時 間 活動内容

10月26日
（土）

9:00

10:55
11:30-15:00
15:40-18:00

ホテル日航成田から移動（バス）
【日本・ASEAN青年交流プログラム】
地元青年とのマッチング及び鎌倉オリエンテーリング・ルート説明
鎌倉オリエンテーリング（昼食含む）
歓迎会及びホームステイ・マッチング（於　鎌倉プリンスホテル）
・小出静香神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部青少年課長挨拶 
・ラオスYL挨拶
・松尾拓海神奈川県受入実行委員長乾杯挨拶
・ホームステイ・マッチング
・地元青年によるパフォーマンス
・地元伝統芸能披露（横浜都筑太鼓）
・記念撮影
・PYによるパフォーマンス
・折り紙プレゼンテーション
・マレーシアNL挨拶

10月27日
（日）

～終日ホームステイ～

10月28日
（月）

13:00
14:15-15:15
15:35-16:30

16:30-21:00
21:00

ホームステイ先から集合（於　ホテルモントレ横浜）
日産グローバル本社ギャラリー視察
三菱みなとみらい技術館視察
【日本・ASEAN青年交流プログラム】
地元青年とみなとみらいエリア散策（夕食含む）
ホテル集合・写真コンテスト発表

ホテルモントレ横浜泊

10月29日
（火）

9:30-10:00

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

16:30

神奈川県副知事表敬訪問
・首藤健治神奈川県副知事挨拶
・PY自己紹介
・マレーシアNL挨拶 

・記念品交換
・記念撮影
地元青年と三渓園内散策
昼食
海ほたる視察
・小グループによる視察
・ベトナムAYL挨拶
国立オリンピック記念青少年総合センター着
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第3章　日本国内活動

⑥新潟県（SG-F）

益田浩新潟県副知事表敬訪問（10月29日） 新潟市立山潟小学校で児童と給食交流する（10月28日）

月 日 時 間 活動内容

10月26日
（土）

11:40-13:48
15:00

東京駅から新潟駅へ移動（とき319号）
ホームステイ・マッチング（於　アートホテル新潟駅前）

10月27日
（日）

～終日ホームステイ～

10月28日
(月)

9:30
10:00-13:30

14:30-16:30

18:30-20:00

ホームステイ先から集合
新潟市立山潟小学校訪問
・南啓史校長挨拶
・ブルネイNL挨拶 
・マレーシアYL挨拶 

・児童によるパフォーマンス（樽太鼓）
・学校見学
・給食体験
【日本・ASEAN青年交流プログラム】
新潟日報メディアシップ訪問
・地元青年とのディスカッション
歓迎夕食会（於　万代シルバーホテル）
・清水歌以新潟県受入実行委員長挨拶
・藤山郁郎新潟県福祉保健部長挨拶
・田窪美帆新潟県受入副実行委員長乾杯挨拶 
・地元伝統芸能披露（万代太鼓）
・ラオスAYL挨拶 

・PYによるパフォーマンス
・記念撮影

万代シルバーホテル泊

10月29日
（火）

10:30-11:30

13:19-15:28
16:30

新潟県副知事表敬訪問
・益田浩新潟県副知事挨拶
・ブルネイNL挨拶 

・記念品交換
・記念撮影
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
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⑦長野県（SG-G）

増田隆志長野県県民文化部長表敬訪問（10月28日） おやき作りを体験する（10月28日）

月 日 時 間 活動内容

10月26日
（土）

13:04-14:48
16:30
17:00-19:00

東京駅から長野駅へ移動（はくたか595号）
ホームステイ・マッチング（於　ホテルメトロポリタン長野）
歓迎夕食会（於　ホテルメトロポリタン長野）
・降旗伸子長野県受入実行委員長挨拶
・塩川吉郎長野県県民文化部次世代サポート課長挨拶 
・日本YL挨拶
・樋口敦子長野県青年国際交流機構副会長乾杯挨拶 
・信州大学によるパフォーマンス「和っしょい」
・長野県青年国際交流機構によるPY紹介
・記念撮影

10月27日
（日）

～終日ホームステイ～

10月28日
（月）

9:00
10:00-10:30

11:45
13:00-15:35

16:05-19:45

ホームステイ先から集合（於　ホテルメトロポリタン長野）
長野県庁表敬訪問
・増田隆志長野県県民文化部長挨拶
・カンボジアNL挨拶
・記念品交換
・記念撮影
【日本・ASEAN青年交流プログラム】
昼食（於　新小路カフェ）
善光寺門前町における「グローカル」な場所の視察
・おやき作り
・1166バックパッカーズ（ゲストハウス）訪問
・もんぜんぷら座見学
・ブルネイAYL挨拶蓮香寺訪問
・お茶
・視察成果発表
・夕食

