
①

団体名 NPO法人　ACHAN　JAPAN 行き先 カンボジア

日程

内容

参加費

対象者

定員 １５名
申込〆

切
　２０１６年７月１５日（金）

申込先

②

団体名 認定NPO法人アイキャン 行き先 フィリピン

日程

内容

参加費

対象者

定員 募集予定人数：各10名程度
申込〆

切
募集予定人数に達し次第〆切

申込先

上記ツアー内容に興味のある方

ＮＰＯ法人：ACHAN JAPAN
団体事務所：〒476-0002    愛知県東海市名和町船津５－１１
◆担当者名：大河内　恒雄
◆担当者連絡先TEL：0567-68-2241/ 携帯TEL;090-7604-4058
◆担当者連絡先メール：tookouchi2241@hp.tp1.jp

●スタディツアー
フィリピン最大のごみ処分場に暮らすの人々やフェアトレード生産者、路上の子どもたちとの交流が満載な4日間。
20年以上プロジェクトを実施しているアイキャンのスタディツアーだからこそ、観光では決して見ることのできない社
会の裏側を見ることができます。
●海外ボランティア
路上の子どもに最も必要なこと。アイキャンは、20年以上このことを考え続けています。路上生活の現場を訪れた
り、身寄りのない子どもたちが入所する児童養護施設に宿泊しながら、ボランティア活動を行います。
【おすすめポイント！】
① NGOスタッフと、期間中ずっと一緒に過ごします。NGO職員になりたい方、どんな働き方をしているか知りたい
方、どんどんご質問ください！② 難しい知識、英語力は一切不要です。楽しみたい！充実した夏にしたい！という
気持ちがあれば気軽に参加できます！

●スタディツアー：69,000円（割引制度あり）●海外ボランティア：86,000円（割引制度あり）
※日本～マニラ間航空券代は別途必要

2016年6月4日　NGOスタディツアー合同説明会

【ツアー 一覧表】
カンボジアの「光と影」体感！

学生～社会人、幅広い年齢層の方がご参加されています。

ICANスタディツアー

お申し込み・資料請求はアイキャンホームページよりお願い致します。
（アイキャンホームページ：http://www.ican.or.jp/）
認定NPO法人アイキャン　〒460-0011　愛知県名古屋市中区大須3－5－4矢場町パークビル9F
TEL：052-253-7299"

●スタディツアー
8月17日（水）～21日（日）、8月31日（水）～9月4日（日）、9月7日（水）～9月11日（日）　各4泊5日
●ボランティアツアー
8月2日（火）～8日（月）　6泊7日

８月２０日～８ 月２７日

・  孤児院２か所訪問（含む宿泊体験）と交流
・  海外ボランティアの心構え、取組み姿勢を現地で活躍する日本人に学ぶ
・　王立プノンペン大学日本語科学生と交流・意見交歓会による相互の共通・相違点を理解する
・　アンコール王朝～悲惨な戦争の歴史遺産訪問と発展途上の現実を体感する
・　アンコール遺跡群訪問とショッピングを楽しむ

　一般；198,000円　　　学生188,000円
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③

団体名 NPO　AOZORA 行き先 インド

日程

内容

参加費

対象者

定員 未定
申込〆

切
募集定員に達し次第

申込先

④

団体名 NPO法人　キャンヘルプタイランド 行き先
①タイ王国東北部ナコンパノム県他５−６県
②タイ王国北部チェンマイ県

日程
①７月上旬（１週間程度）
②8月下旬（１０日間程度）

内容

参加費

対象者

定員 ①５名程度　　　　②１０名程度
申込〆

切
①６月中旬　　　②７月下旬

申込先

59,000円（航空券代別途）　※変更となる場合があります。

◆団体名：ＮＰＯ　ＡＯＺＯＲＡ
◆担当者名：高山　亜紗美
◆担当者連絡先TEL：090-6534-0128
◆担当者連絡先メール：chaloindiasami@yahoo.co.jp

