
北海道 岐阜県・愛知県 滋賀県・大阪府 愛知県 島根県 滋賀県・大阪府
26名 26名 24名 28名 30名 38名

1 8/24 水 PM 成田空港着、皇居・二重橋参観

オリエンテーション

2 8/25 木 AM

PM トヨタMEGA　WEB参観

3 8/26 金 AM 茶道体験

茶道体験

PM 滋賀県日野町へ移動

札幌へ移動 名古屋市へ移動 銀座散策 秋葉原散策 国会議事堂参観

4 8/27 土 AM 近江日野商人館参観 東京タワー参観

日野祭曳山囃子方交流会との交流 浅草寺・仲見世参観

PM ホストファミリーとの対面式 
トヨタテクノミュージアム産業技術記念館参観 日野町公民館行事参加 造り酒屋　日野屋商店見学 出雲大社参観

岐阜県大垣市へ移動 日野町青年団との意見交換 市役所：防災訓練見学に関する説明

ホストファミリーとの対面式 ホームステイ対面式

一般青年との交流（ホームステイ） ホームステイ

5 8/28 日 AM 一般青年との交流（ホームステイ） 愛知県・新城市合同防災訓練見学 餅つき体験 大阪へ移動

ホームステイ昼食歓送会 ホストファミリーとフリータイム 石見銀山へ移動 着付け体験

PM 北野天満宮参観

名古屋市へ移動 京都市内へ移動

6 8/29 月 AM 浜田市役所表敬訪問

PM 大阪へ移動 新城市役所表敬訪問　新城市長と会談

竹トンボ作り体験

阿倍野防災センター参観

道頓堀散策

7 8/30 火 AM
名古屋市役所訪問、

講義：「名古屋市の人材育成」

東京へ移動

PM 浅草参観 中央清掃工場視察

東京タワー参観 東京タワー参観

8 8/31 水 AM

PM

愛知県新城市へ移動

パナソニックミュージアム「松下幸之助歴史
館」参観

㈱中村水産視察

講義：「浜田市産業振興ビジョン」
浜田市職員との意見交換

東京へ移動

商業施設参観

東京へ移動

米原へ移動
出雲日御碕灯台公園参観

ホームステイ歓送会
日本青年との交流

（世界遺産　石見銀山散策）

新東名高速道路工事現場視察 大阪府庁ブリーフィング

大阪の青年企業家との交流

㈱ローソンレクチャー
「コンビニエンスストアと社会貢献」

経済産業省表敬訪問
ブリーフィング：「日本経済の動向」

自治大学校職員との座談会

自治大学校訪問／講義：　「日本の地方公務員制度の紹介」
㈳日本経済団体連合会訪問

佐川急便㈱物流センター訪問江戸東京博物館参観江戸東京博物館参観

東京へ移動

浅草参観

大阪企業家ミュージアム参観

国会議事堂・皇居二重橋参観 国会議事堂・皇居二重橋参観

お台場散策
防災センター参観

島根県へ移動

東京へ移動

有明清掃工場視察

アイシン精機㈱訪問
講義：「企業の社会貢献活動

（青少年育成事業）」

北海道庁表敬
北海道議会表敬

清水寺参観

大阪市こども青少年局訪問
名古屋青年会議所との交流㈱北海道熱供給公社視察

名古屋城参観

パナソニックセンター参観

一般青年との交流（ホームステイ）

㈶札幌市青少年女性活動協会との交流
　ホームステイ夕食歓送会 　ホームステイ夕食歓送会

一般青年との交流（ホームステイ）
一般青年との交流（ホームステイ）

家業・食文化体験

成田空港着

オリエンテーション

国会議事堂参観

民主党若手国会議員との意見交換

講義：「東日本大震災～被災状況と支援活動の紹介」

東京国立博物館参観

オリエンテーション

新城市職員、新城青年会議所メンバー等と
の夕食交流会

(財）日中友好会館主催　歓迎レセプション　※全分団共同

東京国立博物館参観

日中友好会館主催歓送報告会　※全分団合同

東京へ移動

羽田空港より帰国

お台場海浜公園参観 お台場海浜公園参観

ホストファミリーとの対面式

震災支援市民ボランティア団体「むすび
ば」との交流

日時

訪問地方都市
人数

代表団日程

浜田市職員、商工会メンバー等との
夕食交流会

A団　青年指導者 B団　公務員 C団　経済

成田空港着

一般青年との交流（ホームステイ）



山形県 栃木県 静岡県 兵庫県・京都府 神奈川県・愛知県 長野県
34名 34名 70名 34名 35名 37名

1 8/24 水 PM 羽田空港着 成田空港着 成田空港着 羽田空港着 成田空港着 成田空港着

オリエンテーション オリエンテーション オリエンテーション オリエンテーション オリエンテーション オリエンテーション

