災害や戦争の傷跡も
ピナツボ火山被災地で
1991年に起こったピナツボ山の噴火は、27

☞ こんな人におススメ

ツアー説明会
予 約

✔ 一歩踏み出したい

万人もの被災者を生み、多くの人々の住居

✔ 地元の人とたっぷり交流したい

や、農地が火山灰・土砂流に埋まりました。

✔ 価値観が変わる経験がしたい

被災後16年間、教育施設がなかった地域
でアクセスが進める復興プロジェクトの現場
を訪れ、家庭訪問、ホームステイ、アクセス
が建設した学校訪問などを行います。

✔ 貧困・戦争・平和に関心あり
✔ 自分にできる国際貢献について
考えたい

フェアトレード体験も！
アクセスのフェアトレード事業の現場を訪
問。右の写真のようなフェアトレード商品

不

要

訪問地やツアーについて説明いたします。
不安な点や疑問点について自由に質問していただける説明会です。
（各回とも同じ内容です。ツアー参加への必須条件ではありません。）

◆開催日時：

1回目・京都
2回目・京都
3回目・尼崎
3回目・京都

2015年11月27日（金） 18:30～19:30
2015年12月19日（土） 14:00～15:00
2015年12月26日（土） 14:00～15:00
2016年1月7日 （木） 19:00～20:00

◆場所：
＜京都会場＞
アクセス事務所
京都市伏見区深草
西浦町4-78
村井第一ビル2階7号
TEL 075-643-7232

の生産体験も行います。希望者は、フェ
アトレード生産者のお宅にホームステイ
することもできます。ご相談ください。

京阪深草駅または
藤森駅より、
徒歩10分

＜尼崎会場＞
(株)マイチケット
兵庫県尼崎市
楠霊神社
武庫川町４-27-1
TEL06-4869-3444
阪神電車神戸線
「武庫川駅」から
徒歩2分

良栄寺

マイチケット

（ココナツでできた石鹸置き→）

参加するまでは不安でした。
でも、参加メンバーやスタッフに支えられ、
貧困を様々な視点から考えられたこと、そして自分
の目で見て、感じ、考えるという貴重な経験が出来
ました。
自分の考えを仲間と共有し、意見交換することで
新たな考えが自分の中で作られていく、
その過程がとても楽しく勉強になりました。
（大学生／女性）

資料請求・お問合せ
詳しい旅行条件を記載した書面と
申込書をお送りします。内容をご確認の上、
お申し込みください。

アクセス

スタディツアー

参加前とは違う新しい自分
になれたと思います。このツアーを通じて、
商品の生産者と消費者が国を超えてつながっ
ていることを知りました。
異なる国に暮らしていても、同じ問題について
考える人々がいれば、世界は変えていけると、
実感することもできました。
(大学生／男性)

NＰＯ法人アクセス

私がご案内します！
アクセス事務局長
ツアー担当
野田沙良（のださよ）
大学4年生でこのスタディツアーに参加。「もっと早く参加しておけ
ば！」と後悔するほど、充実した旅でした。その経験が原点となり、
NGOで働くようになりました。
アクセスのツアーに30回以上同行した経験に基づき、皆さまのご質
問やご相談にお答えします。「こんなこと聞いて大丈夫かな？」と思う
ようなことでもかまいません。気になったら何度でもご相談ください！

（ＮＰＯ法人アクセス‐共生社会をめざす地球市民の会）

ＴＥＬ 075-643-7232 ｜ メール acce@sannet.ne.jp
問合せ対応ＬＩＮＥアカウント @access_tour
〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町4-78 村井第一ビル2階7号

アクセス スタディツアー

で検索

ゴミ捨て場の周りにできた
貧困コミュニティを、五感で学ぶ

スタディツアー

農漁村コミュニティ、
火山土石流の被災地、

11泊12日

第二次世界大戦の戦跡を
訪問する

2016年2月25日(木)～3月7日(月)

特徴

主食はお米。
くせがなくて
食べやすいと
人気のフィリ
ピン料理。

都市貧困コミュニティ、

よくばり

な

ツアーです。

ペレーズ地区で宿泊するビーチ。
フリータイムには、近所の子どもたちが遊びにきます。

※お申し込み時に会員・サポーターでない方には、

月日

日

絶対に勧める

（

予

定

）

午前：関空発（空路）
午後：マニラ着
宿舎にて旅行中の諸注意の説明、オリエンテーション

都
市
貧
困
を
学
ぶ

午前：ゴミ捨て場周辺コミュニティ(パヤタス)訪問
家庭訪問、コミュニティ内を歩いて見学
午後：都市貧困コミュニティ住民の強制立ち退き後の
再定住地を訪問

宿泊先
NCCP宿泊施設
(ケソン市内)

