日程
2012年9月

主催者

9月13日（木）～
2013年1月19日（土）

復興写真展パネル展示

フィリピン大学、在フィリピン日本
大使館協力

１月6日（日）～13日（日）

日本市場参入支援事業（ラオスへの専門
日本アセアンセンター
家派遣）

１月7日（月）～31日（木）

巡回展「くまもとアートポリス」

１月9日(水）～17日(木）

開催地・開催場所

事業内容

フィリピン

パネル展示

ラオス ビエンチャン、ルアンパバン

専門家派遣事業

シンガポール国立大学デザイン・環
境スクール建築学科展示ホール

展示会（芸術・建築）

ティーンエイジ・アンバサダー（カンボジア・
イオン１％Club
ラオス高校生来日）

日本（札幌清田高校）

人的交流

１月13日（日）～19（土）

日本市場参入支援事業
（ベトナムへの専門家派遣）

日本アセアンセンター

ハノイ、ホーチミン

専門家派遣事業

１月13日（日）～19（土）

日本市場参入支援事業
（カンボジアへの専門家派遣）

日本アセアンセンター

プノンペン

専門家派遣事業

１月16日（水）

ラオス経済投資セミナー

日本アセアンセンター

大阪（大阪商工会議所ホール）

セミナー

1月17日（木）

第１回アセアンネットワーク２０１３

日本アセアンセンター

東京（日本アセアンセンター）

ネットワーキングミーティング

1月18日（金）

日・ASEAN友好協力40周年キックオフ・レ
外務省、ASEAN事務局
セプション

ジャカルタ

記念レセプション
https://www.facebook.com/A
SEAN.Japan.40th

１月18日（金）

ラオス経済投資セミナー

日本アセアンセンター

浦和市（市民会館）

セミナー

1月19日（土）～4月21日

Omnilogue: Your Voice is Mine

国際交流基金、シンガポール国立
大学美術館

シンガポール国立大学美術館

展示会

第２回日本留学・日系企業就職フェア

独立行政法人日本学生支援機構

バンコク（サイアムパラゴン 5階 ロイ
日本への留学・就職フェア
ヤルパラゴンホール）

1月23日（水）～24（木）

愛知・名古屋国際ネットワーク

名古屋国際交流懇談会実行委員会

セミナー、人的交流
愛知県 ANAクラウンプラザホテルグ
http://www.pref.aichi.jp/00000
ランコート名古屋、他
57702.html

1月23日（水）

日ラオス物流政策対話

国土交通省、ラオス公共事業・運輸
ラオス ビエンチャン
省

1月23日（水）

ASEANビジネスセミナー「ASEAN地域の危
日本アセアンセンター
機管理」

1月23日（水）

NATAS TRAVEL 2013(シンガポール旅行
博）への日本ブース出展

1月23日（水）

日ミャンマー合作映画「血の絆」特別上映 在ミャンマー大、日本ミャンマー友好
ネーピードー
会
協会等

映画上映

1月23日（水）

日ASEAN交流年記念紙面買い上げ

在ラオス日本国大使館

ラオス全国

ASEAN+3観光大臣会合（ビエ
ンチャン）、日ASEAN交流年
キックオフレセプション（ジャカ
ルタ）に合わせて実施

1月23日（水）～30日（水）

日本市場参入支援事業
（ミャンマーへの専門家派遣）

日本アセアンセンター

ヤンゴン、マンダレー

専門家派遣事業

1月24日（木）

第10回 日ASEAN港湾保安専門家会合

国土交通省

ベトナム ハイフォン市

政府間会議

1月24日（木）

日ASEAN物流ワークショップ（ラオス）

国土交通省、ラオス公共事業・運輸
ラオス ビエンチャン
省

ワークショップ

1月25日（金）

日ミャンマー環境セミナー

国土交通省

セミナー

1月25日（金）～27（日）

木津茂理コンサートinタワウ・インターナ
ショナル・カルチャーフェスティバル2013

国際交流基金クアラルンプール日本
文化センター、タワウインターナショ マレーシア タワウ市
ナルカルチャーフェスティバル

１月26日（土）

LJI お正月祭り2013

ラオス日本センター

1月26日～27日

木津茂里コンサートinタワウ・インターナ
ショナル・カルチャーフェスティバル2013

・国際交流基金クアラルンプール日
本文化センター
タワウ（マレーシア）
・タワウ・インターナショナル・カル
チャーフェスティバル

1月27日（日）～2月26日
（火）

巡視船及び航空機を派遣しての海上保安
海上保安庁
能力向上及び連携推進

シンガポール、ジャカルタ

訓練・トレーニング
（PDF）

1月29日（火）

マレーシア新年賀詞交換会

日本アセアンセンター

東京（日本アセアンセンター）

賀詞交換会

1月29日（火）

ベトナム投資セミナー

日本アセアンセンター

名古屋

セミナー

国際交流基金

タマサート大学【バンコク】、チェンマイ
セミナー
大学【チェンマイ】

1月19日（土）～20（日）

1月

事業名

国際交流基金、在シンガポール日
本大使館、シンガポール国立大学

東京（日本アセアンセンター）

ミャンマー ヤンゴン

ビエンチャン
ラオス日本センター

政府間会議
セミナー

民謡公演
フェスティバル、コンサート、芸
術、他

コンサート

1月29日（火）～2月2日
（土）

日本研究巡回セミナー「情報検索」

1月29日（火）～3月17日
（日）

巡回展「東北－風土・人・くらし」

1月29日(火)～3月下旬

海外巡回展｢東北－風土・人・くらし｣

1月30日（水）

ハラールランチミーティング

1月30日（水）

大学の世界展開力強化事業「ASEAN諸国
との連携・協働による次世代医学・保健学
神戸大学大学院医学研究科
グローバルリーダーの育成」キックオフミー
ティング＋シンポジウム

ジャカルタ（サリ パン パシフィック
ホテル）

大学間会議、シンポジウム

1月30日（水）～2月6日
（水）

日ＡＳＥＡＮ交通連携に基づく交通行政施
国土交通省
策立案支援事業

東京

研修

1月30日（水）～31日（木）

ラオス・パイロット・プログラム ASEANア
ウェアネス・セミナー／ワークショップ

ラオス

セミナー

国際交流基金、フィリピン国立博物
マニラ（フィリピン国立博物館）
館
国際交流基金マニラ日本文化セン
ター、在フィリピン日本大使館共催、 フィリピン国立美術館
国立美術館共催)
DNASTYLE株式会社（日本アセアン
東京、アセアンホール
センター後援）

JICA

展示会
展覧会企画者による講演も２
月～３月に予定
インドネシアからのムスリム訪
日客受け入れに関する研修

1月31日（木）
～2月2日（土）

日本の洋菓子レクチャー・デモンストレー
ション

在タイ日本国大使館、国際交流基金 バンコク（大使公邸、ル・コルドン・ブ
バンコク日本文化センター、ル・コル ルー・ドゥシット料理学校、ゲートウェ 講演会
ドン・ブルー・ドゥシット料理学校
イ・エカマイ）

1月末～10月末

アセアンに行こう！

一般社団法人 日本旅行業協会

１月～3月

震災復興関連映画上映会

国際交流基金ジャカルタ日本文化セ
ジャカルタ
ンター

2月1日(金）

ムスリム訪日旅行者受入促進セミナー

観光庁、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）

東京（ＡＰ東京八重洲通りＡルーム及
セミナー
びＢルーム）

2月1日（金）

ベトナム投資セミナー

日本アセアンセンター

北九州市

セミナー

2月1日(金）～28日（木）

東京ファンウィーク@表参道/原宿

公益財団法人東京観光財団

東京（表参道・原宿エリア）

観光促進

2月1日～3月31日

巡回展「キャラクター大国、ニッポンA」

国際交流基金、在カンボジア日本大 日本カンボジア人材開発センター（プ
展示会
使館
ノンペン）

2月4日（月）

フィリピン投資セミナー

日本アセアンセンター

宇都宮

セミナー

2月5日（火）

ラオス賀詞交換会

日本アセアンセンター

東京（日本アセアンセンター）

賀詞交換会

2月7日（木）

フィリピン新年賀詞交換会

日本アセアンセンター

東京（日本アセアンセンター）

賀詞交換会

2月8日(金)～9日（土）

古楽同源・新楽共創

在フィリピン日本大使館

マニラ（8日：Philam Life Theatre、9
コンサート
日：フィリピン文化センター大ホール）

2月9日（土）

第8回日本文学翻訳コンテスト

在ミャンマー大、ミャンマー元日本留
ヤンゴン、マンダレー
学生協会

2月11日(月)～12日（火）

直島女文楽

在フィリピン日本大使館

フィリピン、11日イントラムロス(マニラ
旧市街) 、12日フィリピン大学

2月12、13日

矢野かずき氏によるパントマイム公演

国際交流基金（バンコク）、在ミャン
マー日本大使館

チャイワイン孤児院、チャトリアムホテ
演劇
ル、聾唖施設Mary Chapman

2月13日（水）

講演会「日本とASEAN、東アジア諸国との
日本シンガポール協会
関係－最近の問題」

東京（国際文化会館）

講演会

2月14日（木）～17日（日）

TITF 2013 （タイ旅行博）への日本ブース
観光庁
出展

バンコク
（クイーン・シリキット・コンベンション
センター）

観光促進

2月15日（金）～17日（日）

TTE 2013（フィリピン旅行展）への日本
ブース出展

観光庁

マニラ（SMXコンベンションセンター）

観光促進

在フィリピン日本大使館

マニラ、ＳＭＸコンヴェンションセン
ター)

(2月15日(金)～17日(日)

2月

観光博

日本、ＡＳＥＡＮ

観光促進
映画・ビデオ上映

日本語教育支援

2月15日（金）～24日（日） 日本映画祭2013

国際交流基金、在チェンマイ日本総 バンコク（15日～17日）
領事館
イ（22日～24日）

チェンマ

2月16日(土)

第9回アジア日本人男声合唱祭

)(マニラグリークラブ主催、東南アジ
ア各国グリークラブ共催、在フィリピ マニラ（ＢＤＯ内サンチャゴホール）
ン日本大使館後援名義付与

2月16日（土）

第12回インドネシア高校生日本語弁論大
会 全国大会

国際交流基金ジャカルタ日本文化セ ジャカルタ（インドネシア国営ラジオ放
日本語弁論大会
ンター
送局ホール）

2月16日（土）～17日（日）

平成24（2012）年度日本留学セミナー（ミャ 独立行政法人日本学生支援機構
ンマー）
（JASSO)

ヤンゴン：ミャンマー連邦商工会議所 留学セミナー
(UMFCCI)（２月16日）
http://www.jasso.go.jp/study_j
マンダレー：HITOセンター（２月17日） /info_fair_myanmar_2012.html

2月16日（土）～23（土）

国際交流基金クアラルンプール日本
文化センター、ペトロナス・フィル
和太鼓「倭」日・ASEAN友好協力40周年記
ハーモニックホール（クアラルンプー
念マレーシア公演
ル）、マレーシア科学大学コタバルヘ
ルスキャンパス（コタバル）

クアラルンプール(ペトロナス・フィル
ハーモニックホール、マレーシア国立
和太鼓公演、ワークショップ
芸術遺産大学)、コタバル(マレーシア
科学大学コタバルヘルスキャンパス)

映画・ビデオ上映

２月１６日(土)～２月２６日
池坊生花デモンストレーション
(火)

在フィリピン日本大使館協力

セブ及びマニラ

生花実演

2月17日（日）～24日（日） ラオス投資促進ミッション

日本アセアンセンター

ラオス

投資環境視察

2月18日（月）

文化遺産を活用した観光振興セミナー

日本アセアンセンター

フィリピン、マニラ

観光セミナー

2月18日（月）、
21日（木）～22日（金）

・国際交流基金クアラルンプール日
本文化センター
・ペトロナス・フィルハーモニックホー
和太鼓「倭」 日・ASEAN交流40周年記念
ル
マレーシア公演
・マレーシア科学大学(USM)
コタバルヘルスキャンパス
・特別協賛：日本航空

2月18日（月）～3月24日
（日）

武道の精神展

ペトロナス・フィルハーモニックホール
(18日)（クアラルンプール・マレーシ
ア）
コンサート
マレーシア科学大学(USM)・コタバル
ヘルスキャンパス(21日-22日）（コタ
バル・マレーシア）

大使館，国際交流基金，文化・青
年・スポーツ省

ブルネイ博物館

国際交流基金巡回展

2月19日（火）～23日（土） アセアン-札幌 Re:J ワークショップ

財団法人さっぽろ産業振興財団

札幌市内

映画、ワークショップ、人的交
流
http://www.screensapporo.jp

2月20日（水）

フィリピン経済・労務セミナー

日本アセアンセンター

東京（日本アセアンセンター）

セミナー

2月20日（水）
～3月2日（土）

邦楽東南アジア公演（仮称）

国際交流基金

カンボジア（CJCC）, ミャンマー
（Parkoroyal Hotel), ラオス

コンサート、ワークショップ

2月21日

文化遺産を活用した観光振興セミナー

日本アセアンセンター

マレーシア、マラッカ

観光セミナー

ミスキャンパスサミット実行委員会

川崎、川越、千葉

学生会議、観光PR等
www.getti.co.jp/pdf/press_130
228-2.pdf

2月21日（木）～26日（火） 第2回ミスキャンパスサミット

・MARA Japan Industrial Institute
(MJII)

2月22日（金）

日本文化祭 2013

2月22日（金）～24日（日）

NATAS TRAVEL 2013(シンガポール旅行
観光庁
博）への日本ブース出展

・MARA Japan Industrial Institute
(MJII)

