オルタナティブ・ツアー

出発日自由！

思い立った日に

タンザニアへ！

多様な魅力がいっぱい！

農村滞在と民族音楽
マコンデ彫刻ツアー
CHIBITE ツアー
スワヒリ海岸・歴史文化の旅

農村滞在と民族音楽（10日間）
日次

時刻

１日目

夜

スケジュール
関西発／東京発

機内泊

（ドーハまたはドバイ経由）
午後 ダルエスサラーム空港着
２日目
ダルエスサラーム市内へ（専用車）
オリエンテーション

まだ貧しいですが、時間はゆったりと
流れ、人びとは自然の恵みに守られ
ながら、暮らしています。農村の暮ら
しのリズムの中に身を置き、観光客と
してではなく、一個の人間として、人

４日目

ダルエスサラーム
〇〇×
ホテル泊

朝

キンゴルウィラ村またはルカニ村へ（路線
バス）
農村滞在

各農村
ホームステイ

農村滞在
※キンゴルウィラ村に滞在する場合、最終 各農村
日をミクミ国立公園１泊に変更できます。ホームステイ
（追加料金要）

５日目
６日目
７日目
朝

ダルエスサラームへ（路線バス）

８日目

のを考えてみてはいかがでしょうか？

午前 ダルエスサラーム市内自由
午後 ダルエスサラーム空港へ（専用車）
９日目
ダルエスサラーム空港発
（ドーハまたはドバイ経由）

た人間・文化交流のためのものです。
また、民族音楽グループ（CHIBITE）

ダルエスサラーム
×××
ホテル泊

バガモヨへ（専用車）
バガモヨ観光（カオレ遺跡、教会博物館）
CHIBITE（チビテ）訪問
ダルエスサラームへ（専用車）

間・生活・文化・開発・貧困といったも
私たちの農村滞在のプランはそういっ

食事
朝昼夕
×××

朝
３日目

タンザニアの農村は物質的にはまだ

宿泊

〇〇〇
〇〇〇
〇〇〇
〇〇〇

ダルエスサラーム
〇〇×
ホテル泊
機内泊

〇××

10日目 夕刻 関西着／東京着

×××

の練習風景を見学することもできます。 旅行代金：

（Ａ）195,000円〜333,000円（関西発着）
（Ｂ）211,000円〜349,000円（関西発着）
利用予定ホテル：（Ａ）エコノミークラス（シャワー、トイレ共同）YMCA、または同等クラス
（Ｂ）スタンダードクラス Raha Tower、Rainbow、または同等クラス
食
事：
朝７回、昼６回、夕４回（左記食事に機内食は含みません。
）
最少催行人員： ２名

（９日間）
タンザニアの伝統音楽を学ぶ「CHIBITEツアー」

CHIBITE（チビテ）はゴゴ人の言葉で
「さあ行こう！」という意味で、タンザ

日次

時刻

１日目

夜

スケジュール
関西発／東京発

ダルエスサラーム
×××
ホテル泊

朝 オリエンテーション
３日目 午前 バガモヨへ（路線バス）
午後 レッスン開始（２時間）

バガモヨ
ホームステイ

４日目
５日目
６日目

バガモヨ
ホームステイ

レッスン（２時間／日）
午前 レッスン（２時間）
午後 ダルエスサラームへ（路線バス）

７日目

フクウェ・ザウォセさんが育てた音楽

午前 ダルエスサラーム市内自由
午後 ダルエスサラーム空港へ（専用車）
８日目
ダルエスサラーム空港発
（ドーハまたはドバイ経由）

ノ）
、ゼゼ（弦楽器）、太鼓など多彩
な楽器が魅力です。美しい浜辺に面
したバガモヨ。その郊外にあるザウォ
セ一族の家にホームステイし、庭のマ
ンゴーの木の下で歌い、踊り、演奏す
る。あなたはCHIBITEの研修生。

機内泊

食事
朝昼夕
×××

午後（ドーハまたはドバイ経由）
２日目
ダルエスサラーム空港着
ダルエスサラーム市内へ（専用車）

ニアの人間国宝とも言える音楽家、故
集団の名前です。イリンバ（親指ピア

宿泊

９日目 夕刻 関西着／東京着
旅行代金：

〇〇〇
〇〇〇
〇〇〇
〇〇〇

ダルエスサラーム
〇××
ホテル泊
機内泊

〇××
×××

（Ａ）172,000円〜310,000円（関西発着）
（Ｂ）179,000円〜317,000円（関西発着）
利用予定ホテル：（Ａ）エコノミークラス（シャワー、トイレ共同）YMCA、または同等クラス
（Ｂ）スタンダードクラス Raha Tower、Rainbow、または同等クラス
食
事：
朝６回、昼４回、夕４回（左記食事に機内食は含みません。）
最少催行人員： ２名（追加代金（A）
15,600円（B）
27,300円にて１名での参加も可）

