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アドミニストレーション・アレンジメン

ト 

 
アセアンプラスユースボランティアフォ

ーラム、アセアンプラスユースボランテ

ィアアワード 

"持続可能で強靭な地域社会のためのボランティア活
動" 

時間：2022年8月23日rd ～27th ベトナム・クアンビン省にて
。 

 
 

 
1. 総合案内 

 

• ASEAN YDI フェーズ I とフェーズ II の報告書によると、「参加と参画」領域は

、「雇用と機会」領域と並んで、最も低いスコアとなっている。参加と参画

」では、「ボランティア時間」（1 ）がYDIのバンドリング後の平均値で最も

低い指標として記録されている。 
 

• ASEAN社会文化共同体（ASCC）青写真2025によると、5つの特徴の1つは

DYNAMICであり、Dynamicの要素の1つはE.1.Towards an Open and Adaptive 

ASEAN、より具体的には、 E.1.ix Encourage volunteerism among ASEAN Member 

States to strengthen ASEAN Communityである。 
 

• ASEAN Youth Work Plan 2016 - 2020では、サブゴール4「ボランティア活動の機

会とリーダーシッププログラムを通じたASEANコミュニティの構築への若者

の関与と参加の強化」、優先分野4.1「異文化理解を強化し、地域のアイデン

ティティ意識を育み、同時に若者がASEANコミュニティの社会、経済、環境

の発展に貢献できるようにすることによる若者のボランティア活動の促進」

に位置づけられ、より焦点が当てられている。2021-2025年のASEAN Youth 

Work Planでも、ボランティア活動は最も重視される項目の一つである。 
 

• 若者の21st 世紀スキルの重要性は、様々な地域の会議やイベントで顕著かつ

一貫して提起されてきた。2018年12月15日から16日にシンガポールで開催さ

れた2nd ASEAN University Student Council Union (AUSCU) Conferenceは、自己開発

に向けたボランティアの利点に関する議論をさらに強調し、21st Century Skills

の開発およびASEAN若者の不平等への取り組みにおけるその潜在価値を同調
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させた。3rd ASEAN University Student Council Union (AUSCU) Conference held on 
3rd to 7th in Thailand further. 

 
 

115-29歳において、「最近1ヶ月間に、ある団体でボランティア活動をしたことがありますか」という質問に対して「はい」と答えた割合。 
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ASEAN Youth for Transformative Impact」をテーマに、ボランティア活動の重要性

について議論しました。ボランティア活動を通じての持続的な変化 "をテーマに

、ボランティア活動の重要性について議論しました。 

 

• ボランティア活動は、地域コミュニティと地域組織の双方に力を与えると同

時に、両者の比較優位性を活用するため、ASEANおよびASEANプラス諸国にお

いて重要な役割を担っています。ボランティア活動の育成は、将来の危機に

対処するためのコミュニティの強さを築き、連帯感を高め、弾力的なコミュ

ニティを構築するための中核となる貴重な方法である。 

 

• ASCC Pillarの戦略的道筋と、コミュニティへの関与やコミュニティ構築の努力

を通じてASEANの若者の共感、寛容、互いへの尊敬といったソフトスキルを

育成するという願望に沿い、ベトナム青年国家委員会はここに2022年の

ASEANプラスユースボランティアフォーラムとASEANプラスユースボランティ

ア賞を提案する。 
 

2. 目的 
 

• 地域レベルでの青少年育成のための活動策定において、2021-2025年の青少年

に関するASEAN作業計画の活用を実施する上でのベトナムのコミットメント

を再確認すること。 

• ASEANプラスの青年がボランティア活動に関するアイデアや経験を共有し、

議論するための好ましい環境を作ること、ASEAN、中国、韓国、日本、イン

ド、ロシアの間で青年ボランティア協力のつながりや仕組みを作ること。 

• 青少年のボランティア活動において、最も貢献した個人および団体を表彰す

る。 

• ASEANユース間のピアツーピアのコネクティビティを強化する。 
 

3. 番組内容 
 

• 日時：2022年8月23日rd ～27 th 

• 会場ベトナムQuang Binh（クアンビン）省 

• 活動内容は、講義、討論会、発表会、ユースユニオンのグリーンサマーキャ

ンペーンでのボランティア活動への参加などです。 

• 仮プログラム（調整される可能性があります。） 
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時間 コンテ
ンツ 

備考 

2022年8月23日(火) 

終日 代表者到着 
フリータイム、到着時間に合わせて夕食 

 

2022年8月24日(水) 

08時30分～09時

15分 

オープニングセレモニー ドレスコードフォーマル 

09時15分～09時
30分 

ティーブレイク  

09時30分～11時
30分 

プレナリーセッション1 
スピーカーTBC (02名) 

 

11時30分～13時
00分 

昼休み  

14時00分～16時
30分 

プレナリーセッション2 
ASEAN+代表団の代表シェア 

その 成功した モデル 成功モデ

ル ユース・ボランティア活動 

1国につき10分 

18時00分～19時
30分 

ディナー  

2022年8月25日(木) 

08時30分～10時
15分 

ディスカッションセッション1 ドレスコードスマートカ
ジュアル 

10時15分～10時
30分 

ティーブレイク  

10時30分～12時
00分 

ディスカッションセッション2  

12時00分～13時
00分 

昼休み  

14時00分～16時
30分 

クアンビン省でのボランティアプログラ
ム 

ドレスコードカジュアル/
スポーツ 

18時00分～19時
30分 

ディナー  

2022年8月26日(金) 