日本文化イベント

シンガポール
（シンガポール エキスポ）

観光促進

2月22日（金）～24日（日） Re:J アジア映像リーダー会議

財団法人さっぽろ産業振興財団

札幌市内

映画、会議
http://www.screensapporo.jp

2月22日（金）～23日（日） Re:J コンテンツマーケット

財団法人さっぽろ産業振興財団

札幌市内

映画、展示会、人的交流

2月23日（土）

心＆ＬＯＶＥつながり 命の響き

ボランティアグループ新原

神戸市
新長田ピプレホール

青少年活動、チャリティコン
サート

2月23日（土）

日本語フィエスタ2013

国際交流基金マニラ日本文化セン
ター

マニラ（SMシティ・ノース・エドサ）

青少年活動、コンサート、日本
文化紹介、日本語コンテスト他

2月23日（土）

就職ガイダンスセミナー

日本アセアンセンター

東京（日本アセアンセンター）

就職セミナー

2月23日（土）

第１１回日本武道演武会

在ラオス日本国大使館
関連武道団体

武道センター

日本文化紹介

2月23日（土）

日本語フィエスタ関連事業

国際交流基金マニラ日本文化セン
ター主催、在フィリピン日本大使館
共催)

マニラ（SM City North EDSA）

日本語スピーチコンテスト、コ
ンサート、他

2月24日（日）

日本カンボジア絆フェスティバル
ワークショップ：日本の“着物”とカンボジア 国際交流基金（バンコク）、在カンボ カンボジア-日本人材開発センター
の“クベン”
ジア日本大使館
（プノンペン）
日本カンボジアファッションショー

セミナー、フェスティバル
ASEANにおける健康・スポー
ツ紹介
http://www.asean.or.jp/ja/ajc
/about/event_hall/copy_of_201
2/ASEANHealthSports

2月24日（日）

ASEANマラソン for 東京マラソン

日本アセアンセンター

東京（日本アセアンセンター）

2月25日（月）、26日（火）

浅野ショウ邦楽公演

在ミャンマー大、国際交流基金

ヤンゴン

伝統音楽公演

2月25日（月）～3月1日
（金）

日本酒とは？ －日本らしさの結晶－

外務省

ハノイ、ホーチミン、ヤンゴン

日本酒紹介、講演会

2月25日（月）～3月2日
（土）

日本－タイ。「震災と記録・復興への道」を
バンコク芸術文化センター
学ぶ学生/青年ワークショッププログラム

バンコク

ワークショップ・ビデオ上映

2月26日（火）

ミャンマー文化紹介セミナー

日本アセアンセンター

東京、アセアンホール

2月26日（火）

マレーシア日本研究学会講演会

・マレーシア日本研究学会
・マラヤ大学日本研究プログラム
マラヤ大学（クアラルンプール、マ
・国際交流基金クアラルンプール日 レーシア）
本文化センター

2月26日（火）～27日（水）

日ＡＳＥＡＮ交通分野における防災専門委
国土交通省
員会

2月26日(火)～3月2日(土) いいむろなおきマイム公演

国際交流基金マニラ日本文化セン
ター主催、在フィリピン日本大使館
共催

ミャンマー文化の紹介

セミナー

東京、仙台

政府間会議

マニラ（CCP little theatre)

パントマイム

2月27日（水）
～3月1日（金）

巡視船及び航空機を派遣しての海上保安
海上保安庁
能力向上及び連携推進

ホーチミン

訓練・トレーニング

2月27日（水）～3月1日
（金）

インドネシア「マングローブ生態系保全と持
続的な利用のASEAN地位における展開プ
JICA
ロジェクト（MECS)」が実施する地域シンポ
ジウム

インドネシア スラバヤ

ワークショップ、シンポジウム

2月27日（水）～28日（木） いいむろなおきマイム公演「マイムの時間」

国際交流基金マニラ日本文化セン
ター

マニラ（フィリピン 文化センター）

パントマイム公演、ワーク
ショップ

２月２８日（木），３月１日
（金）

伝統音楽レクデモ，公演（津軽三味線）

国際交流基金主催事業

ビエンチャン

日本文化紹介

2月28日（木）～3月9日
（土）

アニメ・マンガ「宇宙兄弟」のレクチャー・
ワークショップ

国際交流基金

インドネシア（ジャカルタ、メダン、スラ 講演会、上映会、ワークショッ
バヤ）
プ

2月

ラオスサッカー グラスルーツ・フェスティバ
ラオスサッカー連盟、JICA
ル

2月

日本文化紹介派遣

国立美術館(予定))(国際交流基金マ
ニラ日本文化センター主催、在フィリ フィリピン
ピン日本大使館共催

巡回展｢東北－風土・人・くら
し｣の内容に合わせ、専門家
(展示監修者乃至東北学研究
家)を１週間程度派遣予定

2月～3月（調整中）

日ASEAN物流人材育成支援モデル事業
（ベトナム）

国土交通省、ベトナム運輸省

ベトナム ハイフォン市

ワークショップ、トレーニング

2月～3月（調整中）

日ASEAN物流人材育成支援モデル事業
（ミャンマー）

国土交通省、ミャンマー運輸省

ヤンゴン

ワークショップ、トレーニング

2月～11月

ラオスサッカー・グラスルーツプロジェクト
（北沢選手の来訪（２月））

ＪＩＣＡ，ラオスサッカー協会

ビエンチャン（２月）、ルアンパパーン
（３月）、カムアン（５月）、チャンパサッ スポーツ交流
ク（９月）、サワンナケート（１１月）

3月1日（金）

クールジャパン発信事業「日本酒」講演・
試飲会

在ミャンマー大、酒サムライ事務局

ヤンゴン

3月1日（金）～2日（土）
3月2日（土）
3月2日（土）
3月3日（日）

ビエンチャン

スポーツ、青少年事業

日本食紹介

国際交流基金ベトナム日本文化交 ハノイ（バンホー展示センター野外ス
SOIL & "PIMP" SESSIONS 公演
ジャズ公演
流センター
テージ）
日本人指揮者によるミャンマー国立オーケ 在ミャンマー大、ミャンマー情報省、
ヤンゴン
クラシック音楽
ストラ第２回公演
MRTV
第１０回日本語スピーチ大会

スピーチ大会実行委員会

「第一回International Walk & Run in
Yokohama」出展

Interational Walk & Run in
Yokohama 実行委員会 (日本アセア 横浜市赤レンガ倉庫イベント広場
ンセンター出展）

武道センター

日本語普及
観光広報活動

マレーシア日本語教育セミナー

国際交流基金クアラルンプール日本
クアラルンプール（マラヤ大学）
文化センター

3月2日（土）～3日（日）

マレーシア日本語教育セミナー

・国際交流基金クアラルンプール日 マラヤ大学（クアラルンプール・マレー
セミナー
本文化センター
シア）

3月3日（日）～6日（水）

SOIL & "PIMP" SESSIONS 公演

3月2日（土）～3日（日）

3月3日（日）～8日（金）
3月4日（金）

ジャズ公演、ワークショップ、
青少年事業
セミナー
国際シンポジウム

3月5日（火）

タイネットワーキングミーティング

日本アセアンセンター

東京、アセアンホール

ビジネスマッチング

3月5日（調整中）

日フィリピン環境セミナー

国土交通省

マニラ

セミナー

国際交流基金ベトナム日本文化交
いいむろなおきマイム公演「マイムの時間」
流センター
在ラオス日本国大使館
ロボット・コンテスト
ラオス国立大学工学部

ホーチミン（世界青年劇場）、ハノイ
（青年劇場）

パントマイム講演

ラオス国立大学工学部

科学技術交流

3月6日（水）

ベトナムビジネス交流会

東京（日本アセアンセンター）

ビジネスマッチング

3月6日（水）

経済連携協定等と海上貿易への影響に関 一般社団法人 運輸政策研究機構
東京
するセミナー
国際問題研究所

3月5日（火）～10日（日）
３月６日（水）

3月7日（木）
3月７日（火）

「Ship of The Ryukyu ～世界を駆け巡る
琉球文化船～」「琉球幻想絵巻～
FURUSATO～」
マレーシア冷凍食品マーケティング・ミッ
ション

日本アセアンセンター

セミナー

・沖縄県
Publika（クアラルンプール・マレーシ
・国際交流基金クアラルンプール日
ア）
本文化センター

コンサート

MATRADE

東京、アセアンホール

ビジネスマッチング

女性博物館、ベトナム日本文化交流
展示会
センター（ハノイ）

3月7日（火）～31日（日）

日本人形展

国際交流基金ベトナム日本文化交
流センター

3月9日（土）

日ASEAN学生交流イベント

日本アセアンセンター

東京、アセアンホール

交流イベント

3月9日（土）

講演（東日本大震災復旧・復興）飯沢耕太 国際交流基金、フィリピン国立博物
郎氏/津田直氏
館

マニラ（フィリピン国立博物館）

展示会、セミナー

3月9日（土）

もっと知ろうカンボジアのこと

JICA北海道他

セミナー

3月9日（土）～4月13日
（土）

公益財団法人日本ユースリーダー
グローバル・エデュケーションツアー（GET)
協会

ベトナム ダナン

青少年交流、ボランティア、ト
レーニング

3月10日（日）～20日（水）

キズナ・プロジェクト（親日高校生９８名訪
日招へい）

在ラオス日本国大使館，ＪＩＣＥ

東京，東北地方

青少年交流

フィリピン投資セミナー

日本アセアンセンター/フィリピン大
使館/名古屋商工会議所/JETRO

名古屋

フィリピン投資セミナー

3月12日（木）～14日（日） 第4回日ASEAN諸国防衛次官級会合

防衛省

東京

政府間会議

3月12日（火）～12月31日
ASEANフォーラム JOSAI
（火）

学校法人城西大学 イノベーション
センター

東京（城西大学 イノベーションセン
ター）

講演会

3月12日（火）

JICA

3月14日（日）

第4回共通安全保障課題に関する東京セ
ミナー「アジア太平洋地域の安全保障ーー 防衛省
日本とＡＳＥＡＮの今後の役割」

東京

セミナー

3月14日（木）

第31回日比経済委員会

日比経済委員会

東京（東京會舘）

会儀、地域交流、経済交流

3月14日（木）

フィリピン投資セミナー

JPECC/日本アセアンセンター/フィ
リピン大使館/JETRO

東京

フィリピン投資セミナー

3月14日（木）

第１回アセアン地域における新たな企業戦
公益財団法人大阪産業振興機構/
略構築セミナー「跳躍・発展するアセアン
日本アセアンセンター
地域と我が社の事業戦略」

大阪、マイドームおおさか

ビジネスセミナー

3月14日（木）～16日（土）

第8回エコプロダクツ国際展へのブース展 一般社団法人Japan Dream Football シンガポール（マリーナ・ベイ・サン
示
Association
ズ）

展示会
http://j-dreamfootball.net

3月14日（木）～20日（水）

Jimpact- JAPAN ANIME + J-POP WEEK
株式会社ティ・ジョイ
2013

ジャカルタ（プラザ セナヤン）

アニメ映画上映、コンサート

3月15日（金）

ジェトロ元駐在員によるベトナム・インドネ
シアビジネスセミナー

大分市

セミナー

3月15日（金）～17日（日）

MATTA FAIR 2013（マレーシア旅行博）へ
観光庁
の日本ブース出展

クアラルンプール（プトラ ワールドト
レードセンター）

観光促進

ジェトロ大分貿易情報センター

国費留学生同窓会

在ミャンマー大、ミャンマー元日本留
ヤンゴン
学生協会

帰国留学生支援

穀皮留学生オリエンテーション・壮行会

在ミャンマー大、ミャンマー元日本留
ヤンゴン
学生協会

留学支援

3月16日（土）

JENESYS 同窓会

在ミャンマー大、ミャンマー元日本留
ヤンゴン
学生協会

訪日経験者ネットワーク化支
援

3月16日（土）

舞台公演「ジパング」（太鼓，踊り等）

在ラオス日本国大使館
劇団笑う猫

ビエンチャン

日本文化紹介

3月17日（日）～24日（日） 第15次FECアセアン訪問団

民間外交推進協会

・インドネシア ジャカルタ
・ミャンマー ヤンゴン、ネピドー、
・シンガポール

訪問団派遣。各国閣僚、政府
高官等との意見交換等

3月17日（日）～

国際ドラマフェスティバル in TOKYO

国際ドラマフェスティバル in TOKYO
サイアム・パラゴン（バンコク）
実行委員会

フェスティバル

3月18日（月）

文化遺産を活用した観光振興セミナー

日本アセアンセンター

インドネシア、ジョグジャカルタ

観光セミナー

3月18日（月）

ベトナム紹介＆語学レッスン

日本アセアンセンター

東京、アセアンホール

ベトナム文化紹介及びベトナ
ム語のレッスン

3月18日（月）～23日（土）

日本研究巡回セミナー「日本の国際関係
を考える」

国際交流基金

ハノイ（ベトナム国家大学付属人文社
会科学大学）、ホーチミン（ホーチミン セミナー
市人文社会科学大学）

日本ベトナム学生会議

東京

3月16日（土）
3月16日（土）

3月

国際交流基金クアラルンプール日本
文化センター、マラ工科大学（UiTM) クアラルンプール（マラ工科大学）
音楽学部
マラヤ大学（クアラルンプール）、マ
日本研究巡回セミナー「環境NGOから見た
国際交流基金
レーシア工科大学（マレーシア）、サラ
日本の環境問題」
ワク大学（クチン）
「日尼関係と東アジア経済統合（Beyond
ジャカルタ、ホテル・メリディアン・ジャ
JETROジャカルタ
AEC)」
カルタ

