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訪問国 : タイ
Build capacity at the community level
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ツナミクラフトホームステイ体験型スタディツアー　2015 夏

防潮堤のない海岸

人間の安全保障論による支援を受ける側の主体性

関西空港発着

8 月 27 日 ( 木 ) ～

9 月 4 日 ( 金 )

6 泊 9 日

マングローブ

海洋少数民族の村に

ホームステイ多文化共生

#We Help Nepal

ツナミクラフトホームステイ体験型スタディツアー　2015 夏
ネパールや日本に生かす ”新しい復興のカタチ ”を訪ねる

● 8 月 27 日㈭～ 9 月 4 日㈮　6 泊 9 日　15 食つき　　関西空港発着　タイ国際航空使用

●訪問国・地域  タイ　プーケット県、パンガー県

●呼びかけ団体　 ツナミクラフト　〒 663-8154　兵庫県西宮市浜甲子園 3-1-3

   電話　0798-78-2901　FAX 0798-78-2902

   http://tsunamicraft.asia     メール　idea@skyblue.ocn.ne.jp

●添乗員　  添乗員は同行しません。　

   ※ツアーの呼びかけ団体であるツナミクラフトからスタッフが全行程参加。

   現地旅行社のガイドやローカルガイドがつきます。

   参加人数が多い場合はタイ語 - 日本語通訳も同行します。

●現地での移動手段 専用車、チャーター船

●宿泊施設  プーケット : プーケットメルリンホテル、パトンロッジ及び同等クラスのホテル

   カオラック : カオラックラグーナリゾート、カオラックオーキッドビーチリゾート及び同等クラスのホテル

   ナムケム : 津波避難所兼青少年センター ( バーンターンナムチャイ )

   パトン島 : ホームステイ　タパヨイ村又はトゥンダップ村

   クラブリ : ブンピアリゾート

●旅行代金  22 万円

   学生・研究者・被災地割引　1 万円引き

   早期申込み割引　1 万円引き　早期申込み締切　6 月 30 日

   友達割引　5 名申込みで 5000 円引き

   ※ 1 人部屋希望の場合　15000 円の追加料金が必要です。

   その他費用　関空使用料 3,040 円、タイ空港税約 2,560 円、燃油料約 5,960 円

●定員 12 名　 最少催行人数 3 名

●ツアー申込締め切り日　7 月 15日　	 	 早期申込み締切　6月 30日

※航空便の手配など出発前の準備に日数を要します。できる限り期限までにお申し込みください。
※期限を過ぎてのお申し込みはお問い合わせください。

■旅行企画実施　エアーワールド株式会社　　大阪市中央区内本町 2 − 2-14 − 207 号　　観光庁長官登録旅行業 961 号／日本旅行業協会（JATA) 会員

■問い合せ申込み　株式会社マイチケット　TEL 06-4869-3444　担当　岩井 iwai@myticket.jp 　FAX 06-4869-5777

　営業時間　月～金　10：00-18：30　土曜日　10：00-15：00　日・祝　　休み

エアーワールド㈱代理店　　日本旅行業協会（JATA) 協力会員／兵庫県知事登録旅行代理店業第 142 号　　総合旅行業取扱管理者：山田和生 　

※事前に詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。

■呼びかけ団体　ツナミクラフト　■旅行企画実施　エアーワールド株式会社
■問い合せ申込み　株式会社マイチケット　TEL 06-4869-3444  　myticket.jp
	 	 	 	 	 	 	 担当 : 岩井

東山高志　ツナミクラフト代表　NPO 法人さをりひろば理事　元 JICA 教材ディレクター

インド洋大津波の被災地に通い続け、フェアトレードの精神に則り被災地で作られた製品を「ツナミ

クラフト」として日本に届けています。東日本大震災をうけ、タイの経験を岩手県沿岸部に活かす活

動をしています。ホームページ　http://tsunamicraft.asia

私が同行します

ツナミクラフトは We Help Nepal を応援しています。　http://www.wehelpnepal.org/

学割

早割

友割



■企画趣旨
　このツアーでは、2004 年インド洋大津波の被災地に行き、10 年以上現地で活動している団体や復興
に尽力した住民たちを訪ねます。訪問地は、住民や NGO が主体となった復興プロジェクトか数多く実
施した地域で、自然と共に暮らし、多民族、多宗教が共存しています。パンガー県タクアパー郡におい
ては、津波前に比べ人口が倍増するなど驚異的な復興を遂げました。
　さて、2015 年 4 月 25 日に、ネパールで大地震が発生しました。約 8000 人が犠牲となり 800 万人が
被災者となりました。ネパール地震の発生をうけて、2004 年インド洋大津波の経験やハイチ地震の経
験を生かした新しい形の災害支援団体の活動が始まりました。それが「#We Help Nepal」http://www.
wehelpnepal.org/　です。
　当ツアーは、「#We Help Nepal」の創設者のひとりが 8 年前に起業したインド洋大津波支援団体を源
流とするコミュニティベースドツーリズムの現地旅行会社と提携し、住民が主体となって作り上げた離
島でのホームステイプログラムを体験します。タイの自然に接し、自然と共存した暮らしと災害復興を
体験します。
　また、呼びかけ団体のツナミクラフトの代表である東山高志が、東日本大震災において、タイの津波
被災地の経験をヒントに岩手県沿岸部の被災者たちと心のケアとして始めた「三陸さをりプロジェクト」
https://www.facebook.com/sanriku.saori　の原点を訪ねます。