8時30分～12時00
分 

観光プログラム ドレスコードスマートカ
ジュアル 

12時00分～13時
30分 

昼休み  
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14時00分～16時
30分 

プレナリーセッション3 
 

アクションプラン・セッション：

ASEAN+地域における若者のボランティ

ア活動の可能性と、ASEAN+の若者の持

続可能なボランティア活動への効果的

な関与のためのアイデアについて話し

合う 

ドレスコードスマートカ
ジュアル 

18時00分～21時
00分 

ASEAN+ユースボランティアアワードと 
カルチャーナイト 

ドレス コード ナショ
ナル 
コスチューム 

2022年8月27日(土) 

終日 代表団出発  



ページ 6の 

8 

 

 

 
 
 

4. 参加資格と用意するもの 
 

ASEAN各加盟国、中国、韓国、日本、インドが4名を選出し、指名する。 

の参加者を募集しています。 

1. SOMYフォーカルポイント 1台（01台 

2. 以下のとおり、必要な資格を有する優秀な青年ボランティア2名。 

• 18歳以上35歳未満 

• 英語が堪能であること。 

• 積極的で優れたユースボランティアであり、プログラム終了後もボランテ

ィア活動を継続することを確約していること。 

• プログラム中のすべての活動に完全に参加できること 

• 重篤な健康状態でないこと。 

• この02人のうち01人は、個人に対して「ASEAN Plus Youth Volunteer Award

」を授与されます。 
 

3. 優れたボランティア団体の代表者1名（01名）で、以下の通り必要な資格を有

する。 

• 地域や国において、社会貢献やボランティア活動に大きく寄与している優

れたボランティア団体であること。 

• アセアン・プラス・ユース・ボランティア・アワード」の団体部門受賞

に値する 
 

ASEAN加盟国、中国、韓国、日本、インドから推薦された公式代表団のほか

、フォーラムには数百から数千人のベトナムの青年ボランティアも参加する

予定で、代表団のためにボランティア活動を企画します。また、フォーラム

には来賓や講演者を招き、知識を共有してもらうことも予定しています。 
 

何を用意すればいい？ 

 

ASEANプラス・ユース・ボランティア・アワード」を受賞される方（個人01

名、団体・AMS01名）は、ご記入ください。 
 

• 個人または団体がボランティア活動において、どのようなことを行い、社

会に貢献してきたかを紹介するもの（250字以内）。 

• 授賞式で発表する個人または団体の高解像度の写真。 

• 個人または団体が実際にボランティアプログラムに参加している様子を撮

影した高解像度の写真またはビデオ映像。 
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5. 支出 
 

• SOMYフォーカルポイント1カ国に対し、ベトナム・クアンビン省滞在中の

国際線・国内線航空券、宿泊、食事、交通費はNCYVが負担し、参加者は

自己負担とする。 

• その他の参加者については、ベトナム・クアンビン省滞在中の宿泊、食事

、交通費はNCYVが負担し、参加国からベトナム・クアンビン省までの航

空運賃、その他の個人的な費用は参加者が負担する。 
 

6. ホテルアコモデーション 
 

主催者は、代表者に対し、クアンビン省のホテルで4泊分のツイン・スタンダードル

ームを提供する。チェックイン日は2022年8月23日（rd ）14時、チェックアウト日は

8月27日（th ）12時（正午）である。 

 

代表団が4泊以上の宿泊を希望する場合、追加宿泊分は個人口座で負担していただき

ます。部屋やスイートのアップグレード、追加の食事、ミニバーの使用、洗濯、そ

の他の付随的な費用などのその他の追加料金は、参加者の個人口座に請求されるこ

とになります。追加料金については、参加者がホテルと直接精算するようお願いし

ます。 
 

7. トランスポーテーション 
 

• 2022年8月23日rd : クアンビン省ドンホイ国際空港に到着後、主催者が外で

お迎えし、ホテルまでお送りします。 

• 2022年8月27日th ：主催者がクアンビン省ドンホイ国際空港まで送迎します

。 

• 送迎手配のため、クアンビン省発着の国際線の到着時刻をお早めにお知らせ

ください。 
 

8. 保険適用 
 

すべての参加者は、病気、事故（治療費、一時的または永久的な障害、死亡、第三

者によるリスクを含む）に起因する費用に備え、フォーラム期間と移動時間全体を

カバーする旅行保険に自己負担で加入することをお勧めします。 
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9. 登録と連絡先 
 

st2022年7月31日までに、参加申込書を主催者宛に電子メール（

aseanyouthvietnam@gmail.c o m）にてお送りください。 
 

連絡先 

ベトナム国家青年委員会国際部 
• グエン・ティ・ミン・チャ

ウ（Nguyen Thi Minh Chau）

さん 事務局+84 
62631999/Ext:306 

モバイル+84 916263999 
(whatsapp/line/viber) Email: 
nguyenthiminhchau@doanthanhnien.vn 

mailto:aseanyouthvietnam@gmail.com
mailto:nguyenthiminhchau@doanthanhnien.vn

	アドミニストレーション・アレンジメント
	1. 総合案内
	2. 目的
	3. 番組内容
	4. 参加資格と用意するもの
	1. SOMYフォーカルポイント 1台（01台
	何を用意すればいい？
	5. 支出
	6. ホテルアコモデーション
	7. トランスポーテーション
	8. 保険適用
	9. 登録と連絡先
	連絡先