セミナー、ワークショップ

3月18日（月）～23日（土） Xin Chao 日本！

人物交流、ボランティア活動

3月19日（火）～24日（日）

ティーンエイジ・アンバサダー（小さな大使：
イオン１％Club
札幌清田高校生派遣）

プノンペン・バクトク高校、ビエンチャ
人的交流
ン・ビエンサヴァン高校

3月19日（火）～24日（日）

イオン・ティーンエイジ・アンバサダー
（北海道の高校生１６名来訪）

イオン１％クラブ

ビエンチャン

青少年交流

在ラオス日本国大使館，ＪＩＣＥ

ビエンチャン

青少年交流

キズナ・プロジェクト
3月19日（火）～27日（水）
（日本の大学生１５名来訪）
「ASEAN輸出企業リスト（２008-2012）」出
3月20日（水）
版

日本アセアンセンター

刊行物

3月21日（木）

文化遺産を活用した観光振興セミナー

日本アセアンセンター

ブルネイ、バンダルスリブガワン

観光セミナー

3月21日（木）～22日（金）

第4回環境的に持続可能な都市ハイレベ
ルセミナー

環境省

ハノイ

政府間会議

東京国際アニメフェア実行委員会
（日本アセアンセンター出展）

東京ビッグサイト

インフォメーションブースにお
けるPR活動

3月21日（木）～22日（金） 東京国際アニメフェア2013出展

大使館，国際交流基金，タイムズス
ブルネイ, タイムズスクエア
クエア，BJFA-UBD Chapter
ブルネイ和太鼓公演 （日本フェアへの出 国際交流基金（クアラルンプール）、
3月21日（木）～24日（日）
ブルネイ, タイムズスクエア
演）
在ブルネイ日本大使館
3月21日（木）～24日（日） 日本フェスティバル

フェスティバル
和太鼓演奏

3月22日（金）

カンボジアトーク＆スライドショー
「カンボジアの結婚式とクメールの若者た
ち」

日本アセアンセンター

東京、アセアンホール

3月22日、23日

インドネシア産業把握ミッション

日本アセアンセンター

大分市

産業視察

3月23日（土）

帰国留学生会（JAOL）総会・懇親会

在ラオス日本国大使館
JAOL

ビエンチャン

留学生交流

3月25日（月）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ
日本アセアンセンター
ミナー

東京、アセアンホール

インバウンド観光セミナー

外務省会議室

シンポジウム

長野県白馬

インバウンド観光セミナー

公益財団法人日本国際フォーラム
（JFIR)

3月25(月）、26日（火）

第9回日・シンガポール・シンポジウム

3月26日(火）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター/白馬五竜観
ミナー
光協会

第７回日ＡＳＥＡＮ交通情報プラットフォー
3月26日(火）～27日（水）
ム専門家会合

国土交通省

政府間会議

3月27日（水）

JICAミャンマーセミナー「ミャンマー経済の
JICA
可能性とJICAの役割」

3月27日（水）～

ASEAN3カ国（タイ、シンガポール、マレー
（株）リクルートライフスタイル じゃら
シア
日本各地
んリサーチセンター
）訪日インバウンド ニーズ調査

3月28日（木）

国際シンポジウム「東方政策30周年の歩
み」

3月28日（木）
3月28日（木）、29日（金）

・マレーシア日本研究学会
・日本マレーシア研究学会
・在マレーシア日本国大使館

トークショー

東京、JICA市ヶ谷

セミナー
ASEANからの訪日旅行者の
満足度調査、調査結果のセミ
ナー
http://www.recruitlifestyle.co.jp/NEWs/travel/N
EWs658_20130327.html

マラヤ大学（クアラルンプール・マレー
シンポジウム
シア）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ
日本アセアンセンター/福岡市
福岡市
ミナー
在ミャンマー大、ミャンマー空手道連
空手道ジャパンカップ
ヤンゴン
盟

インバウンド観光セミナー
日本武道

3月29日（金）

【ASEAN Sports Caravan 2013】①
沖縄国際映画祭 ビーチステージスペシャ
日本アセアンセンター
ル「セパタクロー国際
エキシビジョンマッチ feat. チンロン！」

沖縄コンベンションセンター（沖縄県
宜野湾市）

3月30日（土）

【ASEAN Sports Caravan 2013】②
蹴kelu in Osaka ～セパタクロー国際親善 日本アセアンセンター
マッチ～

東南アジア発祥の「セパタク
関西テレビなんでもアリーナ（大阪府 ロー」とミャンマーの伝統競技
大阪市）
「チンロン」をコンテンツとした
文化紹介・交流事業。

3月31日（日）

【ASEAN Sports Caravan 2013】③
日・ASEAN蹴技万国博覧会

東南アジア発祥の「セパタク
国営飛鳥歴史公園（奈良県高市郡明 ロー」とミャンマーの伝統競技
日香村）
「チンロン」をコンテンツとした
文化紹介・交流事業。

3月31日（日）

デジタルパンフレット出版：「ASEANムスリ
日本アセアンセンター
ム観光客受け入れのために」

3月31日(日)

第１回 ＡＮＡ寄席2013 in MANILA

3月31日（日）～4月7日
（日）

JENESYS2.0 （ASEAN経済共同体若者
ネットワーク、ラオス大学生９名訪日）

2013年3月～2016年3月

（フィリピン向け）海上法執行実務能力向
上プロジェクト

3月

ラオスサッカー グラスルーツ・フェスティバ
ラオスサッカー連盟、JICA
ル

ラオス ルアンプラバン

スポーツ、青少年事業

3月（調整中）

日ASEAN物流ワークショップ（フィリピン）

国土交通省、フィリピン運輸通信省

マニラ

ワークショップ

3月（調整中）

日フィリピン物流政策対話

国土交通省、フィリピン運輸通信省

マニラ

政府間会議

4月～7月

タイ・ベトナム・フィリピンにおける共同広告
観光庁
等誘客促進事業

タイ・ベトナム・フィリピン

その他（広告掲載事業）

4月1日（月）～10月14日
（月）

第14回大阪国際音楽コンクール

大阪国際音楽振興会

高槻現代劇場中ホール、神戸朝日
ホール他

4月～

日立原子力奨学制度

日立製作所

ハノイ

2013年4月1日（火）～
2014年3月31日（月）

定期日本映画上映会

・国際交流基金クアラルンプール日
本文化センター
ASWARA（マレーシア）
・在マレーシア日本国大使館
・ASWARA

4月2日（火）～3日（水）

マレーシアミッション：マレーシアハラル現
地事情調査団

株式会社JTBコーポレートサービス クアラルンプール

4月3日（水）

【ASEAN Sports Caravan 2013】④
蹴kelu in Tokyo ～Extreme Sepak Takraw 日本アセアンセンター
～

日本アセアンセンター

東京

在フィリピン日本大使館後援、国際
交流基金マニラ日本文化センター後 マニラ（デュシタニホテル）
援
在ラオス日本国大使館
東京、大阪、愛知、福岡
JICE
海上保安庁、JICA

東南アジア発祥の「セパタク
ロー」とミャンマーの伝統競技
「チンロン」をコンテンツとした
文化紹介・交流事業。

ASEANからのムスリム観光客
受け入れに関するデジタルコ
ンテンツ
落語公演
青少年交流
トレーニング・訓練

渋谷O-EAST（東京都渋谷区）

音楽、教育、青少年活動、人
的交流
その他

映画上映
人的交流、会議セミナー
http://www.itnavi.com/malaysia/index.html
東南アジア発祥の「セパタク
ロー」とミャンマーの伝統競技
「チンロン」をコンテンツとした
文化紹介・交流事業。

4月

4月6日（土）～4月27日
（土）

タイ日本語教師会訪日研修

国際交流基金、タイ国日本語日本文 国際交流基金日本語国際センター、
トレーニング・訓練
化教師協会（JTAT)
関西国際センター
日本とASEAN諸国のコンテン
ツ産業に係る企業やクりエー
ターをネットワーク化し、新た
日本アセアンセンター
日本、東京
なビジネス連携を築くサポート
をするために創設したプラット
フォーム

4月8日（月）

【ASEAN Creative Network】サイトの構築

4月10日（水）

海上自衛隊高校訪問

海上自衛隊，ムラガン高校

バンダル・スリ・ブガワン，ブルネイ

文化交流

4月10日（水）

海洋練習航海寄港艦艇レセプション

海上自衛隊，大使館

ムアラ港，ブルネイ

交流
セミナー、人的交流、インター
ネット
料理教室

4月13日（土）

ASEANの文化に触れるセミナー

国際友好親善委員会

東京（NPO法人日本未来機構サロ
ン）

4月14日（日）

各国料理教室～タイ料理～

葛飾区文化施設指定管理者

葛飾シンフォニーヒルズ

4月15日～17日

マレーシア商談会

4月19日

ASEAN Creatvie Network
発表記念セミナー

日本アセアンセンター、マレーシア
東京、アセアンホール
貿易開発公社東京事務所
日本アセアンセンター、一般財団法
人デジタルコンテンツ協会
東京、アセアンホール

マレーシア企業と日本企業の
商談会（との共催）
ASEAN Creatvie Networkの発
足記念セミナー

2013年4月20日～2014年 鳥取砂丘砂の美術館 第6期展示「砂で世
鳥取市
1月5日
界旅行・東南アジア編」

鳥取砂丘砂の美術館

展示会

4月19日（金）～5月8日
（水）

旭川市及びその周辺

人的交流、トレーニング・訓練

ビエンチャン，ビエンチャン県
ルアンパバーン県等

青少年交流

タイ青少年交流事業

タイ青少年交流事業実行委員会

4月22日（月）～30日（火） 「東南アジア青年の船」事後活動組織国際
青年同盟
大会

4月23日（火）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 軽井沢リゾート会議都市推進協議
ミナー
会、日本アセアンセンター（共催）

長野県軽井沢町

インバウンド観光セミナー

4月24日（水）、1月

住友商事冠講座

住友商事

ハノイ

その他

4月25日（木）

ASEANについてのインタビュー

ラジオ日本 （日本アセアンセンター
協力）

日本アセアンセンター事務総
長に対するインタビュー（ラジ
オ番組）

2013年4月27日（土）

ASEAN食のコンシェルジュ：タイ

日本アセアンセンター、社団法人日
東京、アセアンホール
本フードアナリスト協会

ASEAN食のコンシェルジュに
よる「食」を通じた文化紹介セ
ミナー

4月28日（日）

第10回高校生日本語弁論大会

・在マレーシア日本大使館
・JFクアラルンプール日本文化セン
ター
・マレーシア日本人商工会議所

クアラルンプール日本人会（マレーシ
日本語教育
ア）

4月30日（火）

第５回タイカービングコンテスト

日本タイカービング協会

インテックス大阪

４月－１２月

グエン・チー・タイン小学校 校舎建設

アジア教育友好協会

ドンナイ省ビエンホア市

小学校校舎建設および開校式
実施

5月～8月

日立及び東工大によるハノイ工科大学向
日立製作所
け原子力工学講義

ハノイ

その他

5月～9月

マレーシアにおける共同広告及び出展事
(株）プランドゥ・ジャパン
業（WITM)

クアラルンプール（ワールド・トレード・ 観光促進（世界イスラム観光
センター）
フェアへの日本ブース出展）

5月～10月

プラオ小学校アディン分校/バンレム小学
アジア教育友好協会
校マンルオン分校 校舎建設

クアンナム省、コントゥム省

その他

5月3日（金）

日ＡＳＥＡＮ財務大臣・中央銀行総裁会議 財務省

ニューデリー、インド

会議

5月6日～16日（予定）

フィリピン中等教育日本語教師研修

5月7日（水）

フィリピンITアウトソーシングセミナー及び
日本アセアンセンター
ネットワーキング

東京、アセアンホール

フィリピン投資セミナー

5月8日（水）

日本人宇宙飛行士 野口聡一氏が語る宇
友好交流事業実行委員会
宙の魅力

ハノイ

シンポジウム

5月8日（水）

東京工業大学「ぐるなび」食の未来
第一回食のハラール性に関する国際シン
創成寄付講座、早稲田大学イスラー 蔵前会館、東京工業大学、大岡山
ポジウム―東南アジア周辺地域における
ム地域研究機構（日本アセアンセン キャンパス
食のハラール性―
ター後援）

5月8日（水）～12日（日）

九州・タイ相互観光交流拡大シンポジウム

国土交通省九州運輸局、九州観光
福岡市内他
推進機構、西日本新聞社

その他

5月9日（木）

インドネシアのハラール認証システムセミ
ナー

東京工業大学「ぐるなび」食の未来
創成寄付講座、日本アセアンセン
ター（共催）

ハラールに関するセミナー

5月9日（木）～22日（水）

「夏のトラベル＆リゾートフェア」

東武百貨店 （日本アセアンセンター
東武百貨店池袋店、船橋店
による協力）

カンボジア、ベトナムの旅の魅
力紹介イベント

5月11日（土）～12日（日） タイ・フェスティバル2013

タイ王国大使館

代々木公園

フェスティバル

5月11日（土）～17日（金） 日・ＡＳＥＡＮトラベルマート 2013

観光庁

グランドプリンスホテル新高輪

その他

5月12日（日）

御堂筋フェスタ2013

御堂筋にぎわい空間づくり実行委員 御堂筋（新橋交差点南側～難波西口
フェスティバル
会
交差点北側）

5月12日

第19回ホーチミン市日本語スピーチ
第19回ホーチミン市日本語スピーチコンテスト
ホーチミン市
コンテスト実行委員会

5月18日（土）、19日（日）

関空旅博2013出展

新関西国際空港株式会社（日本ア
セアンセンター出展）

関西空港

旅行博

5月19日（日）～7月17日
（水）

小池博史ブリッジプロジェクト「小池版マ
ハーバーラタ」汎アジアプロジェクト

株式会社 サイ

プノンペン、ハノイ

演劇、芸術

国際交流基金間マニラ日本文化セ
ンター

国際交流基金日本語国際センター、
トレーニング・訓練
関西国際センター

田町キャンパス、東京工業大学

ハラールに関するシンポジウ
ム

教育、日本語普及

第12回チャリティアジア歌謡祭

5月21日（火）～23日（木）

第5回日・ASEAN政府ネットワークセキュリ
内閣官房情報セキュリティセンター
ティワークショップ

東京

ワークショップ
http://www.nisc.go.jp/

5月22日（月）～2014年2
月24日（月）

アジア海上保安初級幹部研修

海上保安庁、海上保安協会

呉（海上保安大学校）

トレーニング・訓練

日経新聞社
特別協力 日本アセアンセンター

東京（帝国ホテル）

会議、地域交流
http://future-ofasia.nikkei.jp/

在ラオス日本国大使館
JICE

東京、大阪、愛知、福岡

青少年交流

5月23日（木）～24日（金） 第19回 国際交流会議「アジアの未来」

5月

NPO法人関西アジア人協会

大阪（ドーンセンター：大阪府立男女 ボランティア（舞踊、音楽、チャ
共同参画青少年センター）
リティ歌謡祭）

5月19日（日）

5月25日（土）～6月2日
（日）

JENESYS2.0 （ASEAN経済共同体若者
ネットワーク第２陣、ラオス大学生36名訪
日）

5月25日（土）～26日（日）

平成25年度（2013）年度日本留学セミナー
独立行政法人日本学生支援機構
（ベトナム）

ホーチミン：ホーチミン市国際展示場
（ＴBECC）（5月25日） ハノイ：ハノイ 教育
Ｉ.C国際展覧会場（5月26日）

5月26日（日）

ASEAN-Japan アカデミックフォーラム

ASEANユースネットワーク（AYNJ)

