地球の木

ネパールスタディツアー 2019
〜支援地への旅は、自分を映し出す鏡〜
地球の木は、ネパールで現地パートナーNGO の SAGUN と共に教育やヤギの
飼育による収入向上のプログラム「幸せ分かち合いムーブメント」を進めてい
ます。「幸せを分かち合う」ってなに？「本当の豊かさ」ってなんだろう…
…。自然の懐に抱かれた村々、世界遺産の古い街並みを訪れ、お祭りも体験で
きる、ディープな旅です。

2019 年 3 ⽉ 15 ⽇（⾦）〜３⽉ 2４⽇（⽇）
3 ⽉ 15 ⽇夜集合 東京発着 10 ⽇間（機中泊 2 ⽇）
○ 旅行代金：22 万円 別途、燃油サーチャージ 14,720 円、羽田空港施設使用料 2,570 円、
現地空港税 3,750 円、ビザ代 2,780 円、合計約 23,820 円の費用が必要となります。（2018 年 8 月
28 日現在の運賃・料金を適用しており、変動する可能性があります）詳細は旅行条件をお読み下さい。

○ 訪問地：カブレ郡マンガルタール村・カトマンズの世界遺産と近郊の村

添乗員は同行しませんが、地球の木コーディネーターと SAGUN スタッフが同行します。
◯ 募集定員：10 人（最少催行人員 4 人）
◯ 対象：テーマに関心のある健康な方
◯ 申込方法：地球の木へ資料をご請求ください。◯ 申込締め切り：2019 年 2 月 14 日（木）
注：航空券を確保するため、お早めにお申し込みください。

地球の木会員でない方は初年度会費 3,000 円が必要です。

【旅行企画・実施】
株式会社 風の旅行社 早稲田営業所

【現地プログラム企画・お問合せ・お申込み】
特定非営利活動法人 地球の木

〒162 - 0042 東京都新宿区早稲田町 67
〒231- 0032 横浜市中区不老町 1-3-3
早稲田クローバービル 5F
フェニックス関内 2F
TEL：03-6228-0840 FAX：03-3207-6343
TEL : 045-228-1575 FAX : 045-228-1578
観光庁長官登録旅行業第 1382 号／日本旅行業協会正会員 E-mail: chikyunoki@e-tree.jp
旅行業務取扱管理者 原優二
担当者：高嶋達也
URL: http://e-tree.jp

目的 : 少数民族の村を訪れ、人々の暮らしや生きる知恵に学ぶ。地球の木が行っている参加型の取り組み「幸せ分

かち合いムーブメント」について学ぶ。カトマンズ盆地の世界遺産や祭りを通してネパールの文化を学ぶ。

＜地球の木スタディツアーの特徴＞
●
●
●
●
●
●

様々な年代の人が参加するツアーなので、家族的な雰囲気があります。
地球の木とネパール NGO が継続して活動している現場を訪ねます。良い人間関係ができていて安心です。
現地 NGO スタッフや村人から、参加型村づくりの大切さ、支援のあり方について学びます。
大地震の傷跡が残っている村を、村の人たちの案内で歩き、暮らしや伝統について話し合います。
教師をサポートしている村の小学校の子どもたち、ヤギの飼育をしている元気な女性たちと交流します。
農村部だけでなく、カトマンズ市内の世界遺産や、近郊の村、スタッフのお宅も訪問します。

＜説 明 会＞12 月 8 日（土）と 1 月 19 日（土）10:30〜12:00 地球の木事務所にて。要予約。随時個別説明も可。
＜事前学習会＞1 月~2 月に 2 回実施：現地プログラム、参加型開発について、ネパールについて、ネパール語講座など。
＜ご 案 内＞現地の情報は正確に把握し、最終的な実施の検討を行います。お申込の際に「海外危険情報に関する書
面」をお渡しします。また、
「外務省海外安全ホームページ」でもご確認ください。

＜旅行日程例＞
3 月 15 日（金）
3 月 16 日（土）

＊利用予定航空会社：タイ国際航空 ホテル：表記ホテルまたは同ランクのホテル
＊スケジュールは受け入れ先の都合などにより、予告なく変更することがあります｡

3 月 18 日（月）

羽田 バンコク
カトマンズ
カトマンズ
マンガルタール村
マンガルタール村

3 月 19 日（火）

マンガルタール村

3 月 20 日（水）

マンガルタール村
カトマンズ
終日 カトマンズ

3 月 17 日（日）

3 月 21 日（木）
3 月 22 日（金）

カトマンズ

3 月 23 日（土）
3 月 24 日（日）

カトマンズ バンコク
東京 着

夜
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
朝

羽田空港集合
バンコクの空港で乗り継ぎ
カトマンズ着 世界遺産見学
オリエンテーション
マンガルタール村 村散策
ヤギの飼育の女性たち・小学生と交流
ピンタリ地区に移動
高校を訪問 交流
ピンタリ地区 小水力発電所や水路を見学
カトマンズへ
スタッフの家庭訪問 ホーリー祭を体験
近郊の協同組合見学
SOARS リソースセンター訪問
世界遺産パタンを観光・ショッピング
SAGUN 事務所訪問 ツアーのふりかえり
空港へ
空港着