ホテルメトロポリタン長野泊

10月29日
（火）

9:00-12:20

12:40
13:23-15:12
16:15

善光寺訪問
・善光寺散策
・とんぼ玉ブレスレット作り（於　ギャルリ蓮）
お別れ会（於　長野駅）
長野駅から東京駅へ移動（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
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第3章　日本国内活動

⑧大阪府（SG-H）

田中清剛大阪府副知事表敬訪問（10月28日） 帝塚山学院泉ヶ丘中学校高等学校にて生徒と意見交換する
（10月28日）

月 日 時 間 活動内容

10月26日
（土）

12:00-14:33
15:15
16:00-16:30

東京駅から新大阪駅へ移動（のぞみ227号）
オリエンテーション
ホームステイ・マッチング

10月27日
（日）

18:00
19:00-20:45

ホームステイ先から集合
歓迎夕食会（於　ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター） 
・岩井美紀江大阪府青年国際交流機構会長挨拶
・日本AYL挨拶
・才木瞳美大阪府受入実行委員長乾杯挨拶
・PYによるパフォーマンス
・記念撮影

ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター泊

10月28日
（月）

9:25-10:40

12:00-16:00

16:30-17:00
17:30-18:00
19:00

大阪府副知事表敬訪問
・田中清剛大阪府副知事挨拶
・インドネシアNL挨拶 

・各国青年紹介
・記念品交換
・記念撮影
【日本・ASEAN青年交流プログラム】
帝塚山学院泉ヶ丘中学校高等学校訪問
・井元成浩副校長挨拶
・フィリピンYL挨拶 

・記念撮影
・昼食（弁当）
・学生との交流プログラム
・校内見学
・ディスカッション（テーマ：「各国と日本の学制・学校の違い」）

仁徳天皇陵古墳見学
堺市役所展望ロビー見学
夕食

ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター泊

10月29日
（火）

9:30-11:00
12:53-15:23
16:30

大阪城見学
新大阪駅から東京駅へ移動（のぞみ226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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⑨佐賀県（SG-I）

小林万里子佐賀県副知事表敬訪問（10月28日） 佐賀県立佐賀西高等学校にて生徒と交流する（10月28日）

月 日 時 間 活動内容

10月26日
（土）

13:10-15:05
15:30
16:00

羽田空港から佐賀空港へ移動（ANA453便）
オリエンテーション
ホームステイ・マッチング
・ラオスNL挨拶

10月27日
（日）

17:00
18:20-20:30

ホームステイ先から集合（於　ホテルニューオータニ佐賀）
歓迎夕食会
・地元伝統芸能披露（西九州大学による太鼓）
・甲斐直美佐賀県健康福祉部長挨拶
・ベトナムYL挨拶
・PYによるパフォーマンス
・記念撮影

ホテルニューオータニ佐賀泊

10月28日
（月）

9:00-10:00

10:15-11:40
12:00
12:20-13:00

13:15-17:35

19:05

佐賀県副知事表敬訪問
・小林万里子佐賀県副知事挨拶
・ラオスNL挨拶 

・記念品交換
・PY紹介
・記念撮影
佐賀城本丸歴史館視察
昼食（於　佐賀県庁）
書道体験（於　佐賀県庁）
【日本・ASEAN青年交流プログラム】
佐賀県立佐賀西高等学校訪問
・松尾敏実校長挨拶
・日本PY挨拶
・PYによる各国紹介
・在校生による日本文化紹介
・ディスカッション（テーマ：「環境問題について」、「日本と海外の高校生活の違い」、
「将来やりたいこと」）
・交流の感想共有
夕食及びプログラムの振り返り

ホテルニューオータニ佐賀泊

10月29日
（火）

11:00

12:45-14:20
15:30

お別れ会（於　佐賀空港）
・ミャンマーAYL挨拶 

・佐賀県受入実行委員会代表者挨拶
・記念撮影
佐賀空港から羽田空港へ移動（ANA982便）
国立オリンピック記念青少年総合センター着

40



第3章　日本国内活動

⑩長崎県（SG-J）

上田裕司長崎県副知事表敬訪問（10月29日） 平和祈念像を見学する（10月28日）

月 日 時 間 活動内容

10月26日
（土）

12:30-14:25
15:50-17:10

18:15-20:00

20:00-20:15

羽田空港から長崎空港へ移動（JAL609便）
長崎県立諫早高等学校茶道部と交流
・PY紹介
・タイYL挨拶
・茶道体験
歓迎夕食会（於　諫早市のぞみ会館）
・荒木隆いさはや国際交流センター会長挨拶
・フィリピンNL挨拶 
・矢川豊彦長崎県教育庁生涯学習課参事乾杯挨拶 
・PYによるパフォーマンス
・地元伝統芸能披露（長崎大学龍踊部による龍踊
り）ホームステイ・マッチング

