
　　　　　　　　　　青少年交換委員会主要行事予定一覧表 2017.6.1作成

開　催　日 開催時間 開催場所 行事名称 行事内容 対象者

2017.6.10（土） 10：00～11：30 前橋商工会議所会館 田中年度第１回委員会会議 顔合わせ、スケジュール、役割分担 次年度委員会

2017.6.10（土） 12：00～13：30 前橋商工会議所会館 第１４回委員会会議 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ準備 委員会・ROTEX

14：00～16：00 「アネモネ」　 第２回ホストクラブｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ホストクラブｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ｸﾗﾌﾞ、G・GE・GN・地区幹事

14：00～16：00 「バイオレット」　 派遣候補生第８回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 派遣候補生・保護者、旅行業者

2017.6.25（日） 11：00～12：00 マーキュリーホテル 第１５回委員会会議 歓送会・歓迎会準備 委員会・ROTEX

12：00～14：30
2016-17年度長期受入学生歓送会
2017-18年度短期受入学生歓迎会

16-17年度長期受入学生歓送会・修了書・感謝状
17-18年度短期受入学生歓迎会

長期受入学生、ｸﾗﾌﾞ・ｶｳﾝｾﾗｰ・ﾌｧﾐﾘｰ、
G・GE・GN・G補・地区幹事
短期受入学生、ｸﾗﾌﾞ・ｶｳﾝｾﾗｰ・ﾌｧﾐﾘｰ

12：00～14：30 派遣候補生第９回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 歓送会・歓迎会参加 派遣候補生

2017.7.29（土） 11：00～12：00 前橋問屋センター会館 第２回委員会会議（ガバナー事務所） 壮行会準備 委員会・ROTEX

12：30～14：20 「龍の間」　 2017-18年度長期派遣学生壮行会 ﾊﾞｯｼﾞ等授与
派遣学生・保護者、ｸﾗﾌﾞ、
直前G・G・GE・GN・G補・地区幹事

14：30～15：30 最終ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 派遣学生・保護者

2017.8.26（土） 12：00～13：00 前橋問屋センター会館 第３回委員会会議（ガバナー事務所） ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ準備 委員会・ROTEX

13：30～15：30 「龍の間」　
2016-17年度派遣学生帰朝報告会
2017-18年度受入学生歓迎会

長期派遣学生帰朝報告
長期受入学生歓迎

帰朝学生・保護者、ｸﾗﾌﾞ、帰朝学生学校、
直前G・G・GE・GN・G補・地区幹事、
受入学生、ｸﾗﾌﾞ・ｶｳﾝｾﾗｰ・ﾌｧﾐﾘｰ、受入学校

15：45～17：00 「秋冬の間」／「幸の間」　
第１回受入学生・ｸﾗﾌﾞ・ﾌｧﾐﾘｰｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ／学校懇談会

ﾙｰﾙ、手続き等 受入学生、ｸﾗﾌ・ﾞｶｳﾝｾﾗｰ・ﾌｧﾐﾘｰ、受入学校

2017.9.9（土） 13：30～15：00 ガバナー事務所 第４回委員会会議 選考会準備 委員会・ROTEX

2017.9.23（土） 11：00～13：00 前橋問屋センター会館 第５回委員会会議 選考会準備 委員会・ROTEX、G・GE・GN・地区幹事

13：00～15：30 「春夏・松・幸の間」　 派遣学生選考会 応募学生選考試験・保護者面接 応募学生・保護者

16：00～17：30 ガバナー事務所　 選考内容考査判定 判定結果集計～候補生内定 委員会、G・GE・GN・地区幹事

2017.10.7（土） バス旅行（群馬県内） 第２回受入学生オリエンテーション
移動ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（地区ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）
陶芸＆そば打ち体験とﾘﾝｺﾞ狩り

受入学生、委員会・ROTEX、ｸﾗﾌ・ﾞｶｳﾝｾﾗｰ・
ﾌｧﾐﾘｰ

2017.10.15（日） 12：00～14：00 前橋問屋センター会館 第６回委員会会議 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ準備 委員会・ROTEX

14：00～16：00 「幸の間」　 派遣候補生第１回オリエンテーション ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ記載要領説明 派遣内定学生・保護者、G・GE・GN・地区幹事

2017.10.28(土)～29(日) 1泊2日 妙義グリーンホテル ＲＹＬＡ研修セミナー 受入学生、委員会・ROTEX

2017.11.19（日） 高崎アリーナ 地区大会 受入学生、委員会・ROTEX

2017.11.26（日） 9：00～10：00 前橋問屋センター会館 第７回委員会会議（ガバナー事務所） ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ準備 委員会・ROTEX

10：00～12：00 「幸の間」　 派遣候補生第２回オリエンテーション ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ作成ﾁｪｯｸ 派遣候補生

13：30～15：30 「梅の間」　 第３回受入学生オリエンテーション 日本語習熟度ﾃｽﾄ（１回目） 受入学生

13：30～15：30 「幸の間」　 第１回ホストファミリー情報交換会 ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ・ｶｳﾝｾﾗｰ・学校担任情報交換 ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ、ｶｳﾝｾﾗｰ、受入学校