3月上旬

インドでも最も貧しいといわれるビハール州にアウトカーストと呼ばれる人々が住む農村があります。その地域の
無料で通える学校・児童養護施設を訪問。また、周辺地域を訪れたり、村人との交流を通し、.現状を自分の目で見
て、感じて、貧困について考えます。村人や子ども達と一緒に色水を掛け合うカラフルな伝統的なインドのお祭り
「ホーリー」にも参加。
身分差別を受けてきたハティヤール村の人びとが自らの力で貧困から抜け出せるよう、2015年より雇用創出プロ
ジェクトが始まりました。実際にその作業場を訪問し、国際協力・支援の現場を肌で感じてもらいます。

①NPOキャンヘルプタイランドの奨学生へ奨学金を手渡すツアーです。タイ東北部６県をめぐります。バンコク以外
のタイを知ることができます。
②タイ北部チェンマイ県にある山岳民族の子どものための学生寮「カサロンの家」に滞在しながら、子どもたちと生
活を共にし、山岳部に住む少数民族のことを学びます。

50,000円程度（航空券代は含みません）

◆団体名：特定非営利活動法人キャンヘルプタイランド
◆担当者名：①内田　由布子　　②坂　茂樹
◆担当者連絡先TEL：052－566-5131
◆担当者連絡先メール：office@canhelp.jp

「ハティヤール村の村人・子どもたちとホーリー＆インドの貧困を学ぶ旅」

学生、社会人、シニア

タイ・スタディーツアー（①奨学金授与式　　②山岳部少数民族交流）

スタツア初心者大歓迎
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⑤

団体名 南遊の会 行き先 ベトナム

日程

内容

参加費

対象者

定員 35名
申込〆

切
6月15日（定員になり次第締め切り）

申込先

⑥

団体名 一般財団法人日本国際飢餓対策機構 行き先 ウガンダ共和国

日程

内容

参加費

対象者

定員 12名
申込〆

切
6月17日（金）　※締切日以降は応相談

申込先

学生175,000円、社会人195,000円

310,000円（6月3日までにお申し込みいただくと、早割305,000円）

◆団体名：一般財団法人日本国際飢餓対策機構
◆担当者名：福地麻美
◆担当者連絡先TEL：03-3518-0781（東京事務所）
◆担当者連絡先メール：mfukuchi@jifh.org

高校生（単位制を含む）以上で健康な方　※その他はチラシ掲載の参加条件をご参照ください。

高校生以上で，国際交流，環境問題に関心のある健康な方(未成年者は保護者の同意が必要）

素朴で元気な子ども達との楽しい交流タイム！村をより良くしようと頑張っているおじちゃん達が案内してくれる村
の自慢のあれこれ！陽気なおばちゃん達が手取り足取り教えてくれる村の伝統工芸や料理作り体験！不便だけ
ど、思わず笑顔が溢れるアフリカンホスピタリティー！あなたの常識がひっくり返る「宝探し」の旅です。

8月 15日（月）～ 8月 24日（水）

８月１６日～ ８月 ２６日

参加申込フォームを本会ウェブサイト（http://www.namdu.jp/activity/studytour_16.html）からダウンロー
ドし，必要事項を入力の上，e-mailでお送りください。フォーム送信先 tour@namdu.jp（担当：大橋）

ベトナム人学生と寝食を共にしながら協働で植林活動を行います。このツアーは、植林活動を通して環境保護の
重要性を学ぶとともに、現地学生との協働による国際交流を目的としています。ツアー実施前には、3回の研修会
を行い、現地での活動の目的や意義を共有するなど、充分なサポート体制を整えています。

ベトナムマングローブ植林スタディツアー

あなたの常識がひっくり返る「宝探し」の旅：サマーキャンプinウガンダ！
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⑦

団体名
特定非営利法人アーシャ＝アジアの農民
と歩む会、公益社団法人全国愛農会
インド三浦後援会

行き先 インド

日程

内容

参加費

対象者

定員 14名
申込〆

切
2016年6月20日（月）

申込先

 