東京医科歯科大学湯島キャンパス
M&Dタワー

5月26日（日）

ASEAN Students Career Seminar Vol. 4

在日マレーシア学生協会、日本アセ
日本アセアンセンター
アンセンター（共催）

5月26日（日）

・在マレーシア日本大使館
・JFクアラルンプール日本文化セン
第29回日本語弁論大会一般の部全国大
ター
会
・マレーシア日本人商工会議所
・クアラルンプール日本人会

5月27日（月）

アセアンからの大学生に対する講義協力
JICE （日本アセアンセンター協力） 東京
（JENESYS２．０）

5月28日（火）

第二回 ASEAN ネットワーク ２０１３

http://ajaf2013.aynj.org
就職支援セミナー

クアラルンプール日本人会（マレーシ
日本語教育
ア）
ASEAN経済共同体をテーマと
したプログラム

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター アセアンホー
ネットワーキング会合
ル

5月28日（火）または30日
九州・シンガポール経済交流セミナー
（木）

一般社団法人九州経済連合会

福岡市内（調整中）

セミナー

5月28日(火）～31日（金） ASEANファッションウィークⓇ 2013

ASEANファッションウィーク事務局

舞鶴市

http://www.aseanfashionweek.
com

5月28日（火）～29日（水） アジア海上保安機関長官級会合

海上保安庁、日本財団、日本海難
防止協会

タイ

トレーニング・訓練、セミナー、
会議

北海道札幌市

インバウンド観光セミナー

5月29日（水）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター, 北海道運輸
ミナー
局（共催）

5月29日（水）～31日（金） 中小企業総合展2013inKansai

独立行政法人中小企業基盤整備機
構(SMRJ) 、（日本アセアンセンター インテックス大阪
出展）

中小企業ビジネスマッチング

5月29日（水）～6月11日
（火）

国際交流基金巡回展
「写楽再見」

大使館
国際交流基金
情報文化観光省

ビエンチャン、バンビエン

日本文化紹介

5月30日（木）

ベトナム国におけるU-BCFの普及に係る
相互協力協定締結

北九州市

ハイフォン

その他

5月下旬～6月上旬

ＡＳＥＡＮ６カ国旅行会社等招請、九州観
光推進機構

国土交通省九州運輸局、九州観光
九州内
推進機構

5月31日（金）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター, 愛知県観光
ミナー
協会（共催）

5月31日（金），6月1日
（土）

日本アニメフェア

大使館
ねぎぼうずタイランド
情報文化観光省

日本文化紹介

5月

アジア映画祭

アジアソサエティ主催、国際交流基
マニラ
金マニラ日本文化センター協力

映画上演

6月1日（土）

みんなで仏像漆画を描こう

UZU Gallary

展示会

6月2日（日）

JDFA サッカークリニック in タイ王国

6月3日（月）

愛知県名古屋市

ハノイ

その他
インバウンド観光セミナー

青少年交流、スポーツ、ボラン
一般社団法人Japan Dream Football バンコク(ラーチャマンカラー国立競技
ティア
Association
場
http://j-dreamfootball.net
スナーダイクマエ孤児院（カンボジア）のこ スナーダイ・クマエ孤児院、日本アセ 日本アセアンセンター、アセアンホー
絵画展
どもたちによる絵画展
アンセンター（共催）
ル
カンボジアフェスタ実行委員会、日
本アセアンセンター（共催）

日本アセアンセンター、アセアンホー 日本カンボジア友好60周年記
ル
念イベント

6月3日（月）

カンボジア・フェスタ

6月6日（木）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター, 大阪観光局
ミナー
（共催）

大阪市

インバウンド観光セミナー

6月4日（火）

タイ・ヴェトナム美容ビジネスについて考え 株式会社リクルートライフスタイル
る！
ビューティー総研

グラントウキョウサウスタワー

美容セミナー

6月5日（水）

マレーシア食文化セミナー

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター、
アセアンホール

マレーシアの食文化を紹介す
るセミナー

6月8日（土）

シンガポール日本人学校OB&OG懇親会

一般社団法人日本シンガポール協 東京（シンガポール・シーフード・リパ
人的交流
会
ブリック）

6月8日（土）～16日(日）

日本・ミャンマー法制度比較共同研究

法務省法務総合研究所，JICA，公
益財団法人国際民商事法センター

6月10日（月）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター, 愛媛県国際
ミナー
交流課（共催）

東京（法務省法務総合研究所）

会議、人的交流、公演

愛媛県松山市

インバウンド観光セミナー
9月開催のマレーシア展示商
談会のための専門家派遣

6月12日（水）～20日（木） マレーシア展示商談会専門家派遣

日本アセアンセンター

クアラルンプール

6月13日（木）

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター アセアンホー ラオスの旅行商品紹介セミ
ル
ナー

ラオス観光セミナー

6月

6月13日（木）

ミャンマー観光セミナー

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター アセアンホー ミャンマーの旅行商品紹介セミ
ル
ナー

6月13日（木）

ASEANおよびラオスに関する講義

日本アセアンセンター

東京、東洋大学

6月13日（木）

コタキナバル国際映画祭

・国際交流基金クアラルンプール日 GC Woolley Hall, Sabah State
映画上映
本文化センター
Museum（マレーシア）
・コタキナバル国際映画祭

6月14日（金）

カンボジア観光セミナー

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター アセアンホー カンボジアの旅行商品紹介セ
ル
ミナー

6月14日（金）

ベトナム観光セミナー

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター アセアンホー ベトナムの旅行商品紹介セミ
ル
ナー

6月15日（土）

アセアンキャリアフェア ウィズ ジャパン

ASEAN CAREER FAIR 事務所

ラッフルズタウンクラブ シンガポール セミナー、人的交流

6月16日（日）

辻井伸行ベトナム・デビュー・リサイタル（ド
友好交流事業実行委員会
ビュッシー＆ショパン）

ハノイ、ホーチミン

コンサート

6月16（日）～23日（日）

インドネシア展示商談会専門家派遣

日本アセアンセンター

ジャカルタ、バリ

9月開催のインドネシア展示商
談会のための専門家派遣

6月17日（月）～19（水）

日・ASEAN観光協力政策対話

観光庁

グランパークホテルパネックスいわき 会議

6月15日（土）～20（木）

HEARTHEART～心と心でつながる地球」
世界各国の子供たちに絵本を届けるプロ NPO法人クロスワイズ
ジェクト

6月19日（水）

東南アジア部会

ASEANに関する出張講義

ハノイ、ホーチミン

青少年交流、教育、国際貢献
http://xyz.or.jp/?p=1041

昇龍道プロジェクト推進協力会（日
本アセアンセンター協力）

名古屋市

東南アジアからの訪日客受け
入れに関する勉強会

6月19日（水）～20日（木） 東洋美布プロジェクト

・Seraya Era Sdn Bhd
・在マレーシア日本国大使館

リッツカールトン（クアラルンプール・
マレーシア）

文化イベント

6月20日（木）

FEC座談会

民間外交推進協会（FEC）

東京（FEC事務局）

インドネシア、タイ、フィリピン、
ベトナムの駐日大使との座談
会

6月20日（木）

セミナー「アベノミクスの行方とアセアン諸 日本アセアンセンター, 日本シンガ
国への影響」
ポール協会（共催）

日本アセアンセンター アセアンホー
経済セミナー
ル

6月2１日（金）

講義「ASEAN諸国観光の現状と可能性、
そして課題について」

東京、文教大学

日本アセアンセンター

ASEANに関する出張講義

6月22日（土）～25日（火） インドネシア文化に触れてみよう 2013

日本インドネシア協会、文化交流委 日本アセアンセンター アセアンホー
インドネシア文化イベント
員会（日本アセアンセンター協力）
ル

6月22日（土）～28日（金） ミャンマー産業把握ミッション

日本アセアンセンター

東京、名古屋

産業視察

JENESYS2.0 （ASEAN経済共同体若者
6月22日（土）～30日（日） ネットワーク第３陣、ラオス大学生36名訪
日）

在ラオス日本国大使館
JICE

東京、大阪、愛知、福岡

青少年交流

6月23日（日）

タイカービング体験講座（2回）

葛飾区文化施設指定管理者

かつしかシンフォニーヒルズ

フルーツ、野菜などを素材とし
たカービング体験、食文化紹
介等

6月23日（日）

ERIAシンポジウム「東アジア経済統合と日 ERIA(東アジア・アセアン経済研究セ 国連大学 ウ・タント国際会議場（渋
本の成長戦略」
ンター）
谷）

シンポジウム

6月24日（月）

ミャンマー投資セミナー

投資セミナー

6月24日（月）

アセアンからの大学生に対する講義協力 アセアンからの大学生に対する講義
JICE （日本アセアンセンター協力）
（JENESYS２．０）
協力（JENESYS２．０）

6月24（月）～27日（木）

ビジネス強化交流事業（ベトナム）

日本アセアンセンター、
VIETRADE（共催）

ホーチミン

6月25日(火）～7月5日
（金）

「ミャンマー伝統文化使節団」招へい

国際交流基金

東京（東京藝術大学）、浜松、京都

コンサート、ワークショップ等

6月26日（水）

ミャンマー投資セミナー

日本アセアンセンター

名古屋市

投資セミナー

6月26日（水）

日本語フェスティバル

6月26日（水）～7月1日
（月）

文楽マレーシア公演

6月26日（水）～7月23日
（火）

「アジア・ソマリア周辺海域 海上犯罪取締
海上保安庁、JICA
り」研修

6月28日～7月末日

We are all one～海を越えて支え合う子ど
も達展～

ＮＰＯ法人ワールドキッズミュージア
デンパサール国際空港
ム

6月29日（土）

日ASEAN学生交流イベント

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター、
アセアンホール

交流イベント

6月29日（土）

日ASEAN学生交流イベント２

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター、
アセアンホール

交流イベント

6月30日(日)

第14回日本語スピーチコンテスト

在ミャンマー大、ミャンマー元日本留
ヤンゴン
学生協会

日本語教育支援

6月30日(日)

第8回日本文学翻訳コンテスト表彰式

在ミャンマー大、ミャンマー元日本留
ヤンゴン
学生協会

日本語教育支援

2013年6月～2014年3月

平成25年度 国際林業協力事業のうち森
林減少防止のための途上国取組支援事 アジア航測株式会社
業

ミャンマー国

会議、セミナー、ワークショッ
プ、トレーニング

未定

第１１回日ＡＳＥＡＮ次官級交通政策会合

新潟

政府間会議

7月1日（月）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター、岐阜県（共
ミナー
催）

岐阜県高山市

インバウンド観光セミナー.

7月1日（月）～5日（金）

第12回 日立ヤング・リーダーズ・イニシア 株式会社 日立製作所、Hitachi
ティブ
Asia Ltd.