2017.12.16（土） 10：00～11：00 （未定） 第８回委員会会議 ｸﾘｽﾏｽ会、派遣候補生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ準備 委員会・ROTEX

11：00～12：00 派遣候補生第３回オリエンテーション　 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ作成ﾁｪｯｸ 派遣候補生

12：30～14：30 クリスマス会（第４回受入学生オリエンテーション） クリスマス会
受入学生、ｸﾗﾌﾞ・ﾌｧﾐﾘｰ、G・GE・GN・G補・
地区幹事、派遣候補生・保護者

2018.1.20（土） 12：00～13：00 前橋問屋センター会館 第９回委員会会議 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ準備 委員会・ROTEX

13：30～16：00 「幸の間」　 派遣候補生第４回オリエンテーション ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ完成・送付 派遣候補生

2018.2.　（土）～　（日） 1泊2日 （未定） 派遣候補生第５回オリエンテーション 学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 派遣候補生、委員会・ROTEX

2018.3.11（日） 12：00～13：00 前橋商工会議所会館 第１０回委員会会議（1Fﾚｽﾄﾗﾝ） ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ準備 委員会・ROTEX

13：30～15：30 「バイオレット」　 第５回受入学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 日本語習熟度ﾃｽﾄ（２回目） 受入学生

13：30～15：30 「アネモネ」　 第２回ホストファミリー情報交換会 ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ・ｶｳﾝｾﾗｰ情報交換 ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ、ｶｳﾝｾﾗｰ

2018.3. （2泊3日） （未定） バストリップ 受入学生、委員会・ROTEX

2018.4.8（日） 12：00～13：30 前橋問屋センター会館 第１１回委員会会議 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ準備 委員会・ROTEX

14：00～16：00 「春夏の間」　 第１回ホストクラブオリエンテーション ホストクラブｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ｸﾗﾌﾞ、G・GE・GN・地区幹事

14：00～16：00 「幸の間」　 派遣候補生第６回オリエンテーション 学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 派遣候補生・保護者、旅行業者

2018.5.12（土） 12：00～13：30 前橋問屋センター会館 第１２回委員会会議 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ準備 委員会・ROTEX

14：00～16：00 「幸の間」　 派遣候補生第７回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 派遣候補生・保護者

2018.5.　（　） 足尾銅山 足尾銅山植樹ボランティア 植樹活動（桐生ＲＣ企画） 受入学生、委員会

2018.6.10（日） 12：00～13：30 前橋問屋センター会館 第１３回委員会会議 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ準備 委員会・ROTEX

14：00～16：00 「春夏の間」　 第２回ホストクラブｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ホストクラブｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ｸﾗﾌﾞ

14：00～16：00 「冬の間」　 派遣候補生第８回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 派遣候補生・保護者、旅行業者

2018.6.17（日） 11：00～12：00 前橋問屋センター会館 第１４回委員会会議（ガバナー事務所） 歓送会・歓迎会準備 委員会・ROTEX

12：00～14：30 「春夏の間」　
2017-18年度長期受入学生歓送会
2018-19年度短期受入学生歓迎会

17-18年度長期受入学生歓送会・修了書・感謝状
18-19年度短期受入学生歓迎会

長期受入学生、ｸﾗﾌﾞ・ｶｳﾝｾﾗｰ・ﾌｧﾐﾘｰ、
G・GE・GN・G補・地区幹事、
短期受入学生、ｸﾗﾌﾞ・ｶｳﾝｾﾗｰ・ﾌｧﾐﾘｰ

12：00～14：30 派遣候補生第９回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 歓送会・歓迎会参加 派遣候補生

2018.7. （　） 11：00～12：00 前橋問屋センター会館 第○回委員会会議 壮行会準備 委員会・ROTEX

12：30～14：30 2018-19年度長期派遣学生壮行会 ﾊﾞｯｼﾞ等授与
派遣学生・保護者、ｸﾗﾌﾞ
直前G・G・GE・GN・G補・地区幹事

14：30～15：30 最終ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 派遣学生・保護者

2018.8. （　） 11：00～12：00 前橋問屋センター会館 第○回委員会会議 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ準備 委員会・ROTEX

12：30～15：00
2017-18年度長期派遣学生帰朝報告会
2018-19年度長期受入学生歓迎会

17-18年度長期派遣学生帰朝報告
18-19年度長期受入学生歓迎

帰朝学生・保護者、ｸﾗﾌﾞ、帰朝学生学校、
直前G・G・GE・GN・G補・地区幹事、
受入学生、ｸﾗﾌﾞ・ｶｳﾝｾﾗｰ・ﾌｧﾐﾘｰ、受入学校

15：00～16：30
第１回受入学生・ｸﾗﾌﾞ・ﾌｧﾐﾘｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
／

ルール、手続き等 受入学生、ｸﾗﾌ・ﾞｶｳﾝｾﾗｰ・ﾌｧﾐﾘｰ、受入学校

2018-2019年度　上期主要行事（案）

2016-2017年度　下期主要行事

2017-2018年度　上期主要行事

2017－2018年度　下期主要行事