⑧

団体名 NGO・世界の子どもたちを貧困から守る会 行き先 ネパール・カトマンドゥ　（首都）

日程

内容

参加費

対象者

定員 5名
申込〆

切
7月30日

申込先

インドの農村と農村開発に触れる12日間

8月15日～8月26日

インド北部ウッタルプラデーシュ州にあるサムヒギンボトム農工科学大学・継続教育学部を訪問します。
毎回、幅広い年代の方に参加いただいております。国際協力に関心がある方、観光旅行ではないインドに行って
みたいなど参加される方の背景は様々です。継続教育学部では2名の日本人学生が学んでいます。継続教育学
部で学びたい方が下見を兼ねてツアーに参加されることもあります。観光旅行ではないインドに行って見たい方、
お待ちしております。
【現地での予定】
・農村での母子保健活動の見学
・アーシャ学校の子どもたちとの交流
・継続教育学部での農作業体験（希望者のみ）　など

198,000円（航空券、現地滞在費を含む）、経費に含まれない経費の詳細はチラシをご覧ください。

日程に従って同一行動がとれる健康な方（未成年の場合は親権者の承諾が必要）

お問い合わせ・お申し込みは下記にお願いいたします。
株式会社マイチケット
〒660-0084　兵庫県尼崎市武庫川町4-27-1
電話：06-4869-3444　　　メール：info@myticket.jp
＊プログラム内容は、アーシャ理事:中西（メール：dayal_lodge@yahoo.co.jp)へお問い合わせをお願いしま
す。

◆団体名：NGO・世界の子どもたちを貧困から守る会
名古屋市中村区那古野１－４４－１７　嶋田ビル３０２号
◆団体連絡先：メール：worldfordreamers@gmail.com　/ 電話：０９０－６６４５－２３２５

ネパールの子ども・活動する女性・地震からの復興

８月３日～ ８月１３日　（１０日間）

貧困問題とはどんな問題ですか？先進国ではワーキングプアつまり、仕事をしていても満足に生活費を稼げない
という問題があります。ネパールではこれという産業がないために人々は職を探して出稼ぎに外国へ行くケースが
昨今多くなっています。その多くが男性です。子供や年寄の世話を任された女性たちは仕送りを使ってやりくりし家
計を立てながらも小規模の起業をすることで他の人にも仕事をつくりはじめています。起業するためのシードマネを
受け、ものづくりの技術研修も受け、よりクオリテイの高い商品を作っている女性起業華家を訪ねませんか？フェア
トレード商品として日本でも彼女らの商品が出回っていますが、生産者としてユニークなものづくりに励んでいる彼
女らのビジネスから学ぶものが多いです。そして社会や自然にやさしいソーシャル・ビジネス思考は本来の商売の
あり方です。儲け中心のビジネスではなく、社会平和の復興そして環境保護にも貢献できるビジネスを一緒に考え
ませんか？ネパールから持って帰るものはお土産だけではなく、新しく知り合う友人関係、新しい発想そして勇気と
熱意かもしれません。多くのことを学びに行く、多くのことを教えに行く、そんな十日間にしたいと思っています。こ
のツアーのリーダーは現在名古屋在住のネパール出身で日本へ留学生として来日したアスタ・トゥラダールです。

飛行機切符代＋宿泊代＋食事代＋移動費＋入場料込で180,000円
（空港までの交通費、ビザ代、旅行保険は含んでいません）

学生、主婦、フリーランス、ビジネスマン、NPOの職員
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⑨