10月27日
（日） ～終日ホームステイ～

10月28日
（月）

8:00

9:00-11:30

12:10-12:40
13:10-14:10

14:50
16:00-17:00

18:30-20:00

ホームステイ先から集合（於　諫早たらみ会館）
【日本・ASEAN青年交流プログラム】
長崎県立長崎東中学校・高等学校訪問
・高等学校代表挨拶
・タイYL挨拶
・PY紹介
・生徒代表挨拶
・学校紹介プレゼンテーション
・ディスカッション（テーマ：「持続可能な開発目標（SDGｓ）について」）
・折り鶴作り
・カンボジアAYL挨拶
・記念撮影
昼食
講演「長崎について」田崎徹長崎県通訳案内士協会元会長（於　長崎市立図書館ホール） 
・質疑応答
・ディスカッション、プレゼンテーション
・記念撮影
長崎原爆資料館訪問
原爆落下中心地公園・平和公園散策
・平和祈念像見学
・記念撮影
夕食

ホテルニュータンダ泊

10月29日
（火）

9:30-10:05

12:00
12:45-14:20
16:10

長崎県副知事表敬訪問
・上田裕司長崎県副知事挨拶
・フィリピンNL挨拶　 
・記念品交換
・記念撮影
お別れ会（於　長崎空港）
長崎空港から羽田空港へ移動（JAL610便）国立
オリンピック記念青少年総合センター着
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⑪熊本県（SG-K）

田中義人熊本県環境生活部長表敬訪問（10月28日） 熊本県立大学にてグループに分かれて学生と意見交換し発表する
（10月28日）

月 日 時 間 活動内容

10月26日
（土）

13:00-14:45
15:55
16:10-16:30

羽田空港から熊本空港へ移動（JAL631便）
オリエンテーション（於　熊本空港）
ホームステイ・マッチング（於　熊本空港）

10月27日
（日）

20:00 ホームステイ先から集合（於　ホテル熊本テルサ）
ホテル熊本テルサ泊

10月28日
（月）

9:45-11:00

11:15-18:05

19:00-21:00

熊本県庁表敬訪問
・田中義人熊本県環境生活部長挨拶 
・タイNL挨拶 

・記念品交換
・写真撮影
【日本・ASEAN青年交流プログラム】
熊本県立大学訪問
・堤裕昭副学長表敬訪問
・タイNL挨拶
・記念品交換
・昼食（弁当）
・熊本県立大学生による熊本及び熊本県立大学紹介
・講義「日本とASEANの半世紀」高埜健教授
・PYプレゼンテーション（各国について紹介）
・グループワーク
・記念撮影
歓迎夕食会（於　ホテル熊本テルサ）
・タイNL挨拶
・田中義人熊本県環境生活部長挨拶
・村本きよみ日本青年国際交流機構九州ブロック幹事乾杯挨拶 
・地元パフォーマンス
・PYによるパフォーマンス
・坂井華海熊本県受入実行委員長挨拶
・記念撮影

ホテル熊本テルサ泊

10月29日
（火）

12:30-14:00
15:15

熊本空港から羽田空港へ移動（JAL628便）
国立オリンピック記念青少年総合センター着
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第3章　日本国内活動

　10月25日12時から、ホテルニューオータニ東京「鳳
凰の間」において、第46回「東南アジア青年の船」事業
参集式を行い、続いて13時から歓迎レセプションを行っ
た。
　参集式では、始めに藤原崇内閣府大臣政務官から
挨拶があり、続いてPYを代表してブルネイYLが挨拶
した。

　歓迎レセプションでは、大塚拓内閣府副大臣が挨
拶し、続いてPYを代表してカンボジアYLが挨拶し
た。その後、福田正信内閣府青年国際交流担当室長が
乾杯の発声をした。
　各国NLとPYは、第46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
談を楽しんだ。

　訪問国における長年にわたるPYのホームステイ受入
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24日から28日までの５

日間の日程で日本に滞在し、第46回「東南アジア青年の
船」事業参集式に参加したほか、福田正信内閣府青年国

際交流担当室長への表敬訪問を行った。

ホストファミリー代表者が福田正信内閣府青年国際交流担当室長を表敬訪問する
（10月25日）

2 参集式・歓迎レセプション

3 ホストファミリー代表者の招へい

参集式にて藤原崇内閣府大臣政務官とフィリピンNLが記念品の交換をする（10
月25日）

参集式（10月25日）
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　11月３日13時30分から、日本参加青年の家族・友人、
事業関係者などを対象として、横浜港からの出航に先
立って、にっぽん丸の船内公開を行った。
　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の
もと、出航式を行った。福田正信内閣府青年国際交流担

当室長及び高下正晴日本青年国際交流機構会長から激
励の言葉を受け、PYを代表してラオスYLが挨拶をし
た。

出航式終了後の16時00分、にっぽん丸はベトナムに向
けて横浜港大さん橋から出航した。

4 船内公開・出航式

出航式にてMs. Paopanit Doungmala（ラオスYL）によるPY代表挨拶（11月3日）

横浜港から出航するにっぽん丸を見送る（11月3日）
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