バンコク

青少年交流, 教育

日本アセアンセンター

・マレーシア日本語協会
・在マレーシア日本国大使館
・国際交流基金クアラルンプール日
本文化センター
・マレーシア教育省
・文楽マレーシア公演実行委員会
（在マレーシア日本国大使館、KL日
本人会、クアラルンプール日本文化

国土交通省

東京

ASEAN経済共同体をテーマと
したプログラム
ベトナム水産展示会でのセミ
ナー開催および日本のプレス
派遣

SMK Putrajaya Presint 8(1)（プ
文化イベント
トラジャヤ・マレーシア）
クアラルンプールパフォーミングアー
伝統芸能公演
ツセンター（マレーシア）
北九州、横浜、呉

セミナー
芸術、教育、地域交流

7月1日（月）～7月31日
（水）

ASEAN Month

国際協力機構（JICA)

JICA北海道、リフレサッポロ、札幌国 ワークショップ、映画・ビデオ上
際プラザ
映

７月2日（月）～3日（火）

文楽ジャカルタ公演

ASEAN代表部、在インドネシア大使
ジャカルタ（インドネシア）
館、文化庁、文学協

公演

7月3日（火）～５（金）

INDO WATER2013EXPO&FORUM

日本貿易振興機構（ジェトロ）

展示会

7月5日（金）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター、茨城県商工
茨城県水戸市
ミナー
労働部観光物産課（共催）

インバウンド観光セミナー

7月3日（火）～７（日）

Life is Art展

有限会社ライザ

芸術・美術、展示会
http://www.lisa-lifeisart.com

７月5日(金)～７日(日)

観光展(Travel Madness)

Travel Innovators, Inc.主催、在フィリ マニラ（ＳＭＸコンヴェンションセン
ピン日本大使館出展予定)
ター）

７月6日（土）

盆踊り大会

・クアラルンプール日本人会
・クアラルンプール日本人学校
・在マレーシア日本国大使館

コンプレックス・スカン・ネガラ（セラン
文化イベント
ゴール・マレーシア）

6日（土）～7日（日）

日本・ASEAN友好文化交流展

国際友好親善委員会

名古屋（名古屋テレビ塔）

7月7日（日）

HaKU LIVE IN KUALA LUMPUR

・A-Creations
・在マレーシア日本国大使館

7月8日（月）

ASEAN留学生・現地人材採用セミナー

日本アセアンセンター

パビリオン（クアラルンプール・マレー
コンサート
シア）
日本アセアンセンター、アセアンホー
ビジネスセミナー
ル

7月8日（月）

第２回アセアン地域における新たな企業戦
公益財団法人大阪産業振興機構、
略構築セミナー「成長・飛躍するベトナムと
大阪、マイドームおおさか
（日本アセアンセンター後援）
我が社のビジネスチャンス」

7月8日（月）

フィリピン セブ投資セミナー及びネットワー
キング

7月10日（水）

セブ投資セミナー

7月11日（木）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター、中部広域観
愛知県名古屋市
ミナー
光推進協議会（共催）

ジャカルタコンベンションセンター

神戸（兵庫県立美術館）

音楽、写真、芸術、教育
http://www.nponihon.jp/?cid=
43375

ビジネスセミナーa

日本アセアンセンター、アセアンホー
投資セミナー
ル
CIPC、日本アセアンセンター（共催） 日本アセアンセンター

投資促進セミナー
インバウンド観光セミナー

7月11日（木）

魅力あるアセアン諸国に行こう！

アセアン協力会(日本アセアンセン
ター協力）

7月15日（月）

「ASEANマップ」の作成

日本アセアンセンター

7月15日（月）～20日（土）

ラオスにおける青少年オーケストラ設立事 特定非営利法人 群馬県青少年
業
オーケストラ協会

ビエンチャン（文化交流センター）

7月18（木）～21日（日）

第３回 Visit Japan FIT Travel Fair

国土交通省

セントラルプラザ グランド ラマ９、バ
展示会
ンコク

7月19日（金）

シンガポール・九州ビジネスフォーラム

一般社団法人 九州経済連合会

フォーシーズンズ・ホテル・シンガポー
セミナー
ル

7月19日（金）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ アセアン協力会（日本アセアンセン
ミナー
ター協力）

東京

７月20日(土）

Ｊポップアニメシンギングコンテスト

マニラ（ＳＭモール（予定））

７月20日(土）

第8回アセアン・フェスティバル

7月21日（日）

①叙勲受賞祝賀記念 ②日泰友好親善文
化交流イベント ③第41回全日本きもの着 NPO法人日本礼美協会
付選手権大会

7月21日（日）

サクラコレクション

・Adventure JAPAN
・在マレーシア日本国大使館

パビリオン（クアラルンプール・マレー
文化イベント
シア）

７月23日（火）

九州・シンガポール経済交流セミナー

一般社団法人九州経済連合会

福岡市（電気ビル共創館）

セミナー

７月２６日(金)

比日友好の夕べ

比日協会主催、在フィリピン日本大
使館協力

インターコンチネンタルホテル

日比関係促進に貢献した人物
を表彰するイベント

東京、アセアンホール

ASEAN観光セミナー
グラフと図によるASEANに関
する資料の作成
音楽、芸術、青少年・地域交
流
http://k-

７月

7月27日（土）～28日（日） タイフェア in 東京 2013

在日アセアン青年ネットワーク

ハリウッドビューティ専門学校

ホテルを対象とした、インバウ
ンド観光セミナー

ファッションショー、文化交流、
展示会

ウエスティン都ホテル京都

社団法人 ワールドミュージックイン
代々木公園 ケヤキ並木
ターネット放送協会

フェスティバル

7月29日（月）

「企業人・駐在員のためのASEAN各国経
済史」講義 - 「グラフと図でみるASEAN
の発展」概要

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター、アセアンホー
セミナー
ル

7月29日（月）

「企業人・駐在員のためのASEAN各国経
済史」講義 - ASEAN発展の歴史

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター、アセアンホー
セミナー
ル

7月30日（火）

「企業人・駐在員のためのASEAN各国経
済史」講義 - カンボジア経済史

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター、アセアンホー
セミナー
ル

7月29日（月）～8月4日
（日）

カンボジア展示商談会専門家派遣

日本アセアンセンター

シェムリアップ、プノンペン

10月開催のカンボジア展示商
談会のための専門家派遣

７月

山下洋輔スペシャル・ビッグバンド・コン
サート

国際交流基金マニラ日本文化セン
ター主催、在フィリピン日本大使館
共催

未定

コンサート

7月～8月

日立及び東工大によるベトナム電力大学
向け原子力工学講義

日立製作所

ハノイ

その他

7月～8月

日本映画祭

国際交流基金マニラ日本文化セン
ター主催、在フィリピン日本大使館
共催

マニラ（シャングリラプラザ）、ダバオ、
映画上演
セブ及びＵＰ

7月～8月

バギオでの文化事業

在フィリピン日本大使館主催、北ル
ソン日本人会共催、国際交流基金マ バギオ市
ニラ日本文化センター共催

七夕に関連し、各種文化事業
を予定

7月下旬～8月上旬

霧島国際音楽祭海外受講生受入事業

鹿児島県

霧島国際音楽ホール（みやまコン
セール）

音楽、教育

7月～12月

チューオム小学校 校舎建設

アジア教育友好協会

クアンナム省

その他

ロントイB小学校 校舎建設

アジア教育友好協会／エルセラーン
チャヴィン省ティウカン郡
化粧品株式会社

７月～12月

2013年8月1日～2014年3 平成25年度タイにおける広告宣伝及び旅
国土交通省観光庁
月31日
行会社との共同広告等実施事業

その他

8月～12月

2013日越友好年 交流作品共同制作事業
アジア教育友好協会
～ともに描こう私たちの国・文化・未来～

クアンナム省、コントゥム省、チャ―ビ
その他
ン省

8月3日（土）

雨季の日本映画会

在ミャンマー大

ヤンゴン

8月4日(日)

極真空手トーナメント

極真館主催、在フィリピン日本大使
館後援予定

マニラ（マカティシネマスクエア(予
定)）

8月4日（日）～8日（木）

日越司法制度共同研究

法務省法務総合研究所，独立行政
東京（法務省法務総合研究所 等）
法人国際協力機構

会議、人的交流

8月5日（月）

日アセアン観光交流を深める会

日アセアン観光交流を深める会実
行委員会

東京都港区 東京プリンスホテル鳳
凰の間

会議

8月6日（火）、7日（水）

きずなアートフェスinタイ

株式会社エイチ・アイ・エス

バンコクアートカルチャーセンター

展示会、ボランティア活動

8月8日(木)

ピアノ公演：松岡直子

一般財団法人ＫＴＣＭ音楽教育研究
所主催、在フィリピン日本大使館後 フィリピン国立大学
援予定

コンサート

8月8日（木）、9日（金）

マレーシア日本アカデミックスカラーカン
ファレンス（MJASC)2013

MJASC2013委員会

http://mjasc.org/

8月8日（木）～18日（日）

第４回アジア青少年多言語自然キャンプ
＆ホームステイ交流inタイ

一般財団法人言語交流研究所 ヒッ バンコク市内、及びワンリー・リゾート
人的交流
ポファミリークラブ
（ナコーンナヨック県）

8月10日（土）～9月21日
（土）

グローバル・エデュケーションツアー（GET)

公益財団法人日本ユースリーダー
協会

ベトナム ダナン

青少年交流、ボランティア、ト
レーニング

8月10日（土）、11日（日）

アセアンフェスティバル２０１３

NPO法人アジア子ども教育基金協
会

代々木公園イベント広場

フェスティバル

8月15日～2014年3月31
日

平成25年度ASEAN共通キャンペーンの実
国土交通省観光庁
施による訪日旅行促進事業

インターネットサイト

インターネット

8月15日（木）～18日（日）

「Thai International Travel Fair」へ観光庁・ タイ旅行業協会主催
日本政府観光局によるVJブース出展事業 国土交通省参加

バンコク（タイ）

その他

8月16（金）～18日（日）

NATAS Holidays 2013

国土交通省

Singapore Expo

展示会

8月17日（土）～18日（日） カルチャージャパンコンベンション２０１３

・ペナングローバルツーリズム

Straits Quay Convention
Centre（ペナン・マレーシア）

文化イベント

8月18日（日）

七夕祭り

・AOTS
・在マレーシア日本国大使館

AOTSオフィス（ペタリンジャヤ・マ
レーシア）

文化イベント

8月19～22日

武田双雲文化交流使による書道公演

スラバヤ総領事館、メダン総領事
館、ASEAN代表部

スラバヤ、メダン（インドネシア）

講演

8月19日(月）～24日（土）

九州－インドネシア経済交流ミッション
2013

九州経済国際化推進機構

インドネシア ジャカルタ

人的交流

8月中旬

Best of Anime2013

Primetrade Asia主催、国際交流基
金マニラ日本文化センター協力)

ＳＭＸコンヴェンションセンター

コスプレイベントで移動用マン
ガ図書館を出展予定。

8月19日～28日（全体日
程は8月26日～10月15
日）

和栗由紀夫・東アジア舞踏交流ツアー
2013

和栗 由紀夫

マレーシア、香港、台湾 マレーシア：
Tunku Abdul Rahman College(クアラ 舞踊、文化交流
ルンプール)、Penangpac,Pentas1(ペ

8月20日（火）

セミナー「地域としてのASEAN」

日本アセアンセンター、広島県、広
島アセアン協会(共催）

広島県広島市

ASEANセミナー

日本アセアンセンター

東京、静岡

産業視察

8月20日（火）～24日（金） ミャンマー産業把握ミッション

8月

バンコク（タイ）

小学校校舎建設および開校式
実施

明治大学駿河台キャンパス

日本映画上映

8月20日（火）～26日（日）

・国際交流基金クアラルンプール
野村誠 ＜作曲×即興×伝統＞ ワーク・
日本文化センター
イン・プログレス
・トッカータスタジオ

トッカータスタジオ
マレーシア国立芸術遺産大学
マラ工科大学（セランゴール・マレー
シア）

演劇公演

8月21日（水）

カンボジア投資環境セミナー

日本アセアンセンター

東京、アセアンホール

カンボジア投資セミナー

8月21日（水）

ASEANビジネスセミナー

日本アセアンセンター、福岡アジア
ビジネスセンター、北九州市(共催）

福岡県北九州市

ASEANセミナー

8月21日（水）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター、 富山県 (共
富山県富山市
ミナー
催）

8月21日～8月29日、10月
ティーンエイジ・アンバサダー（ミャンマー） イオン１％Club
20日～10月28日

インバウンド観光セミナー

日本（東京・沖縄）、ミャンマー（ヤンゴ
人的交流
ン市）

8月22日（木）

ASEANビジネスセミナー

日本アセアンセンター、岡山県、
岡山県国際経済交流協会(共催）

岡山県岡山市

ASEANセミナー

8月22日（木）

インドネシア投資セミナー

日本アセアンセンター、 駐日インド
ネシア共和国大使館(共催）

埼玉県浦和市

インドネシア投資セミナー

8月22日（木）

佐藤裕子ピアノコンサート

・在マレーシア日本国大使館

大使公邸

コンサート

8月23日（金）
8月23日(金)～25日(日)

大相撲ASEAN講演会

ASEAN代表部、ASEAN事務局

国際サイレント映画祭

国際交流基金マニラ日本文化セン
マニラ（シャングリラプラザ）
ター主催、ゲーテインスティテュー
ト、インスティテュートオブセルバンテ

8月23日（金）～25日（日） 第１０回アセアン剣道大会

8月24日（土）

・マレーシア剣道協会

・在マレーシア日本大使館
第29回日本語弁論大会 予備教育課程の ・JFクアラルンプール日本文化セン
部
ター
・マレーシア日本人商工会議所

ジャカルタ（インドネシア）

講演
映画上演

USMスポーツコンプレックス（ペナン・
スポーツ大会
マレーシア）
マラ工科大学（セランゴール・マレー
シア）

日本語教育

8月24日（土）～25日（日） 大相撲ジャカルタ巡業

大相撲ジャカルタ巡業実行委員会

ジャカルタ

http://sumojakarta2013.com/

8月24日（土）～25日（日） 第７回タイフェアin横浜2013

NPO法人アジア子ども教育基金協
会

横浜中区山下公園

舞踊、音楽、国際交流

8月24日（土）～25日（日） JAPAN TRAVEL EXPO 2013

観光庁

イストラ スナヤン

展示会

8月24日（土）～25日（日） 第３回日本留学フェア

ライトハウスインフォサービス株式会 クイーン・シリキット・ナショナル・コン
催し物
社
ベンション・センター

8月24日（土）～25日（日）

平成25年 日本留学フェスタinベトナム 8
大学新聞社
月 ハノイ会場、ホーチミン会場

ハノイ、ホーチミン

8月25日（日）～29日（木）

ベトナム社会主義共和国への奈良県訪問
奈良県
団派遣

ベトナム（ハノイ、フートー省、ホーチ
人的交流
ミン）

8月26日（月）

セカマン第2橋開通式

ラオス国アタプー県

8月26日（月）～29日（木） カンボジア写真展2013

ラオス国アタプー県

シンポジウム

セレモニー

公益財団法人CIESF、日本アセアン 日本アセアンセンター、アセアンホー 写真展、チャリティーライブ、
センター（共催）
ル
トークショーなど

2013年8月27日（火）

タイのしきたり ～タイで仕事をする際に
知っておきたいこと～

群馬県国際戦略課 （日本アセアン
群馬県庁
センター後援）

セミナー

8月27日（火）～9月1日
（日）

九州ベトナム経済交流ミッション

九州経済国際化推進機構

シンポジウム他

8月27日（火）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター、神奈川県（共
神奈川県横浜市
ミナー
催）