機中泊
カトマンズ
（ホテルパドマ）
マンガルタール村
（ホームステイ）
マンガルタール村
（ホームステイ）
マンガルタール村
（ホームステイ）
カトマンズ
（ブラックペパーイン）

カトマンズ
（ブラックペパーイン）

カトマンズ
（ブラックペパーイン）

機中泊

＜ご旅行条件抜粋＞（必ずご一読ください）
募集型企画旅行契約
（１） この旅行は、株式会社風の旅行社（以下当社）が企画・募集し実施する企
画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結
することになります。
（２） 契約の内容・条件は募集広告（パンフレット）に記載されている条件のほ
か、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款（募
集型企画旅行契約の部）
」によります。
旅行の申込み及び契約の成立
電話等の通信手段による申込の場合は、当社が予約を承諾した後に「ご出発まで
の手続き」をお送りします。同書類をお客様が受け取られてから３日以内に申込
金30,000 円または旅行代金全額のお支払いと、申込書の提出をお願いします。２
つが揃った時点で正式なお申込み（契約成立）となります。期限を越えますと当
社は予約がなかったものとして取り扱うことがありますのでご注意下さい。
旅行代金に含まれているもの
旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
(1) 利用運送機関の運賃・料金（エコノミークラス席利用料金とします）
(2) 旅行業務手数料
(3) 国内および現地プログラム費用
(4) 現地の送迎バス等の料金（移動等のバス又は車代）
(5) 観光の料金（バス料金、ガイド料金、入場料金）
(6) 宿泊の料金（２人１室利用、税、サービス料金含む）
(7) 食事の料金（税、サービス料金を含む。朝食7 回、昼食6 回、夕食7 回）
(8) 手荷物運搬料金（航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内）
(9) 団体行動中の心付
(10) コーディネーター費用の一部
上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻
しはいたしません。
旅行代金に含まれていないもの
(4) 上記の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。航空会社が徴
収する燃油特別付加料金、日本国内の空港施設使用税、カトマンズ空港税、ビザ
代、超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を越える分について）
、クリーニン
グ代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付、その他追加飲食費
等個人的性質の 諸費用及びそれに伴う税・サービス料、渡航手続関係諸費用（旅
券印紙代、予防接種料金、日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費・宿泊
費等、海外旅行傷害保険料、傷害・疾病に関する医療費及び救援に関わる費用、

お客様のご希望によりお一人部屋を使用される場合の追加料金。
旅行契約の解除・払い戻し
お客様は次に定める取消料を当社にお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約
を解除することができます。
旅行契約の取消
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30
日目に当たる日以降3 日目に当たる日まで
旅行開始日の前々日、前日、旅行開始日当日
旅行開始日の無連絡不参加、または旅行開始後の
取消

取消料
旅行代金の20%
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅程保証
当社は、旅行契約内容の重要な変更が生じた場合は、当社旅行条件書に定める条
件により、その変更内容に応じて、旅行代金の1〜5％に相当する変更保証金をお
支払いします。ただし、変更補償額は、お客様１人に対して１旅行につき旅行代
金の15％を限度とします。
お客様の責任
お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報
を活用し、旅行者の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努め
なければなりません。
個人情報の扱いについて
当社および受託旅行業社は、旅行申込書に記載いただいた個人情報について、お
客様との連絡、運送・宿泊機関等の手配、ご旅行アンケート送付、弊社発行の通
信の送付等に利用させて頂きます。詳しくは当社ホームページのプライバシーポ
リシーをご参照ください。
ご旅行条件・旅行代金の基準
このご旅行条件は、2017 年 8 月現在の運賃・料金を基準としております。

●渡航先（国又は地域）によっては「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航
に関する情報が出されている場合があります。外務省海外安全ホームページ：
http://www.pubanzen.mofa.go.jp/でもご確認下さい。渡航先の衛生状況につい
ては厚生労働省検疫感染症情報ホームページ：http://www.forth.go.jp/ をご確
認下さい。