■アンダマンディスカバリーズ

　インド洋大津波の後、120 以上のプロジェクト

を実施したボランティア団体を起源に持つコミュニ

ティベースドツーリズムの旅行会社。この団体の創

設者の一人のカトマンズ生まれのアメリカ人はネ

パール地震を受けて、ハイチ地震の経験者やオー

ストラリアに留学中のネパール人医師らとともに

「#We Help Nepal」を立ち上げました。

■バーンターンナムチャイ財団　
　バンコクスラムの問題に取り組むドゥアンブラ

ティープ財団の津波支援チームが母体となった団

体。児童福祉施設を運営し、津波被災地の諸問題に

取り組んでいます。現在 102 人の子どもたちが共同

生活をしています。バーンターンナムチャイ財団が

運営する、津波避難所とモンテッソーリ教育の幼稚

園を併設した宿泊施設に泊まります。

■マーヤーゴータミ財団　
　日本の手織り「さをり織り」で心のケアを実施し

ている団体。この経験をもとに、東日本大震災の被

災地の岩手県、宮城県、福島県にて同様のプログラ

ムを実施し。被災者たちによる 20 か所以上のさを

り織りの拠点が出来ました。震災から 4 年を経過し

た東北地方では、いまなお新しい拠点が増えるなど

活動の輪が広がっています。
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●バンコク

●パトン島
●プーケット

旅程
8月 27日 ( 木 )　夜　関空集合

8 月 28 日 ( 金 )　深夜出発→バンコクで乗り継ぎ→ 9 時台にプーケットに
到着　
プーケット観光　昼食　プーケットモンテッソーリスクール　
宿泊　プーケット　プーケットメルリンホテル、パトンロッジ及び同等ク
ラスのホテル　
食事×〇×

8 月 29 日 ( 土 )　専用車でカオラックへ移動　
カオラックのホテルにチェックイン後に　タイの市場へ　
宿泊　カオラック　カオラックラグーナリゾート、カオラックオーキッド
ビーチリゾート及び同等クラスのホテル　
食事　〇××

8 月 30 日 ( 日 )	 漁村探索　津波孤児施設で子供たちと交流　
宿泊　ナムケム村　津波避難所兼青少年センター ( バーンターンナムチャ
イ )
食事〇〇〇

8 月 31 日 ( 月 )　朝、幼稚園見学の後専用車でクラブリへ移動　
現地旅行社でブリーフィング　
荷物を置いて　電気のない島にチャーター船で移動してホームステイ　
宿泊　　パトン島　タパヨイ村又はトゥンダップ村　ホームステイ　
食事　〇〇〇

9 月 1日 ( 火 )　電気のない島でホームステイ　
宿泊　　パトン島　タパヨイ村又はトゥンダップ村　ホームステイ　
食事　〇〇〇

9 月 2日 ( 水 )　電気のない島　チャーター船→　クラブリ　
宿泊　クラブリ　ブンピアリゾート及び同等クラスのホテル　
食事　〇〇〇

9 月 3日 ( 木 )　現地旅行社で振り返り　→　お土産タイム　→　
夕方にプーケット空港 - バンコク -　食事〇××

9 月 4日 ( 金 )　朝　関空着 解散

今後のツナミクラフトのツアー予定
2016 年春
タイで東日本大震災 5 周年を迎える
インスタレーション作品を作る旅
3000 人が関わって作った、東日本大震災の復興を応援
する 300 メートルのさをり織りの布を持ってタイのイン
ド洋大津波被災地に行き様々な場所に布を飾るインスタ
レーションをツアー参加者と共同制作します。

国連防災世界会議にあわせて仙台市エスパル仙台店にて

2016 年夏
プーケットモンテッソーリ
サマースクール
手軽にプレ留学気分を味わえる海外のサマースクール
は、英語学習だけではなく、世界に踏み出す最初の一歩
として良いきっかけとなります。また、ご家族にとって
もせっかくの夏休み・・・・。欲をいえば、親子で夏休
みの思い出も作りたい・・・！世界屈指のリゾート地プー
ケットにて、英語力を伸ばすだけではなく、子どもの人
間性を豊かにするモンテッソーリ教育のサマースクール
を体験してみませんか？

2016 年夏
ホームステイ体験型ツアー
タイのイスラム教徒の村を訪ねる

タイの津波被災地のオリジナル視察
ツアーを作れます

お問い合わせはツナミクラフトまで

2004 年インド洋大津波
タイの被災地に学ぶ