インバウンド観光セミナー

8月28日（水）

グローバルマーケット・マネージメント・
フォーラム ～インドネシア編～

ビジネスセミナー

8月28日（水）～9月4日
（水）

大阪国際大学「胃袋でつなぐインドネシア
大阪国際大学
と日本」プロジェクト

8月29日（木）～30日（金） 菅波伝統芸能 in ハイフォン

ハノイ、ホーチミン

東洋経済新報社 （日本アセアンセ
福岡県福岡市
ンターによる協力）

ハイフォン

公演

8月29日（木）～31日（土） 福岡県・ハノイ市友好提携５周年記念事業 福岡県庁

ハノイ

公演他

8月30日（金）～9月1日
（日）

平成25（2013）年度日本留学フェア（タイ）

独立行政法人日本学生支援機構

30日：インペリアルメイピンホテル
（チェンマイ）
1日：バンコクコンベンションセンター
（バンコク）

展示会、セミナー

8月31日（土）

ASEAN食のコンシェルジュ：ベトナム

日本アセアンセンター、社団法人日
東京、アセアンホール
本フードアナリスト協会

ASEAN食のコンシェルジュに
よる「食」を通じた文化紹介セ
ミナー

8月31日（土）～9月1日
（日）

Japan Festa in Bangkok 2013

G-Yu Creative

セントラル・ワールド・スクウェア

フェスティバル

８月－１２月

スオイダーA小学校 校舎建設

アジア教育友好協会／株式会社
ディアーズブレイン

タイニン省ユオンミンチャウ郡

小学校校舎建設および開校式
実施

2013年8月～2014年3月

トゥービーロング ニューバージョン

オフィス アルブ

茅野市民会館/シンガポール

公演

9月1日(日）～2日（月）

第18回世界のお巡りさんコンサートin イン
毎日新聞社
ドネシア

ジャカルタ（タムリン通り、ジャカルタ
シアター）

コンサート、パレード

INDO WATER2013EXPO&FORUM

国際交流基金

東京（講道館他）

スポーツ交流

フィリピン投資環境セミナー

日本アセアンセンター、JBIC

東京

投資セミナー

9月1日(日）～10月15日
(火）
9月2日（月）

管奈美波伝統文化継承会会長

ジェンデェラル・スディルマン大学（イ
フェスティバル
ンドネシア）

9月3日（火）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター、鹿児島市(共
鹿児島県鹿児島市
ミナー
催）

インバウンド観光セミナー

9月3日（火）

グローバルマーケット・マネージメント・
フォーラム ～インドネシア編～

東洋経済新報社 （日本アセアンセ
愛知県名古屋市
ンターによる協力）

ビジネスセミナー

9月3日（火）

マレーシア ビジネスプロフェッショナル
サービス産業 投資セミナー

日本アセアンセンター、MIDA

東京

投資セミナー

9月3日（火）

ASEAN留学生・現地人材採用セミナー

日本アセアンセンター

東京

ビジネスセミナー

9月3日（火）、４日（水）

日越関係：４０年の回顧と将来の方向性

専修大学社会科学研究所

ハノイ

シンポジウム

東京（お茶の水おりがみ会館内ギャ
ラリー）

芸術・美術、展示会
http://www.origamikaikan.co.jp

横浜、広島等

セミナー

朱鷺メッセ：新潟コンベンションセン
ター（新潟市）

セミナー、その他

9月3日（火）～10月31日
（木）

ASEANの国花展

お茶の水

9月4日（水）～10月24日
（木）

「海上保安実務者のための救難・環境防
災コース」

海上保安庁、国際協力事業団

9月5日（木） ～7日（土）

水管理と持続可能な農業に焦点を当てた
農林水産省、ASEAN事務局
食料安全保障に関する特別セミナー

おりがみ会館

9月5日（木） 、6日（金）、9
日本国際保険学校
日（月）

一般社団法人日本損害保険協会

ハノイおよびホーチミン

シンポジウム

9月5日（木）、6日（金）、9
日本国際保健学校 海外セミナー
日（月）

日本損害保険協会

ハノイ、ホーチミン

シンポジウム

9月6日（金）

政策担当者のためのサイバーセキュリティ
ASEAN代表部、ASEAN事務局
セミナー

ジャカルタ（インドネシア）

講演

9月6日（金）～8日（日）

MATTA Fair 出展事業

プトラ ワールド トレード センター

展示会

株式会社プランドゥ・ジャパン

9月6日（金）～8日（日）

9月

ハノイにおける東南アジア元日本留学生
協会第20回総会

ベトナム元日本留学生協会

ハノイ

人物交流他
コンサート

9月７日（土）

JROCK NO TAMASHII 4

・Toybox Projects

CLUB99（クアラルンプール・マレー
シア）

9月7日（土）～8日（日）

リトルインドネシア

インドネシア大使館、日本アセアン
センター

東京、アセアンホール

インドネシアを紹介するフェア
（インドネシアのハンディクラフ
ト、カルチャーイベント、フード&
ドリンクコーナー等）

9月7日（土）～8日（日）

東京アジアカルチャーフェスティバル2013

NPO法人アジア子ども教育基金協
会

代々木公園イベントスペース

フェスティバル

9月9日-10日

日越友好卓球技術講習会

ホーチミン市卓球連盟、Take
Co.,Ltd

ホーチミン市

卓球講習会

9月9日（水）～16日（月）

第98回二科展「日・ASEAN友好協力40周
年」をテーマとしたポスター展

二科会デザイン部

国立新美術館及び地方

芸術・美術、展示会

9月9日（月）～11日（水）

インドネシア展示商談会

日本アセアンセンター、 DGNED

東京、アセアンホール

日、インドネシアビジネスマッ
チング

9月10日（火）～10月6日
（日）

日本映画祭2013

・国際交流基金クアラルンプール日
本文化センター
ゴールデン・スクリーン・シネマ（クア
・ゴールデン・スクリーン・シネマ
ラルンプール・マレーシア）
・在ペナン日本国総領事館

映画上映

9月12日（木）～13（金）

日・ＡＳＥＡＮサイバーセキュリティ協力に
関する閣僚政策会議

総務省

東京

政府間会議

9月13日（金）

ベトナム―日本 貿易および工業協力
セミナーおよびビジネスマッチング

ベトナム大使館 (日本アセアンセン
ター後援）

東京

セミナー、ビジネスマッチング

9月14日(土)

日本の歌のど自慢大会２０１３

在ミャンマー大

ヤンゴン

日本歌謡コンテスト

9月14日（土）～15日（日） 日・タイ・カルチャー・フェア

NPO法人 日本タイ教育交流協会

京都市伏見青少年活動センター

フェスティバル、展示会、ワー
クショップ、人的交流

9月14日（土）～15日（日） 第4回タイフェスティバル in 静岡

静岡日タイ協会

静岡市（青葉シンボルロード）

フェスティバル、地域交流

９月17日（火）

アジア経営者ビジネスサミット2013

一般社団法人アジア経営者連合会 ザ・プリンスパークタワー東京

会議、セミナー、人的交流

9月17～23日

ジャパン・レディース・ブラス ペナン公演

ジャパン・レディース・ブラス

セミナー

NPO法人ジャパンハート共催 Orchestra
MOTIFチャリティコンサート
自動車基準・認証制度の国際化に関する
セミナー
日越外交関係樹立40周年記念・筑波大学
創立40周年記念 特別フォーラム

学生団体オーケストラモチーフ
めぐろパーシモンホール
公益財団法人 日本自動車輸送技
術協会 自動車基準認証国際化研 ジャカルタ国際エクスポ
究センター
筑波大学
ホーチミン市

9月21日（土）～11月9日
（土）

第50回IATSSフォーラム

公益財団法人 国際交通安全学会 三重県 鈴鹿市

9月23日（月）

ASEAN食のコンシェルジュ：マレーシア

日本アセアンセンター、社団法人日
東京、アセアンホール
本フードアナリスト協会

9月23日（月）

日本政府奨学金留学生等に対する渡日前
在タイ日本国大使館
オリエンテーション

9月19日(木）
9月20日（金）
9月21日

ペナン島（マレーシア）

在タイ日本国大使館

コンサート
セミナー
人物交流
理想的交通社会実現に向け
た研修
ASEAN食のコンシェルジュに
よる「食」を通じた文化紹介セ
ミナー
人的交流

日越友好40周年（立教ベトナムプロジェク ①立教ベトナムプロジェクト実行委
国立バクマイ病院・国立バクマイ病院
9月23日（月）～24日（火） ト）～慢性腎臓病の治療・技術支援並びに 員会
②株式
会議、セミナー、人的交流
看護学校
看護教育交流プログラム～
会社Medi Legato

9月27日（金）

「HEARTHEART～心と心でつながる地球」
世界中の子供たちに絵本を届けるプロジェ
NPO法人クロスワイズ
クト（高島屋東日本大震災被災地支援へ
の「感謝」イベント内実施）

シンガポール高島屋

絵本寄贈

9月27日（金）

経済社会総合研究所ワークショップ「東ア
内閣府経済社会総合研究所
ジア経済圏のポテンシャルに関する研究」

未定

ワークショップ

9月28日（土）

第8回薩摩川内国際青少年音楽祭

薩摩川内国際青少年音楽祭実行委
薩摩川内市国際交流センター
員会

9月28日（土）、29日(日)

マクサジア トウキョウ

株式会社マクサジア

日本・ベトナム国交樹立40周年スペシャル
9月29日～3月31日（2014
ドラマ The Partner パートナー ～愛しき１ (株)TBSテレビ
年）
００年の友へ～

コンサート、人的交流

東京都江東区青海 船の科学館前
駐車場特別会場

フェスティバル、コンサート

日本 ベトナム

TV番組

9月30日（月）

ミャンマーへの進出に向けてミャンマーIT最新事情と現地におけるIT/士 日本アセアンセンター
業人材の活用 セミナー

東京

ビジネスセミナー

9月30日（月）

日ASEAN交流40周年記念事業「日本の議
タイ日友好議員団
会制度と日タイ関係」

マハサラカム県

催し物

９月３０日（月）～１０月９
日（水）

JENESYS２．０（ASEAN諸国他招聘事業
（ポップカルチャー）、ラオス大学生１８名訪 在ラオス日本国大使館、JICE
日）

東京、愛知、京都、福岡

青少年交流

9月30日（月）～

ASEAN６か国７都市 女性の美容意識・実 ㈱リクルートライフスタイル ビュー
態把握調査
ティ総研

グラントウキョウサウスタワー４１F

セミナー

9月

ラオスサッカー グラスルーツ・フェスティバ
ラオスサッカー連盟、JICA
ル

ラオス チャンパサック

スポーツ、青少年事業

9月

ドンナイ省小学生向け奨学金授与

プラスベトナム社

ドンナイ省

教育

2013年9月～2014年1月

メディア・アート展

国際交流基金

未定

芸術・美術、音楽、映画、展示
会、ワークショップ

2013年9月～2014年1月

東南アジア理解講座

明治大学・日本アセアンセンター

東京、明治大学

連携講座

9月中旬

日本語弁論大会

大使館，教育省，ブルネイ大学

バンダル・スリ・ブガワン, ブルネイ

日本語普及事業

9月予定

Open House2013

日本語センター財団主催、在フィリピ 於：日本語センター財団サンパロック
日本文化紹介イベント
ン日本大使館協力
校(未定)

10月～12月末

歩いてASEAN探訪 楽しいシニアの集い

NPO法人 シニアネット総研

各ASEAN総領事館、貿易センター等
（大阪）

10月2日（土）

インドネシアとタイのIT最新事情

日本アセアンセンター

東京

ビジネスセミナー

10月4日（金）

第5回埼玉アジアフォーラム

埼玉県

埼玉県国民健康センター

地域交流

10月4日（金）～7日（月）

ベトナムよりアーチスト招へい

日本アセアンセンター

横浜市山下公園・高島屋横浜店

舞踊、音楽

10月4日（金）～7日（月）

カンボジアよりアーチスト招へい

日本アセアンセンター

横浜市山下公園・高島屋横浜店

舞踊、音楽

10月4日（金）～11日（金） ラオスよりアーチスト招へい

日本アセアンセンター

横浜市（山下公園・高島屋横浜店）、
舞踊、音楽
東京

10月5日（土）～6日（日）

ASEANフェスティバル2013

日本アセアンセンター

横浜市山下公園

10月5日（土）～7日（月）

シーネット コンベンション 横浜 2013

シーネットコンベンション協会

横浜

10月6日（日）

JDFA サッカークリニック in タイ王国

一般社団法人 Japan Dream
Football Association

ユナイテッド スタジアム（チェンライ）

競技会、トレーニング、ボラン
ティア活動

10月6日（日）

2013年 タイ文化交流体験 第二回発表
会

インターナショナル・タイ・ダンス・ア
カデミー

ジャスミン・エグゼクティブ・ホテル

文化交流

10月10日（木）～17日
（木）

小倉百人一首かるたによる日タイ中学生
の交流事業

多摩百人一首かるた大会実行委員
稲城市、東京都内
会

１０月１２日（土）

第４０回東南アジア青年の船ラオス参加青
ラオス青年同盟
年による文化公演

ビエンチャン

青少年交流

10月12（土）、13日（日）

アジアン・鹿児島2013 第８回かごしまアジ かごしまアジア青少年芸術祭実行
ア青少年芸術祭
委員会

宝山ホール（鹿児島県文化セン
ター）、鹿児島市中央公園ほか

フェスティバル、人的交流、ボ
ランティア活動、番組、イン
ターネット

10月12（土）、14日（月）
10月12日（土）～14日
（月）

10月

アジア太平洋フェスティバル福岡実
アジア太平洋フェスティバル福岡へのブー
行委員会 （日本アセアンセンター出 福岡市役所及びJR博多駅前
ス出展
展）
アジア大洋州フェスティバル JICA九州
福岡市市役所西側
JICA
ブース出展
ふれあい広場

http://www5.big.or.jp/~ja1rju/f
lash_seanet_doc.html

競技会、人的交流

ASEAN諸国の観光紹介
国際協力の紹介

10月9日（水）、10日（木）

第6回日・ＡＳＥＡＮ情報セキュリティ政策会
内閣官房情報セキュリティセンター
議

フィリピン

政府間会議

10月

日・ＡＳＥＡＮ共同情報セキュリティ意識啓
内閣官房情報セキュリティセンター
発イニシアティブ

日本、ASEAN各国

情報セキュリティにかかる啓発
取組み
http://www.nisc.go.jp/

10月10日

ビジネスアライアンス フォー サポーティ
ング インダストリー イン ホーチミンシ
ティ

日本貿易振興機構（ジェトロ）ホーチ
ホーチミン市
ミン事務所

展示会

10月15日（火）～20日
（日）

インドネシア投資環境視察ミッション

日本アセアンセンター, 駐日インドネ
シア共和国大使館、インドネシア投 ジャカルタ、スラバヤ
資調整庁日本事務所(BKPM)

