◆U-TED２０１４募集要項◆

～

青年全国大会 2014 募集要項

→今→自分にできること

U-TED（ユ－テッド）の意味は？
「UNESCO Technology Entertainment Design」の
頭文字を並べています。これには、色んな知識や技術を
楽しく刺激的に学んだり、自分の生活や生き方をデザイ
ンしたりしていくという意味を込めています。

～

＊なんのために？
・様々な地域の活動を知ろう！
・今後のユネスコ活動について語り合おう！
・地域や世代を超えた交流を通して、青年の絆を深めよ
う！

U-TED（ユ－テッド）ってどんなことするの？
全国の青年よ、あつまれ～～！
自分の選んだ分科会で学生や社会人など多くの仲間と
互いに顔をあわせて、語り合いましょう！
一緒に議論を通して学び合ったり、考えを共有したり、交流
したりします！！地域や年齢を越えた仲間と出逢い、色ん
○主催：全国的青年連絡組織
な価値観に触れることができます！！
○対象：ユネスコ協会・クラブに所属している青
○主催：U-TED２０１４実行委員会
年・ユネスコに興味のある方
○後援：全国的青年連絡組織
全国的青年連絡組織の会員（ユネスコ協
奈良ユネスコ協会青年部
会・ユネスコクラブ等に所属する青年）
○対象：ユネスコ協会・クラブ等に所属している青 ○日時：3 月 22 日（土）13:30
年・ユネスコに興味のある方
～ 23 日（日）10:00（1 泊 2 日）
（終了後、全国的青年連絡組織第 4 回通常総会を行います。）
○日時：３月２１日(金)１２：３０
～ ２２日(土)１２：００（１泊２日）
○集合：22 日 13:00 奈良県青少年会館
※集合：２１日の 1２：０0 より奈良県文化会館に ○参加費：学 生・・６，０００円
社会人・・７，５００円
て受付を開始します。開始時間の１２：３０までに
受付をお済ませ下さい（昼食も済ませてお集まり下 ※上記参加費に含まれるもの 会議室代、宿泊代、
昼食、夕食、朝食、資料代、行事保険代等
さい）。
○会場：奈良県文化会館 ・ 奈良県青少年会館
○参加費：学 生・・６，０００円
社会人・・７，５００円
来てくれた方には
※ 上記参加費に含まれるもの 会議室代、宿泊代、
感動を倍返しだ!!!
一定額の夕食代、朝食、資料代、行事保険代等

Ｕ-ＴＥＤ２０１４
2014/3.21～22@nara
★去年の様子は、こちらからチェック★

『→今→自分にできること』

http://youth-unesco.net/report/2012/index.html

○（共通）参加費についての補足
Ｕ―ＴＥＤ２０１４及び青年全国大会の両イベントに参加される方は、参加費合計額が、下記の割引
料金となります。※両イベントの全プログラム参加の遠方参加者に対し、一定額の交通費補助あり。
学生・・・１０，０００円（２，０００円割引）
（領収書の提出が必須となります）
社会人・・１４，０００円（１，０００円割引）
○（共通）申込方法
全国的青年連絡組織 HP から、以下の情報を専用フォームに沿って入力してください。また、部分参加等も
専用フォームにてご相談下さい。参加申込みを受領した方には、申込受領メールを送付いたします。
①所属（協会名・グループ名）/②お名前/③年齢/④属性（学生/社会人）⑤携帯番号/⑥メールアドレス/
⑦参加イベント/⑧その他（部分参加の希望・質問等）
⑨希望の分科会と、その分科会を選んだ理由（Ｕ―ＴＥＤ参加者のみ）※第三希望まで記載

（☆分科会内容は別ファイル「U-TED 分科会紹介」を参照☆）
※〆切り：２０１４年２月１５日（土）まで【ただし、定員(７０名)になり次第、募集を締め切ります。】
○（共通）問い合わせ先アドレス：unesco.seinen2014@gmail.com

◆U-TED２０１４概要◆
～→今→自分にできること ～

Ｕ-ＴＥＤ２０１４
2014/3.21～22@nara
『→今→自分にできること』
☆分科会お品書き☆

タイムスケジュール（予定）
※予定は変更になる場合もありますのでご了承ください。

２１日

12：30 オープニング

13：45 ～ 17：00 分科会 Part1（奈良県文化会館）
19：00 ～ 21：00 分科会 Part2（以下、奈良県青少年会館）
21：00 ～ 23：00 交流会等
２２日