※年間の会員・サポーター費は、学生3000円～／

16人（最少催行人員5名）

社会人5000円～です。1年経過後、いつでも

NCCP宿泊施設
(ケソン市内)

午前：スモーキーマウンテン地区についての
オリエンテーション、住民を宿舎に招いて交流
午後：オリエンテーション（フィリピンの文化・社会）、
ディスカッション

海辺の宿泊施設
(ﾍﾟﾚｰｽﾞ地区内)

午前：フェアトレードプロジェクト生産者との交流、
商品生産体験
午後：住民との交流、ホームステイ ※宿泊オプション(1)

ホームステイ
(ﾍﾟﾚｰｽﾞ地区内)

7日目
3/2

午前：地域の保健センター訪問、家庭訪問、
旧日本軍滑走路跡訪問
午後：ディスカッション、さよならパーティー

海辺の宿泊施設
(ﾍﾟﾚｰｽﾞ地区内)

8日目
3/3

午前：マニラに向けて移動

11日目
3/6
12日目
3/7

午後：宿舎到着

被 午前：パンパンガ州ピナツボ火山被災地へ移動
学 災
ぶ 地 午後：被災地・教育施設などの見学、住民との交流、
ホームステイ ※宿泊オプション(2)
に

戦
争
と
貧
困

呼びかけ団体であるアクセスの日本人職員が、1日目

※予定募集人員に達した場合は、申し込み期限以前

の方については、アクセスのボランティアスタッフが、関
西空港出発から到着まで同行します。その他の方につ

2016年1月20日（水）

経験豊富なNGOスタッフがガイド

ホームステイなどで、フィリピンの
農村暮らしの一端を体験

に受付を終了する場合があります。
※申し込み期限を過ぎてお申し込みをお考えの場合は、
ご相談ください。
※2016年1月10日（日）までにお申込みいただいた方
は、参加費が3,000円引きになります。

NCCP宿泊施設
(ケソン市内)
ホームステイ
(ﾋﾟﾅﾂﾎﾞ地区内)

午前：戦跡「死の行進」記念碑見学
午後：旧日本軍による戦争被害者の方々との対話、感想共有

NCCP宿泊施設
(ケソン市内)

午前：戦跡（サンチャゴ要塞など）を訪問
午後：ディスカッション

NCCP宿泊施設
(ケソン市内)

■移動手段
陸路は全て専用車。2月28日ルソン島からアラバット島アラバット港へ渡る際、および3月3日アラバット島ペレーズ港からルソン島へ
渡る際は、公共交通機関であるボートを利用します。（天候のため、船を変更する場合があります。）
■宿泊
○ケソン市内：ＮＣＣＰ（フィリピン全国キリスト教会評議会）宿舎または同等クラス
4～6人部屋。各部屋にエアコン、シャワー、トイレあり。
○ペレーズ ：宿泊施設Ｊ＆Ｊ Resort（ホームステイ１泊）
大部屋・3人部屋。マットレス使用、蚊帳あり。エアコン、シャワーなし。トイレ・水浴び場は共有。
○ピナツボ ：ホームステイ
※宿泊オプション(1)-希望者は宿泊施設Ｊ＆Ｊ Resortに宿泊することも可能。オプション料金不要。
※宿泊オプション(2)-希望者はアクセス運営の幼稚園にスタッフとともに宿泊することも可能。オプション料金不要。

３

参加者の9割が学生さん
社会人の方も、時々参加

５

帰国後も活動したい方のための、
活動拠点が関西と東京にある

NGOでの活動経験が長い
スタッフが通訳として同行

■旅行代金に含まれる費用
利用運送機関の運賃・料金、宿泊料金、食事料金（税・サービス料を含む）、入場料、手荷物運搬料金（原則として、航空会社の規
定重量、容積、個数の範囲内）、ホームステイをしない場合の宿舎での宿泊料金および宿舎への移動料金。
■旅行代金に含まれない費用
日本での空港使用料、マニラ空港税、燃油特別付加海運賃、航空保険料、海外旅行傷害保険料（別紙「旅行参加条件と注意事
項」参照）、日本国内におけるご自宅から出発空港までの交通費・宿泊費、旅行日程に明示されていない飲食代およびそれに伴う
税・サービス料。
チップ、クリーニング、電話代、航空会社の超過手荷物料金、旅行日程に明示されていない交通費、傷害・疾病に関する医療費、自
由行動中の諸料金。ツアー中に3回、ファストフード店での食事を予定しており、その食事代は参加費に含まれていません。1回あたり
300円程度、ご用意ください。