（９日間）
マティアス・ナンポカに習う「マコンデ彫刻ツアー」

ナンポカのマコンデ彫刻はすべてシェ
タニ（スワヒリ語で精霊）がモチーフ
です。一見勝手に伸びているようなそ
の黒く細い曲線たちは、実はしっくり
繋がり合って一体のシェタニを生み出
しています。エバリスト・ナンポカは
2000年に亡くなりましたが、その技
は息子のマティアスに受け継がれてい
ます。このツアーではマティアスから
直接、マコンデ彫刻を教わります。

日次

時刻

１日目

夜

スケジュール
関西発／東京発

宿泊
機内泊

食事
朝昼夕
×××

午後（ドーハまたはドバイ経由）
２日目
ダルエスサラーム空港着
ダルエスサラーム市内へ（専用車）

ダルエスサラーム
×××
ホテル泊

朝 オリエンテーション
３日目 午前 キルビア村へ（路線バス）
午後 実習開始（２時間）

キルビア村
ホームステイ

〇〇〇

４日目
５日目
６日目

キルビア村
ホームステイ

〇〇〇

実習（５時間／日）

〇〇〇
〇〇〇

午前 実習（３時間）
７日目
午後 ダルエスサラームへ（路線バス）

ダルエスサラーム
〇〇×
ホテル泊

午前 ダルエスサラーム市内自由
午後 ダルエスサラーム空港へ（専用車）
８日目
ダルエスサラーム空港発
（ドーハまたはドバイ経由）

機内泊

〇××

９日目 夕刻 関西着／東京着

×××

旅行代金：

（Ａ）173,000円〜311,000円（関西発着）
（Ｂ）183,000円〜321,000円（関西発着）
利用予定ホテル：（Ａ）エコノミークラス（シャワー、トイレ共同）YMCA、または同等クラス
（Ｂ）スタンダードクラス Raha Tower、Rainbow、または同等クラス
食
事：
朝６回、昼５回、夕４回（左記食事に機内食は含みません。
）
最少催行人員： ２名（追加代金（A）
18,200円（B）
26,000円にて１名での参加も可）

スワヒリ海岸・歴史文化の旅（９日間）
日次

時刻

１日目

夜

スケジュール
関西発／東京発

（ドーハまたはドバイ経由）
午後 ダルエスサラーム空港着
２日目
ダルエスサラーム市内へ（専用車）
オリエンテーション

タンザニアとケニアのインド洋岸はス
ワヒリ海岸（Swahili Coast）と呼ば
れています。紀元前から季節風を利
用したダウ船による交易が続けられ、
アラブ人、ペルシア人、インド人が来
航し、定住、土地の人と通婚し、独
特のインド洋西海域アフリカ文化圏
が生まれました。このツアーでは13〜
15世紀の「中世の黄金都市」と謳わ
れたキルワ遺跡、19世紀の象牙と奴
隷を運んだキャラバンルートの大陸
側の終着駅であったバガモヨ、サハラ
以南最大のメディナであるザンジバル
のストーンタウンを訪ねます。キルワ
遺跡とザンジバルのストーンタウンは
ユネスコ世界遺産に指定されていま
す。