6：45

起床

8：00 ～10：00

分科会 Part3

10:00 ～12：00

全体共有等・解散

※ 確定できる詳細な内容については、後日別途メール等で
ご連絡させていただく予定です。

○分科会Ａ
平和の最終兵器ユネスコ
○分科会Ｂ
耳をすませば～歌・唄・詩～
○分科会Ｃ
ユネスコ就活―ユネナビ－
○分科会Ｄ
ユネスコなう。～ＳＮＳでつなぐ輪～
○分科会Ｅ
ESD～持続可能な社会をつくるには～
※分科会内容を早速チェック！！
別ファイル「Ｕ－ＴＥＤ分科会紹介」を見
てね！！

青年全国大会 2014 概要
タイムスケジュール（予定）
※予定は変更になる場合もありますのでご了承ください。

２２日
13：30
14：00 ～ 16：30

オープニング
青年優秀賞

16: 30 ～ 17：00

お知らせ、分科会紹介＆分かれる

17：00 ～ 20：30
22：30 ～

分科会 （※夕食、風呂含む）
交流会等

２３日

6：45

8：00 ～10：00

起床
全体共有・さよならの集い・解散
終了後、全国的青年連絡組織第
4 回通常総会を行います。

【青年優秀賞とは!!!】
この一年間、あなたの所属する青年部やクラブ
はどんな活動をしましたか？みなさんの素晴らし
い活動を、もっと多くの人に知ってもらうために、
「青年優秀賞」という賞を設置しました。
青年優秀賞とは、今年一年の日本全国の青年ユ
ネスコ団体の中から、ユネスコ運動の発展のため
に、参考になりそうな団体を表彰する、というも
のです。表彰だけでなく、全国的青年連絡組織か
ら賞金も用意しています。
賞金の使い道は自由ですが、一年後必ず、どん
な風にお金を役立てたか、使途を報告してもらい
ます。賞金をもとに、さらに活発なユネスコ活動
を目指してください。

☆分科会お品書き☆
①どうする！全青連～カタそうでカタく
ない、すこしカタい分科会～
②アツいぜ！ぼくらの青春白書
③あついぜ！キャンプわくわく ESD
④理想のセミナーを考える会
⑤世界の仲間と語り合おう！ドキドキ国
際交流
⑥ともだち 100 人できるかな？(゜
▽゜)

【青年優秀賞発表会とは!!!】
１．選考方法：青年全国大会内に設ける発表時間での
発表（１団体約３分）
２．発表内容：あなたの団体の年間の活動、もしくは
最も盛り上がった活動
３．選考基準：
①ユネスコそのものの普及に貢献したか
②青年ユネスコの活性化に貢献したか
４．選考対象：当日の発表、および全国的青年連絡組
織 HP 内に掲載されている青年活動
※青年全国大会には参加できないんだけど、自分たち
の活動を発表したい、という団体のみなさま。相談に
乗らせていただきます。是非連絡をください。お待ち
しています。

✉：seinen@unesco.or.jp

＜アクセス＞
①

奈良県文化会館アクセス【Ｕ―ＴＥＤ（受付）会場】
ココ！！

◆開催地 大阪国際ユースホステル
〒592-0002 大阪府高石市羽衣公園
Tel: 072-265-8539
http://www.osaka-yha.or.jp/osakakokusai/shisetsu/index.html
※アクセス
ＪＲ線東羽衣駅、南海線羽衣駅より徒歩約 15 分
ＪＲ線のご利用は、鳳駅から東羽衣までの東羽衣線は本数が少
車でのお越しをおすすめいたします。

○近鉄奈良駅から

〒630-8213

奈良県奈良市登大路町６－２

東改札口より、１番出口を出てそのまま東へ徒歩約５分

TEL 0742-23-8921

(奈良県庁の手前、西隣です)

FAX 0742-22-8003

○ＪＲ奈良駅から
東出口バスターミナルから 奈良交通 ２系統 市内循環バス（外まわり）に乗車し約１０分 「県庁前」
バス停下車 西へ徒歩約２分

②

【奈良県文化会館ＨＰ】 http://www.pref.nara.jp/1717.htm

奈良県青少年会館アクセス（Ｕ―ＴＥＤ・青年全国大会会場）
ココ！！

○奈良県青少年会館ＨＰをご覧ください。
http://www6.ocn.ne.jp/~naseikan/accese.html
〒 ６ ３ ０ －８ １ ０ ８
T E L ／ FA X

奈 良 県奈 良 市 法蓮 佐 保山 １ 丁 目 ３番 １ 号

０７ ４ ２ －２ ２ － ５５ ４ ０

申込み、お待ちしてます！！

