
発着地
滞在地

現地
時刻

摘要・訪問先 面会者・視察項目等

（集合） 7:25

大阪（伊丹）空港発 8:25 JL3002便にて成田空港へ

成田国際空港着 9:40

成田国際空港発 12:00 JL006便にてニューヨークへ

《所要時間：12時間30分》

ニューヨーク着 10:30

13:10 ニューヨーク市議会表敬訪問

14:00

15:30

（ニューヨーク泊）

《第１日目》２月４日（月）

【宿泊ホテル】

Park Ave. at Grand Central Terminal New York City 10017

グランド・ハイアット・ニューヨーク

大阪（伊丹）空港　北ターミナル１
Ｆ集合

ＴＥＬ：2１2-８８３-１２３４　　　ＦＡＸ：2１2-６９７-３７７２

・ニューヨーク市議会事務局次長ラ
ファエル・ペレス氏の案内で市議会
内見学

ニューヨーク市議会メリンダ・カッ
ツ議員事務所訪問

・メリンダ・カッツ議員と意見交換

(財)自治体国際化協会ニューヨーク
事務所訪問

・佐々木浩所長、中薗祥所長補佐か
らBIDについて説明聴取



《第２日目》２月５日（火）
発着地
滞在地

現地
時刻

摘要・訪問先 面会者・視察項目等

ニューヨーク滞在

14:00 ニューヨーク市保健精神衛生局訪問

16:30

17:30

18:30 保育施設ブライト・ホライズン訪問

（ニューヨーク泊）

【宿泊ホテル】

Park Ave. at Grand Central Terminal New York City 10017

グランド・ハイアット・ニューヨーク

ＴＥＬ：2１2-８８３-１２３４　　　ＦＡＸ：2１2-６９７-３７７２

ニューヨーク外国特派員センター訪
問

・米国国務省広報局担当官グレゴ
リー・ケイ氏の案内でセンターを視
察

・ジェニーン・マンゲル所長の案内
で施設内を視察

・デイ･ケア部副局長フランク・ク
レシウロ氏、保育部集団保育課長ル
ビー・リチャードソン氏から子育て
支援策について説明聴取

大統領予備選挙投票所（第158パブ
リックスクール）訪問

・米国国務省広報局担当官グレゴ
リー・ケイ氏の案内で予備選挙投票
所となっている第158パブリックス
クールを視察



《第３日目》２月６日（水）
発着地
滞在地

現地
時刻

摘要・訪問先 面会者・視察項目等

ニューヨーク発 8:00

ワシントン着 10:45

12:00 ワシントンD.C.議会表敬訪問

16:00

19:00

（ワシントン泊）

【宿泊ホテル】

400 New Jersey Ave．N.W. Washington D.C. 20001

ハイアット・リージェンシー・ワシントン

ＴＥＬ：202-737-1234　　　ＦＡＸ：202-737-5773

在アメリカ合衆国日本国大使館石井
公使主催夕食会

石井正文政務公使、五嶋賢二経済公
使、室田幸靖一等書記官、上野裕大
一等書記官と夕食をともにしながら
懇談

アムトラック（鉄道）にてワシント
ンへ

・委員会（公聴会）を傍聴
・クワミ・ブラウン議員と意見交換
・クワミ・ブラウン議員秘書イル
マ・エスパルザ氏の案内で議会内見
学

在アメリカ合衆国日本国大使館表敬
訪問

・實生泰介参事官より大統領選挙に
ついて説明聴取
・林幸宏参事官より米国経済の現状
について説明聴取
・加藤良三大使と懇談



《第４日目》２月７日（木）
発着地
滞在地

現地
時刻

摘要・訪問先 面会者・視察項目等

10:00 ケネディセンター訪問

ワシントン発 14:15 AA4776便にてニューヨークへ

ニューヨーク着 15:25 着後、国際線ターミナルへ移動

ニューヨーク発 19:30 JL048便にてサンパウロへ

《所要時間：9時間45分》

（機中泊）

・ケネディセンターで開催中の｢
ジャパン！　カルチャー＋ハイパー
カルチャー」展を視察

【宿泊ホテル】



《第５日目》２月８日（金）
発着地
滞在地

現地
時刻

摘要・訪問先 面会者・視察項目等

サンパウロ着 8:15

12:00

13:30 サンパウロ市議会親善訪問

15:00 記者会見（サンパウロ市議会内にて）・訪伯の目的等について記者会見

15:30

17:00 サンパウロ市役所親善訪問

19:30

23:00

（サンパウロ泊）

・ジルベルト・カサビ市長を表敬訪
問し、平松市長からの親書を手交
（サンパウロ市国際局長アルフレー
ド・コタイ・ネト氏同席）

サンパウロ市議会日系議員との昼食
会

ウシタロウ・カミア議員、アウレリ
オ・ノムラ議員、ゴウラール議員と
昼食をともにしながら懇談

・日系議員の案内により議会内を見
学
・サンパウロ市議会議長表敬（アン
トニオ・カルロス・ホドリゲス議長
と面会できなかったので、議長補佐
官ダニエウ・ジャルジン氏に記念品
を預ける）

サンパウロ市公共事業局清掃部幹部
との面談（サンパウロ市議会内に
て）

・清掃部長ウェベル・シローニ氏、
分別回収担当部長ワグネル・タヴェ
イラ・ダ・シウヴァ氏、分別回収調
整官アントニオ・ジ・パドゥア・
シャガス氏、分別回収技官パウロ・
ホーザ・アフーダ氏、環境教育調整
官マノエウ・ドス・サントス・フィ
リョ氏の幹部職員５名からサンパウ
ロ市の廃棄物行政及び環境教育につ
いて、大阪市の協力事業の結果を踏
まえて説明聴取