団体名
認定NPO法人アジア車いす交流センター
（WAFCA）

行き先 タイ

日程

内容

参加費

対象者

定員 20名　　※最少催行人数：15名
申込〆

切
７月15日（金）

申込先

⑩

団体名 特定非営利活動法人RASA-Japan 行き先
フィリピン　ラグナ州カブヤオ市ニューガンサウスビ
ルⅠ小学校　カブヤオ市のホームステイ先

日程

内容

参加費

対象者

定員 10名先着順で締め切ります。
申込〆

切
7月10日　スタッフ名古屋から同行

申込先

WAFCAタイ・フレンドシップツアー2016

4泊6日（機中1泊）　9月18日（日）セントレア11：00発～9月23日（金）セントレア08：00着
注：早めに帰国されたい方の為に下記短縮型も用意致しました。
短縮型：3泊5日（機中1泊）　9月18日（日）セントレア11：00発～9月22日（木）セントレア08：00着

WAFCAが車いすを通じて障がい児（者）の自立をサポートしている支援対象地域を訪問し、壊れた車いすの無償
修理、障がい児の自宅のバリアフリー化工事、障がい児が通うインクルーシブ学校や特別支援学校・センターの子
どもたちとの交流活動を行う、第15回目を数えるボランティアツアーです。今年はバンコクから東北へ約400Km、車
で約5時間のカンボジア国境沿いのブリラム県を訪問します。ブリラム県はアユタヤ王朝以前の９世紀ころに栄え
たクメール王朝が治めた歴史ある地方都市です。また最終日9/22はWAFCA設立母体のデンソーThailandサムロ
ン工場を訪問し、障がい者の方たちが元気に働いておられる様子を見学して頂くと共に、同建物内のWAFCAタイ
のオフィスにて今ツアーの振り返りをワイワイとやって頂きます。最終日9/22午後はバンコク市内にてフリータイム
で散策や買い物など楽しんで頂きます。

全ての費用；120,000円

大学生

◆特定非営利活動法人　ＲＡＳＡ－Ｊapan
◆〒　468－0014　名古屋市天白区中平２－２６２７
◆Ｅ－ｍａｉｌ；info@rasa-japan.com
◆Ｔｅｌ&Fax; 052-803-1649
◆担当者　藤井　忠子

112,300円 ツイン（2人/部屋） / 119,900円 シングル（1人/部屋）
※航空券、空港税、油税込み 短縮型：103,600円 ツイン（2人/部屋） / 107,600円 シングル（1人/部屋）
　※航空券、空港税、油税込み ※短縮型の場合は9/21の空港への移動費用は別途必要です。

WAFCA会員　（会員でない方はご入会下さい。）
※会費/年：学生会員1,000円、一般正会員4,800円、一般賛助会員3,000円

◆団体名：認定NPO法人アジア車いす交流センター（WAFCA)
◆担当者名：秋山和豊（アキヤマ カズトヨ）、増田敬子（マシダ ケイコ）
◆担当者連絡先TEL：0566-23-5822（代表）、090-3448-6525（秋山携帯）
◆担当者連絡先メール：ZC8WAFCA@denso.co.jp  　（WAFCA代表共用メール）

貧困地域の小学生への給食実習とホームステイ

8月21日～27日（7日間）

2012年度から、実施している極貧地域の給食活動への参加、6000人も子供がいるマンモス小学校ですが、1500人
が栄養障害児童。その中の100人に給食を作る、食材を購入する、後片付けまで行い、学生はフィリピンの貧しさ
を知り、生活衛生など給食で指導したり、また授業をさせてもらい、日本文化を伝えたり、人懐っこい現地の児童と
遊ぶ。ホームステイを通し、現地の人々との触れ合い、異文化体験。1日目セントレア集合。直行便でフィリピンマ
ニラへ→学校まで貸切自動車で→ホストファミリー宅に到着。2日目から4日間、学校で、給食作り、給仕、片付け、
午後授業をさせてもらう。６日目朝ホスト宅を発ち、有名な観光地タガイタイ→午後マニラ→ショッピング→ホテル
→懇親会ディナー→ホテル　7日目ホテル発→空港→帰国→8時頃解散　帰国後会合を持つ。現地移動は全て貸
切バス。事前に現地学校へ行き、打ち合わせなど実施。

 
〒460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町2-3 YWCAビル7F 
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