宿泊
機内泊

食事
朝昼夕
×××

ダルエスサラーム
××〇
ホテル泊

３日目

朝 空路キルワへ
午後 キシワニ遺跡見学

キルワ
ホテル泊

〇〇〇

４日目

朝 キビンジ町見学
昼 空路ダルエスサラームへ
午後 バガモヨへ（専用車）

バガモヨ
ホテル泊

〇〇〇

午前 バガモヨ見学（港、教会、キャラバンサライ）
ザンジバル
５日目 午後 ダルエスサラームへ（専用車）
ホテル泊
夕刻 空路ザンジバルへ

〇〇〇

午前 ストーンタウン見学
６日目 午後 スパイス観光
夕刻 ダウ船クルーズ

〇〇〇

７日目

午前 自由行動
午後 ダルエスサラームへ（フェリー）

午前 ダルエスサラーム市内自由
午後 ダルエスサラーム空港へ（専用車）
８日目
ダルエスサラーム空港発
（ドーハまたはドバイ経由）

ザンジバル
ホテル泊

ダルエスサラーム
〇×〇
ホテル泊
機内泊

９日目 夕刻 関西着／東京着
旅行代金：
399,000円〜537,000円（関西発着）
利用予定ホテル： ダルエスサラーム New Africa Hotel、または同等クラス
キルワ
Kilwa Beach Lodge、または同等クラス
バガモヨ
Traveller’s Lodge、または同等クラス
ザンジバル
Tembo House Hotel、または同等クラス
食
事：
朝６回、昼４回、夕６回（左記食事に機内食は含みません。
）
最少催行人員： ２名

〇××
×××

農村滞在

どんな村に泊まるの？

滞在する村を選ぶことはできませ

ルカニ村

村の人びとには日々の暮らしの都合

1548mにあるのがルカニ村。アレックスさんの故郷。緑でおおわ

るのか、それは村の人たちと相談し

村の人びとは会う人ごとにほほえみを返し、はじめてここを訪れた

ダルエスサラームの北西600㎞、キリマンジャロの西斜面、標高

ん。村は観光地ではありません。

れたすばらしい環境の中で最高級品のコーヒーを栽培しています。

があります。今回はどちらの村にす

人も家族の一員のように迎え入れてくれます。天気がいい日には

て決めることになっています。

間近にキリマンジャロを眺めることもできます。

キンゴルウィラ村

人口32万人の地方都市モロゴロの郊外、ダルエスサラームから

西170㎞にあるのがキンゴルウィラ村。グビさんの故郷。村の周

辺にはサイザル麻のプランテーションが広がり、とうもろこし、米、

野菜の集散地にもなっています。ゾウやキリンの生息するミクミ

国立公園へは、ここから車で２時間ほど。

オプション もっとタンザニアを楽しむ！

ミクミ国立公園
ゾウ、キリン、バッファロー、
ヌー、シマウマ、
イボイノシシ、カバ、インパラは、いつ
もの顔ぶれ。ライオン、エランド、ワニ
に出会うことも時々あります。チーター、
ハイエナ、ジャッカルは運が良ければ見
ることができます。キンゴルウィラ村に
滞在すると、ここまで足を延ばし、公園
内のロッジで1泊することができます。

（別途追加料金が必要です。）

ザンジバル

ティンガティンガ派絵画

四角い板や布などに原色の油絵の具で描
アラブ風の高い石造りの家が建ち並ぶス
かれた動物やシェタニ（精霊）はかなり
トーンタウン（ユネスコ世界遺産）で有
印象的。ダルエスサラーム郊外にある工
名なインド洋に浮かぶ島。迷路のように
房で画家から直接、ティンガティンガ派
入り組んだ路地を迷いながら、町の人び
との生活を垣間見たり、スパイスツアー、 絵画の手ほどきを受けてみませんか。
サンセットクルーズ、ウォータースポーツ、
ドルフィンツアーなども楽しめます。

Books

共通の注意事項
旅行出発日：2016年1月からの毎日（ただし、金曜日発は原則除きます。）
※ただし、
「農村滞在と民族音楽」は8月〜9月を除く。
旅行代金は出発日により決まります。
利用予定航空会社：カタール航空（QR）またはエミレーツ航空（EK）
添乗員：同行しません。

タンザニアを知るための60章

カリブタンザニア

関西発着が基本です。他空港発着をご希望の場合はお問い合わせください。
旅行代金の他、燃油特別付加運賃、関西空港使用料、現地空港税、査証
費用などが必要です。
※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、
お申し込みください。
■お申込み・お問い合わせ先

株式会社 マイチケット

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
（総合旅行業務取扱管理者：山田和生）

〒660-0084 尼崎市武庫川町4-27-1 FAX 06-4869-5777

星降る夜は緑の匂い

タンザニアに生きる

☎ 06-4869-3444 エアーワールド㈱
www.myticket.jp
旅行企画・実施

E-Mail: info@myticket.jp

大阪市中央区内本町2-2-14-207号
観光庁長官登録旅行業第961号
日本旅行業協会
（JATA）
会員

タンザニア現地手配：JATA TOURS ジャタツアーズ（http://jatatours.intafrica.com/）