2 8/25 木 AM 国会議事堂（衆議院）参観 品川区防災センター参観

民主党若手国会議員との交流 国会議事堂参観

PM 文部科学省表敬訪問 環境省表敬訪問

講義：日本の科学技術政策
講義：「低炭素地域づくりに向けた取り組

み」
皇居・二重橋参観 皇居参観 皇居参観

3 8/26 金 AM 桜美林大学訪問 劇団四季講義

中国総合研究センター青年研究者との
交流昼食会

PM テルモ㈱メディカルプラネックス訪問 宇都宮市へ移動  桜美林大学学生との昼食交流会 日清オイリオ横浜磯子事業場視察 ミュージカル｢キャッツ｣鑑賞

日中笹川医学奨学金制度
在日研究者連絡会（笹連会）代表者との交

流
4 8/27 土 AM

PM 山形県西川町の保健医療施設群の視察

5 8/28 日 AM 立石寺参観 日光の社寺（日光東照宮等）参観 嵐山公園　周恩来記念碑参観 軽井沢へ移動

将棋駒書体験 中禅寺湖参観 金閣寺参観 松本城参観

PM 奥日光の湿原（戦場ヶ原）参観 日大三島　日本青年との座談会 日中青年チーム対抗ボーリング大会

6 8/29 月 AM ACジャパン基調講演

日中青年討論会

山形大学医学部学生との交流会

PM

NPO藤前干潟を守る会との意見交換会

東京へ移動 駿河湾フェリー乗船　土肥へ移動 研究所の研究者との交流夕食会 講義：「生物多様性保全について」

7 8/30 火 AM 東京へ移動 東京へ移動

東京臨海広域防災公園（防災体験）視察 東京国立博物館「空海と密教美術」参観

PM パナソニックセンター参観

浅草寺･仲見世参観

8 8/31 水 AM スカイツリー参観

PM  成田空港より帰国

上野通子参議院議員表敬訪問

富士山フィールドワーク
（環境視察ハイキング）

山形県へ移動

Ｇ団　科学技術 Ｈ団　省エネ・環境保護

（独）科学技術振興機構
研究開発戦略センター訪問

神奈川県環境農政局
講義：「電気自動車の普及」

電気自動車試乗
被災地での青年ボランティア活動報告と日

中青年座談会

国会議事堂参観 講義：「日本のメディア事情」

㈱朝日新聞社訪問
厚生労働省表敬訪問

講義：「高齢化社会を踏まえた日本の医療
供給体制」

東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（有明
の丘地区）/東京臨海広域防災公園視察

東京へ移動 東京へ移動

D団　医療・衛生 Ｅ団　メディア Ｆ団　大学生村官・青年ボランティア

グラウンドワーク三島講義：
「地域再生・NPO・農山村振興活動を

考える」
㈱下野新聞社訪問

栃木県県民生活部広報課訪問
講義：「県の広聴広報活動及び世論調査の

手法と活用について」
 「能」の体験

羽田空港より帰国羽田空港より帰国

かながわサイエンスパーク訪問 国会議事堂参観

藍染体験

老人保健・福祉施設の方々との交流
JA三島函南、農産物直売所視察

　　富士山・水ヶ塚へ移動

裏千家茶道体験

（独）理化学研究所訪問・研究者と交流
横浜みなとみらい21エリア参観 ミュージカル｢キャッツ｣出演者との交流会

四季芸術センター視察(施設･稽古風景）

㈱とちぎテレビ訪問

神戸へ移動 名古屋へ移動 長野県岡谷市に移動

人と防災未来センター参観 岡谷太鼓保存会との交流
アサヒビール名古屋工場視察

 （ゼロエミッション工場）

徳川園、徳川美術館参観、茶道体験

日中青年合宿交流会

三島へ移動

西川町青年グループＧＥＮとの交流 東邦ガス㈱ガスエネルギー館参観土鈴人形の絵付け体験
華厳の滝参観

日本人学生・社会人・農業関係者と
の夕食交流会

 成田空港より帰国成田空港より帰国羽田空港より帰国

東京へ移動

市環境部門講義：
「ごみ減量作戦と藤前干潟の紹介」

名古屋市環境局表敬訪問

京都大学ips細胞研究所訪問

島津製作所訪問

日中友好会館主催歓送報告会　※全分団合同

I団　文化芸術

軽井沢町表敬訪問

都庁、都議会議事堂参観 商業施設参観

 国会議事堂参観

山形大学医学部附属病院視察

商業施設参観浅草寺参観

山形城（霞城公園）参観

日時

訪問地方都市
人数

(財）日中友好会館主催　歓迎レセプション　　※全分団共同

商業施設参観

（独）国立病院機構災害医療センター訪問
連合総研講義：「働く日本青年の現状と課

題」

まとめの会

 静岡県庁表敬訪問
ブリーフ「静岡県の防災に対する取り組み」

ろまんちっく村視察