日本企業向け投資促進ミッ
ション

10月16日(水)

小池博史ブリッジプロジェクト｢注文の多い
在フィリピン日本大使館
料理店｣

10月16日（水）

ASEAN食のコンシェルジュ：カンボジア

日本アセアンセンター，社団法人日
東京、アセアンホール
本フードアナリスト協会

10月16日（水）～21日
（月）

日本人専門家として派遣(フィリピン）

日本アセアンセンター,
CITEM/DTI/在京フィリピン大使館・
マニラ、フィリピン
商務部、在大阪フィリピン総領事館・
商務部

10月17日（木）～18日
（金）

第７回タイ国日本研究協会年次大会

タイ国日本研究協会

10月18日

温故創新セミナー

10月19日(土)

WASABI(大型文化事業)

10月19日（土）、20日（日）

タイロイカトン＆モーラムフェスティバル
2013

マニラ（ＣＣＰ中ホール）

ナレスワン大学（タイ）

一般社団法人 東京都トラック協会
ホーチミン市
ロジスティクス研究会
在フィリピン日本大使館主催、国際
交流基金マニラ日本文化センター共 マニラ（ＣＣＰ）
催
財団法人 亜細亜友之会

上野公園（東京）

宮沢賢治原作｢注文の多い料
理店｣の演劇公演
ASEAN食のコンシェルジュに
よる「食」を通じた文化紹介セ
ミナー
マニラフェーム・デザイング
ローバ
ルフィリピンにKyoto６という伝
統工芸グループを日本人専門
家として派遣
セミナー
人物交流
現代邦楽公演

舞踊、人的交流

10月19日（土）、20日（日） ソラ行け旅フェスタへの出展

仙台空港国際化利用促進協議会
仙台市
（日本アセアンセンターによる出展）

ASEAN諸国の観光紹介

10月21日（月）

べトナム ナムディン省投資環境セミナー

在京ベトナム大使館、ベトナム・ナム
ディン省人民委員会（日本アセアン 東京、アセアンホール
センター共催）

ナムディン省の投資促進

10月21日（日）～28日
（月）

・国際交流基金クアラルンプール日
本文化センター
小池博史ブリッジプロジェクト 「注文の多
・ダマンサラパック
い料理店」公演
・ペナンパフォーミングアーツセン
ター

10月22日（火）～25日
（金）

べトナム ナムディン省投資環境セミナー

10月25日（金）

日・ASEANサイバーセキュリティー国際シ
内閣官房情報セキュリティセンター
ンポジウム

東京

シンポジウム

１0月25日（金）～27日
（日）

BALI平和芸術祭

ウェルディ・ブダヤ・アート・センター
（バリ）

展示会、人的交流

10月26日（土）

タイ舞踊ワークショップ

ダマンサラパック（クアラルンプール・
マレーシア）
演劇公演
ペナンパフォーミングアーツセンター
（ペナン・マレーシア）

10/22(火)静岡
在京ベトナム大使館、ベトナム・ナム
10/23(水)名古屋
ディン省人民委員会（日本アセアン
10/24(木)大阪
センター後援）
10/25(金)福岡

株式会社国民みらい出版
日本アセアンセンター

平成25（2013）年度日本留学フェア（インド
１0月26日（土）、27日（日）
独立行政法人日本学生支援機構
ネシア）

ナムディン省の投資促進

日本アセアンセンター、アセアンホー
タイ舞踊体験型イベント
ル
シェラトンスラバヤホテル（スラバヤ）
バライシダンジャカルタコンベンション 展示会、セミナー
センター（ジャカルタ）

10月27日（日）

第一回ベトナム国際ハロンベイマラソン２０ ベトナム国際ハロンベイマラソン２０
ベトナム、ハロン市
１３
１３

10月28日（月）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ
日本アセアンセンター, 奈良県
ミナー

奈良市

マラソン競技会
http://www.halongbaymarathon.com/
インバウンド観光セミナー

10月28日（月）～11月1日
カンボジア展示商談会
（金）

日本アセアンセンター、MOC（共催）

日本アセアンセンター、アセアンホー 日カンボジアビジネスマッチン
ル
グ

10月28日（月）～11月10
月（日）

堺・アセアンウィーク2013

堺・アセアンウィーク実行委員会

堺市

催し物

10月29日（火）

歯学教育に関する国際シンポジウム「東
東京医科歯科大学歯学部
南アジアの歯学教育の標準化を目指して」

ホテル東京ガーデンパレス

シンポジウム

10月29日(火）～12月17日
第40回東南アジア青年の船事業
（火）

内閣府

日本、ベトナム、タイ、ラオス、シンガ
青少年交流
ポール、フィリピン

10月30日（水）～11月1日
中小企業総合展2013東京
（金）

独立行政法人中小企業基盤整備機
構(SMRJ) 、（日本アセアンセンター 東京ビッグサイト
出展・後援）

公益財団法人 日本デザイン振興会
10月30日（水）～11月4日 グッドデザイン賞２０１３・メコンデザインセ
東京ミッドタウン
グッドデザイン賞事務局、日本アセ
（月）
レクション
（デザインハブ）
アンセンター

中小企業ビジネスマッチング
他

催し物

10月31日（木）

外務省地方連携・関西シンポジウム「これ
からの日・ＡＳＥAN関係～地域レベルの観 外務省・奈良県
光、経済交流の促進に向けて～」

奈良県

セミナー

10月31日（木）

「HEARTHEART～心と心でつながる地球」
世界中の子供たちに絵本を届けるプロジェ NPO法人クロスワイズ
クト

ミャンマー

絵本寄贈

10月

アジア海上保安機関長官級会合

タイ

トレーニング・訓練、セミナー、
会議

10月又は11月

2013年東アジア地域組織犯罪対策代表者
警察庁
会議（仮称）

東京

会議

10月又は11月

2013年東アジア地域犯罪組織コンタクトポ
警察庁
イントセミナー

東京

セミナー

10月～１２月

平成25年度フィリピンにおける訪日旅行促
進事業および現地での情報発信・市場動 観光庁
向調査事業

フィリピン

観光

11月

ラオスサッカー グラスルーツ・フェスティバ
ラオスサッカー連盟、JICA
ル

ラオス サバナケット

スポーツ、青少年事業

11月

第４０回東南アジア青年の船（マニラ港寄
内閣府
港）

マニラ（マニラ港、他）

青少年交流事業

11月2日（土）～3日（日）

OCSC国際教育エキスポ2013における日
本パビリオン

独立行政法人日本学生支援機構

サイアムパラゴン5階ロイヤル・パラゴ
催し物
ンホール（タイ）

11月3日（日）～4日（月）

「日ASEAN40周年記念 第2回ジャパン・
フェスティバル ラオス 『レビュー希望の
華咲く友好のおどり』」

特定非営利活動法人日本・アジア芸 4日：ラオス大使公邸
術協会
5日：国立文化会館

海上保安庁、日本財団、
日本海難防止協会

舞踊

11月3日（日）～10日（日） コモンビート タイ友好の旅

NPO コモンビート

チュラロンコン大学音楽ホール他（タ
催し物
イ）

11月4（月）～9日（土）

第二回ジャパン・フェスティバル

大使館，日本人会，日本商工会議
所，
ＪＩＣＡ，ＪＥＴＲＯ，ＬＪＩ，ＪＡＯＬ等

ビエンチャン他

11月5日（火）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本旅行業協会（日本アセアンセン
ミナー
ター協力）
東京

11月6日（水）～8日（金）

MJIIT-JUC国際合同シンポジウム

11月7日（木）

セミナー「ASEAN 単一航空市場形成に向
日本アセアンセンター
けて」

11月9（土）～28日（木）

「アジアの伝統舞踊」東南アジア巡回公演 国際交流基金

11月10日（日）

ASEANドリプラ講習会

11月10日（日）～16日（土）

マレーシア日本国際工科院・日本側
東海大学湘南キャンパス
コンソーシアム大学

日本アセアンセンター

二国間交流

インバウンド観光セミナー
学術交流、シンポジウム
http://www.u-tokai.ac.jp/

日本アセアンセンター、アセアンホー
航空運輸市場セミナー
ル
「TIMジャカルタ劇場」（ジャカルタ）、
「フィリピン文化センター」（マニラ）、
舞踊
「国立劇場」（クアラルンプール）、「未
定」（シンガポール）
東京、アセアンホール

ASEANドリプラワークショップ

文化遺産を活用した観光振興に関する研
日本アセアンセンター
修

東京、奈良

カンボジア、ラオス、ミャン
マー、タイ、ベトナムを対象とし
て観光研修

11月11日（月）～23日
（土）

京都工芸の精華展

工芸京都

ハノイ

人物交流

11月13日（水）～14日
（木）

ビジネス強化交流事業<ミャンマー>
ミャンマー映像産業セミナー及び試写会

日本アセアンセンター、共同通信社 東京

11月13日（水）～20日
（水）

平成25年度 タイ王国派遣日本武道代表 公益財団法人日本武道館日本武道
バンコク
団
協議会

ミャンマー映画監督及び関係
者を招へい
武道演武大会
アジア各国の伝統舞踊巡回公
演

11月15日(金)～16日(土） 巡回公演アジアの伝統舞踊

在フィリピン日本大使館

マニラ（ＣＣＰ中ホール（予定））

11月16日（土）

セミナー「LCCでASEAN！まる得活用術」

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター、アセアンホー
航空利活用セミナー
ル

11月16日（土）、17日（日）

メコンダンスフェスティバル in 代々木公園 社団法人 ワールドミュージックイン
代々木公園（東京）
2013
ターネット放送協会

舞踊、人的交流

11月16日-17日

ジャパンフェスティバル イン ベトナム
2013

ジャパンフェスティバル イン ベトナ
ホーチミン市
ム実行委員会

コンサート、展示会

11月17日（日）

ASEANドリプラ講習会

日本アセアンセンター

ASEANドリプラワークショップ

東京、アセアンホール

11月19日（火）

フィリピン投資セミナー及び個別商談会

11月19日（火）～11月27
日（水）

第８次FECベトナム訪問団

フィリピン共和国大使館、フィリピン
共和国外務省、フィリピン共和国貿
易産業省、日本アセアンセンター、
一般社団法人世界貿易センター東
京
民間外交推進協会

１１月中旬

第18回日本語教師フォーラム

JICA

マニラ（ＪＩＣＡフィリピン事務所(予定)) フォーラム

11月20日（水）～23日
（土）

METALEX2013

日本貿易振興機構（ジェトロ）

バンコク国際貿易展示場

11月21日（木）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ
東京都（日本アセアンセンター協力） 東京
ミナー

11月

東京、世界貿易センター

フィリピン投資セミナー

ハノイ、ハイフォン、ホーチミン

人物交流

展示会
インバウンド観光セミナー

11月21日（木）、22日（金）
第１回 政策フォーラム
（予定）

国際協力機構（JICA)

政策研究大学院大学

公演、会議

11月21日（木）、22日（金） 「六華仙」公演・ワークショップ

大使館、ラオス情報文化観光省

ビエンチャン

日本文化紹介

11月21日（木）、22日（金）

第４０回東南アジア青年の船代表団のラ
オス訪問

内閣府、ラオス青年同盟

ビエンチャン

青少年交流

11月21日（木）～24日
（日）

インドネシア 100人の友人展

京都大学国際ビジネス研究会

京都大学11月祭

展示会

11月21日（木）～27日
（水）

日タイ交流美術展覧会

一般社団法人世界芸術文化交流会

シラパコーン大学アートセンター・サ
ナムチャンドラーアートギャラリー

芸術・美術、教育

11月22日（金）

第4回亜細亜芸術会議

タイ国立シラパコーン大学ナコムパト
一般社団法人世界芸術文化交流会 ムキャンパス アートセンターギャラ 芸術、美術、教育
リー

ASEANドリーム・プラン・プレゼンテーショ
日本アセアンセンター
ン
JENESYS２．０（「アジア国際子ども映画
11月25日（月）～12月2日
祭」参加、ラオス高校生９名・引率者１名訪 在ラオス日本国大使館、JICE
（月）
日）
11月24日（日）

東京、明治大学

ASEAN文化紹介・交流イベン
ト

兵庫（淡路島、神戸）

青少年交流

11月26日（火）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター、岐阜観光コ
ミナー(岐阜セミナー）
ンベンション協会