ツアーをきっかけにフィリピンで起業
「僕の人生を決定付けたのは、
19歳の夏に参加したアクセスのツアーでした。」
ツアーに参加する前は貧困問題に強い興味があったわけではなかっ
たという倉辻さん。フィリピンで厳しい暮らしを強いられる人々と出

午前：ショッピング、空港へ移動
午後：マニラ空港にて解散

一人での参加は不安…

４

■食事回数
朝食10回、昼食9回、夕食11回（機内食を除く）

絶対に深く学べる
ツアーのしくみ

オリエン
テーショ
ン

会ったことで考え方が大きく変わり、起業を志すようになったといい
ます。
現在、フィリピンの都市スラムの若者を英語教師として育成する

12日間ツアーでは、第二次世界大戦中に
日本軍がフィリピンでどんなことをしたのか、学びます。
当時子どもたった方から、生の証言を聞く時間も。

２

一人では危険な都市スラムも、

つきます
NCCP宿泊施設
(ケソン市内)

午前：フリー
午後：農業・漁業をしている家庭を訪問、
青年会メンバーとの交流

10日目
3/5

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

１

きます。交流・視察・見学などの際には日本語通訳が

5日目
2/29

9日目
3/4

同行しません。
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

いては、個別に現地での合流方法を相談させていただ

海辺の宿泊施設
(ﾍﾟﾚｰｽﾞ地区内)

6日目
3/1

お申し込み期限

まで同行します。関西空港からフィリピン航空をご利用

早朝：ケソン州アラバット島ペレーズへ向けて移動
午後：ペレーズ着、オリエンテーション

農
村
の
暮
ら
し
を
学
ぶ

添乗員

のマニラ空港到着時から最終日のマニラ空港出発時

4日目
2/28

86％

戦後70年を、
フィリピンの人々とともに振り返る

程

このツアーの、５つの特徴

合わせてお手続き下さい。

＼早割あり！／ 2016年1月10日までにお申込みいただくと、3,000円引きに！

3日目
2/27

「このツアー、
友人に勧めますか？」

申込書をお送りしますので、ツアー申込時に

予定募集人数

退会できます。

2日目
2/26

勧める
14％

①海外旅行傷害保険に加入いただくこと
②アクセスの会員またはサポーターで
あること
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

関西発着 162,000円

1日目
2/25

過去の参加者に
聞きました！

関西空港発着：フィリピン航空
ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ
※マニラでの合流・離団をお考えの方もご相談下さい。

「見て、聞いて、感じる」だけでなく、「深く考え語れる」点が人気です。

関空以外の空港をご利用の場合、参加費が異なります。ご相談ください。マニラでの現地合流の場合は、108,000円となりま
す。関西国際空港使用料(3,040円) 燃油特別付加運賃(約6,000円)、航空保険料（600円）、現地空港税(約1,420円)が別途か
かります。これらは航空券発券時の為替レートや原油価格の変動などにより変更される可能性があります。

自然あふれる農村で、
「貧困」と「豊かさ」について考える

参加条件

※その他の空港利用については、ご相談ください。

子どもたちや住民の方々との交流時間が、た～～っぷり！

ツアー2日目に訪れるのは、
巨大なゴミの山を囲むようにできたコミュニティ。
一人旅や観光旅行では行くことのできない地域です。

航空会社

C
AB

英語ができなくても大丈夫？

ほとんどの方がお一人での参加ですが、

大切な場面では、必ず通訳がつきます。

ツアー中にびっくりするほど仲良くなります。

また、英語ができなくても、ジェスチャーや表情で多くの

参加者同士の出会いも、ツアーの魅力です。

ことが伝わり、十分楽しく交流していただけます。

NPO「PALETTE」と、日本人留学生のための語学学校「PALETTE
SCHOOL」を運営しています。

PALETTE
（NPO法人申請中）

翌日訪れる地区についての
オリエンテーション
リアルな現場を、NGO
スタッフの解説付きで訪問

現場
訪問
ディスカッ
ション

この学校は、1日最大6コマのマンツーマン英会話レッスンが受けら
れる寮・食事付の語学学校。言葉を学ぶだけでなく、フィリピンの社
会問題も垣間見れる留学が可能です。

共同代表 倉辻悠平さん
WEBサイト：www.pa1ette.org

「PALETTE」で検索

その日の感想を参加者同士でシェア
ディスカッションが苦手な人のためのフォローも充実
「他の人の意見を聞けたので、視野がぐんと広がった」と
多くの方が話しています。