【宿泊ホテル】

Rua Peixoto Gomide,707 Cerqueira César 01409-001 São Paulo SP

ブルーツリータワーズ・パウリスタ

ＴＥＬ：11-3147-7000　　　ＦＡＸ：11-3147-7001　　

サンパウロ・大阪姉妹都市委員会主
催歓迎夕食会

ブラジル日本移民100周年記念式典
会場（サンボドロモ）訪問

・今年６月21日に式典が予定され
ている会場を視察

・在サンパウロ日本国総領事館丸橋
次郎首席領事、姉妹都市委員会高木
ラウル会長、花田ルイス氏をはじ
め、日系の各団体の方々と夕食をと
もにしながら懇談



《第６日目》２月９日（土）
発着地
滞在地

現地
時刻

摘要・訪問先 面会者・視察項目等

サンパウロ滞在

（郊外のピラシカバ市へ）

11:00

11:30 州立サンパウロ大学訪問

（サンパウロ市内へ）

16:45

（サンパウロ泊）

【宿泊ホテル】

Rua Peixoto Gomide,707 Cerqueira César 01409-001 São Paulo SP

ブルーツリータワーズ・パウリスタ

ＴＥＬ：11-3147-7000　　　ＦＡＸ：11-3147-7001　　

フルラン・バイオエタノール工場訪
問

・州立サンパウロ大学バイオエネル
ギー研究サポートセンターメンバー
のネウソン・セラ氏の案内でサトウ
キビ畑を視察（工場自体は雨季のた
め稼動停止中）

・バイオエネルギー研究サポートセ
ンターメンバーのネウソン・セラ氏
からバイオエタノール生産等につい
て、農学部教授ジョゼー・オタヴィ
オ・ブリート氏から大学の概要につ
いて説明聴取

サンパウロ州立チエテ・エコロジー
公園訪問

・ブラジル・ニッポン移住者協会主
催でブラジル日本移民100周年記念
事業として展開されている「21世
紀の森作り」全伯植樹キャンペーン
「日伯・友情の森」プロジェクトの
一環として、公園内の日伯・友情の
森の一角に記念植樹



《第７日目》２月１０日（日）
発着地
滞在地

現地
時刻

摘要・訪問先 面会者・視察項目等

サンパウロ滞在

11:00 イビラプエラ公園訪問

12:30 在伯大阪なにわ会との交流昼食会

15:00 雪だるま祭り会場訪問

16:00 リベルダージ地区（東洋人街）訪問

（サンパウロ泊）

【宿泊ホテル】

Rua Peixoto Gomide,707 Cerqueira César 01409-001 São Paulo SP

ブルーツリータワーズ・パウリスタ

ＴＥＬ：11-3147-7000　　　ＦＡＸ：11-3147-7001　　

・ブラジル日本移民開拓先没者慰霊
碑に献花
・日本館を視察

・北海道から空輸された雪を用いた
ブラジル北海道協会主催の雪だるま
祭りを視察

・なにわ会館にて在伯大阪なにわ会
の皆さんと交流昼食会

・ブラジル日本移民史料館を視察
・姉妹都市提携を記念して命名され
た大阪橋を視察



《第８日目》２月１１日（月）
発着地
滞在地

現地
時刻

摘要・訪問先 面会者・視察項目等

サンパウロ発 10:10 JJ3007便にてクリチバへ

クリチバ着 11:05

12:00 クリチバ市幹部との昼食会

13:45 在クリチバ総領事館表敬訪問

14:30 クリチバ市役所表敬訪問

16:30

クリチバ発 19:25 JJ3336便にてサンパウロへ

サンパウロ着 20:30 着後、国際線へ移動

サンパウロ発 23:55 JL047便にてニューヨークへ

《所要時間：9時間35分》

（機中泊）

・市長官房長官ルイ・キヨシ・ハラ
氏、環境局長ジョゼー・アントニ
オ・アンドレゲット氏、都市交通公
社総裁パウロ・アフォンソ・シミッ
チ氏と昼食をともにしながら懇談

・都市交通公社総裁パウロ・アフォ
ンソ・シミッチ氏、都市交通公社交
通部経費管理室長ダニエウ・コスタ
氏からバスシステム等都市交通施策
について説明聴取

都市交通施策と土地利用計画につい
ての視察

・移動車中にて元クリチバ市環境局
長中村ひとし氏から説明を聴取しな
がら、チューブ型バスステーショ
ン、バス専用レーン、トライナリー
システムと用途地区、シティズン
シップ・ストリートなどを車窓より
視察

ヴィラ・ヴェルジ第１地区環境寺子
屋訪問

中村ひとし氏の案内でヴィラ・ヴェ
ルジ第１地区にある環境寺子屋を視
察

佐藤宗一総領事からクリチバ市、パ
ラナ州の概況について説明聴取及び
懇談

【宿泊ホテル】



《第９・10日目》２月１２日（火）・１３日（水）
発着地
滞在地

現地
時刻

摘要・訪問先 面会者・視察項目等

【２月１２日】

ニューヨーク着 6:30

ニューヨーク発 9:00 JL047便にて成田空港へ

《所要時間：14時間10分》

（機中泊）

【２月１３日】

成田空港着 13:10

成田空港発 16:25 JL3005便にて大阪（伊丹）空港へ

大阪（伊丹）空港着 17:50 到着後、解散

【宿泊ホテル】
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