岐阜県岐阜市

インバウンド観光セミナー

11月27日（水）

ミャンマー税務セミナー

ミャンマー

セミナー

11月28日（木）

日本アセアンセンター、福島県、福
ASEANからのムスリム観光客受け入れセ
島県観光物産交流協会、JTB協定
ミナー
旅館ホテル連盟福島支部

福島県

インバウンド観光セミナー

11月28日（木）

日・ASEAN音楽祭～災害復興への祈り～ 日・ASEAN音楽祭実行委員会

NHKホール（東京）

コンサート

11月29日（金）

ベトナム税務セミナー

日本アセアンセンター

ベトナム

セミナー

11月下旬

スーパードラムオーケストラ

大使館，国際交流基金

バンダル・スリ・ブガワン，ブルネイ

音楽交流

11月

アセアン地域海上保安幹部職員セミナー

海上保安庁、JICA

東京、呉、舞鶴、名古屋、横浜

トレーニング・訓練

11月

住友商事奨学金

住友商事

ハノイ、ホーチミン

その他

11月～12月

日本を極める（伝統文化の日本茶道に触
NPO法人日タイ国際交流推進機構
れる）

大阪＆タイ

芸術・美術、地域交流

11月下旬

ミャンマーの社会課題解決に向けたソー
ラーランタン寄贈

パナソニック株式会社

チャトリウム ホテルヤンゴン

民間企業による開発支援

11月下旬～12月上旬

第10回熊本大学フォーラム

国立大学法人 熊本大学

インドネシア スラバヤ

展示会、セミナー、ワークショッ
プ

12月2（月）

カンボジア投資セミナー

日本アセアンセンター

名古屋

投資セミナー

12月2日（月）～8日（日）

バリ・金谷インターナショナルアートウィー
ク

バリ・金谷インターナショナルアート
ウィーク実行委員会

千葉県富津市金谷地区

コンサート、ワークショップ、ト
レーニング

JENESYS２．０（日ASEAN・Oceanian青少
在ラオス日本国大使館、近畿日本
12月2日（月）～10日（火） 年交流、ラオス高校生及び大学生21名・引
ツーリスト株式会社
率者1名訪日）

東京、山口、長崎、広島、島根、高
知、和歌山、静岡、千葉、茨城

青少年交流

12月3日（火）

カンボジア投資セミナー

東京商工会議所

投資セミナー

12月3日（火）～5日（木）

平成25年度ASEAN・日本社会保障ハイレ
厚生労働省
ベル会合

品川プリンスホテル

会議

12月4日（水）

日本ASEAN40周年記念シンポジウム
「ASEAN経済統合の行方と日本へのイン
プリケーション」（仮）

笹川平和財団（日本アセアンセン
ター後援）

東京、日本財団ビル二階

シンポジウム

12月4日（水）

国際親善試合 FC琉球×U23選抜

琉球フットボールクラブ株式会社

ペタリン・ジャヤ・スタジアム

国際交流、青少年

12月6日（金）

国際シンポジウム「アジアのパラダイム・シ
神奈川大学アジア研究センター
フト－協力と共生への道を問う」

神奈川大学横浜キャンパス セレスト
学術
ホール

12月6日（金）～16日（月）

JENESY2.0（日ASEAN学生会議、ラオス大 在ラオス日本国大使館、一般財団
学生15名訪日）
法人青少年国際交流推進センター

東京、滋賀、和歌山、鳥取、函館、鹿
青少年交流
児島

12月7日（土）

平成25（2013）年度日本留学セミナー（ミャ
独立行政法人日本学生支援機構
ンマー）

ミャンマー連邦商工会議所
（UMFCCI）

教育

12月7日（土）～9日（月）

AUNJオーケストラ

ハノイ、ダナン

公演、コンサート他

12月8日（日）～31日（火）

平成25年度ベトナムにおけるメディア招聘
観光庁
及び訪日旅行促進イベント実施事業

ハノイ

展示会

12月9日（月）～11日（水）

第14回アジア大洋州地域サイバー犯罪捜
警察庁
査技術会議

各国警察

会議

日本アセアンセンター

日本アセアンセンター

NPO国際交流促進協議会

12月9日（月）～14日（土）

中央大学インターナショナル・ウィーク（タ
イ・ベトナム）

12月13日（金）

中央大学多摩キャンパス

芸術・美術・地域交流

ＡＳＥＡＮ：低炭素・エネルギー効率政策の
国際協力機構
長期的インパクト

日本経済新聞社

公演、セミナー

12月13日（金）

2025年のASEAN～ASEAN統合後の展望
国際協力機構
と課題～「アジアの未来」特別セッション

日本経済新聞社

公演、セミナー

12月13日（金）

日本マレーシア経済協議会第32会合同会
日本マレーシア経済協議会
議

帝国ホテル

経済会議

12月14日（土）

TOKYO FASHION SHOW

ダオフアン社、Ogisaka Sole Co., Ltd ビエンチャン

日本文化紹介

12月17日（金）

「ＡＳＥＡＮ経済共同体と日本、日本企業」
セミナー

日本アセアンセンター

東京 アセアンホール

セミナー

12月18日（水）

日アセアン友好協力40周年記念”Drums &
国際交流基金
Voices”東京公演

Bunkamuraオーチャードホール
（渋谷）

コンサート

12月21日（土）

国際セミナーー日・ＡＳＥＡＮ科学技術ネッ
大阪大学大学院工学研究科 量子エンジニアリングデザイン研究イニシアティブ
グランフロント大阪 Vislab Osaka
セミナー
トワーク強化にむけてー

12月21日（土）22日（日）

アジア クリスマスフェスティバル2013

12月26日（木）

大阪大学大学院工学研究科 量子
大阪大学・ＡＳＥＡＮ学術ワークショップ －
エンジニアリングデザイン研究イニ 大阪大学大学院工学研究科
日・ＡＳＥＡＮ友好協力40周年記念ー
シアティブ

12月

ヴィンテージインドネシア音楽 録音メディ
特定非営利活動法人CONCRETE
ア修復出版事業

12月

メディアアート展

12月の1日間

「日本とアセアン連携による効率的・効果
農林水産省食糧産業局新事業創出
的な人材育成のあり方」意見交換会・シン
ジャカルタ（インドネシア）
課
ポジウム

会議

12月13日（金）～15日
（日）

日・ＡＳＥＡＮ特別首脳会議

外務省

東京

政府間会議

1月11日（土）

チャイルド・エイド・アジア

NPO リトル・クリエーターズ

サントリーホール

コンサート、人的交流

1月11日（土）、12日（日）

ピーマイ ミュージック フェスティバル
2014

NPO法人アジア子ども教育基金協
会

代々木公園 ケヤキ並木

舞踊、音楽

1月28日（火）

マレーシア新年賀詞交換ネットワーキング 日本アセアンセンター

東京 アセアンホール

プレゼンテーション

1月29日（水）

フィリピン新年賀詞交換ネットワーキング

日本アセアンセンター

東京 アセアンホール

セミナー

2月14日（土）、15日（日）

アジア バレンタインフェスティバル 2014

NPO法人アジア子ども教育基金協
会

代々木公園 イベント会場

舞踊、音楽

2月24日（月）～3月3日
(月）

FLY×RE:J Workshop

一般財団法人さっぽろ産業振興財
団札幌映像機構

アートホテルズ札幌

ワークショップ

2月4日（火）

ラオス新年賀詞交換ネットワーキング

日本アセアンセンター、在日本フィリ
東京 アセアンホール
ピン大使館

2月7日（金）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ 日本アセアンセンター､日本空港ビ
ミナー
ルディング

羽田空港

インバウンド観光セミナー

2月13日（木）

「2015年ASEAN共同体設立と2015年以降
日本アセアンセンター
のASEAN」セミナー

東京 アセアンホール

セミナー

2月19日（水）

神奈川大学付属中・高等学校の「カンボジ 神奈川大学付属中・高等学校、日本
神奈川大学付属中・高等学校
ア・ベトナム」研修向け講演
アセアンセンター

2月19日（水）

第11回ビジネスリンク商売繁盛

2月23日（日）

ASEAN Health & Sports ルーシーダットン
日本アセアンセンター
（タイ式ヨガ）体験教室

12月

中央大学

NPO法人アジア子ども教育基金協
会

国際交流基金マニラ日本文化セン
ター主催

代々木公園 イベント広場

音楽、国際交流

番組・映画

マニラ（メトロポリタンミュージアム(予 映像を活用したメディアアート
定)）
の展覧会

2014年1月

セミナー

2014年2月

MUFG 三菱UFJファイナンシャルグ
インテックス大阪
ループ（日本アセアンセンター出展）

ワークショップ

展示会、ブース出展

東京 アセアンホール

ワークショップ

2月24日（月）～27日（木） ブルネイセミナー＆ショーケース

日本アセアンセンター

東京 アセアンホール

セミナー

2月26日（水）

ブルネイ産業把握ミッション

日本アセアンセンター

山梨、神奈川

産業視察

3月1日（土）～2日（日）

セントレア⇔東南アジア路線・観光PRイベ
中部国際空港（セントレア）
ント出展

金山駅 自由通路

観光PRイベント

3月2日（日）～8日（土）

ラオス投資環境視察ミッション

日本アセアンセンター、ラオス計画
投資省

ラオス

視察、セミナー

3月4日（火）

インドネシア・ビジネスフォーラム

日本アセアンセンター、在日本インド
ネシア共和国大使館、インドネシア ホテルオークラ東京
共和国投資調整庁

インドネシア・ビジネスフォーラ
ム

3月4日（火）～7日（金）

フィリピン投資環境視察ミッション

日本アセアンセンター､在日本フィリ
マニラ
ピン共和国大使館

視察、セミナー

3月11日（火）

就活茶会

日本アセアンセンタ､在日アセアン青
東京 アセアンホール
年ネットワーク

就職ガイダンス

日本アセアンセンター、在ブルネイ・
ブルネイ
ダルサラーム国日本国大使館

視察、セミナー

3月16日（日）～19日（水） ブルネイ投資環境視察ミッション
2014年3月

通年
複数年

未定

「HEARTHEART～心と心でつながる地球」
3月13日（木）～18日（火） 世界中の子供たちに絵本を届けるプロジェ NPO法人クロスワイズ
クト

ジャカルタ

絵本寄贈

3月15日（土）～20日（木） インドネシア絵画展

在日本インドネシア大使館

東京 アセアンホール

展示会

3月9日(日)～14日(金)

日・ＡＳＥＡＮ商談会＆交流会

独立行政法人中小企業基盤整備機
東京、大阪
構

3月15日（土）、16日（日）

タイ ミュージック グラミーアワード フェス
財団法人 亜細亜友之会
ティバル 2014

代々木公園 ケヤキ並木

舞踊、音楽

3月25日（火）

ASEANからのムスリム観光客受け入れセ
日本アセアンセンター、新潟県
ミナー

新潟市

インバウンド観光セミナー

3月29日（土）

関空からLCCでASEAN旅！マル得活用術

新関西国際空港株式会社､日本ア
セアンセンター

ホテル日航 関西空港

インバウンド観光セミナー

通年

住友商事日本語教室

住友商事

ダナン

その他

通年事業

大学の世界展開力強化事業

文部科学省

日本、ＡＳＥＡＮ各国

http://www.mext.go.jp/a_menu
/koutou/kaikaku/sekaitenkai/i
ndex.htm

2011年1月27日
～2015年1月26日

（インドネシア向け）海上交通保安能力向
上プロジェクト

海上保安庁、JICA

ジャカルタ、他

トレーニング・訓練

2011年7月25日
～2013年7月24日

（マレーシア向け）海上交通保安能力向上
海上保安庁、JICA
プロジェクト

クアラルンプール、他

トレーニング・訓練

2011年4月～

交通運輸技術連携プログラム

ASEAN諸国

調査、セミナー

2010年7月1日
～2013年6月30日

（ベトナム向け）交通警察官研修強化プロ
警察庁、JICA
ジェクト

ハノイ

トレーニング・訓練

2012年7月14日～2014年 （フィリピン向け）指紋採取・活用能力向上
警察庁、ＪＩＣＡ
3月31日
プロジェクト・専門家派遣

マニラ他

トレーニング・訓練

（インドネシア向け）市民警察活動
2012年7月25日～2017年
（POLMAS）全国展開プロジェクト・専門家 警察庁、ＪＩＣＡ
9月30日
派遣

ジャカルタ他

トレーニング・訓練

国土交通省

人的交流、セミナー

2013年4月～2014年3月

英語演習ⅢB 「東南アジアにおけるジェン 学習院女子大学、日本アセアンセン
学習院女子大学
ダー、市場および国際関係（１）（２）」
ター

特にアセアン諸国に関する講
義

未定（夏休み期間中）

夏休み！子供国際交流クラブ～親子で作
葛飾区文化施設指定管理者
ろう！インドネシア料理～

かつしかシンフォニーヒルズ

生活文化紹介

未定（第一四半期）

第3回アジア・カーボン・アップデート・
フォーラム

インドネシア

セミナー

未定

JICA国内機関によるASEAN WEEKの開催 JICA

JICA国内機関

フェスティバル、展示会、ワー
クショップ、映画・ビデオ上映

未定

アセアン工学系高等教育ネットワーク
（SEED-NET)プロジェクト・分野別地域会議 JICA
（約10件）

ASEAN各国

会議

未定

ＪＩＣＡ事業紹介パネル展

ＪＩＣＡ

ASEAN事務局ロビー

展示会

未定

航空ｾｷｭﾘﾃｨ体制支援事業

国土交通省

TBD

政府間会議、ワークショップ

未定

第４回日インドネシア交通次官級会合

日本国国土交通省、インドネシア共
日本（調整中）
和国運輸省

政府間会議

未定

第４回日ベトナム交通次官級会合

国土交通省

ベトナム（調整中）

政府間会議

未定

上級警察幹部セミナー

警察庁、ＪＩＣＡ

未定

セミナー

未定

人身取引事犯に係るコンタクトポイント連
絡会議

警察庁

日本

会議

未定

地域テロ対策協議

警察庁

東京

会議

未定

国際捜査セミナー

警察庁、ＪＩＣＡ

未定

セミナー

未定

第１７回鹿児島・シンガポール交流会議

鹿児島県

鹿児島県

地域交流

未定

鹿児島・シンガポール文化芸術交流事業

鹿児島県

鹿児島県

公演

未定

21世紀のための日本・シンガポール・パー
海上保安庁、JICA、シンガポール政
トナーシップ・プログラム（海上安全管理）
シンガポール
府
（第3国研修）

JICA

セミナー

