かんぼれん 201８年 6 月
代 表 ボネット ビセンテ

「カンボジアの友と連帯する会」
（かんぼれん）は、教育・保健・農村開発・自立
支援などの「人間を中心とした」活動を支援し、カンボジア人と連帯することを大切
にして活動しています。少しでも会員自らの消費を減らして支援に充て、少しでも
自らの時間を割いてカンボジアの貧しい人々、障がいのある人々と連帯すること。
その一環として、スタディ・ツアーを、実施しています。
かんぼれんの支援先シソポン周辺の村々では、一日農作業しても 500 円程で、生
活は苦しく、家族の経済的自立を支援し、子どもの教育等にも力を入れています。
かんぼれんの支援先はじめ、ご一緒に「カンボジアの友」に会いに行きませんか。
記
期 間 201９年１月１９日（土）～２７日（日）
日 程 裏面のスケジュール参照。成田空港以外の発着を希望される場合は調整しましょう。
参加費 実費 14 万円程度（航空券＋現地経費）
内訳は、カンボジア往復国際線航空券、カンボジア国内線航空券、燃油サーチャージ、各空港税。
現地経費として、陸路交通費（バン・運転手代）
・食費・宿泊費・入場料・訪問先謝礼、連絡事務費等。
別途に、観光ビザが必要。海外旅行保険は、各自で必ず加入して参加してください。
ツアー参加費用は「かんぼれん」会計とは別です。全額を参加者が負担し、スタッフも同様です。

定 員 10 名程度（現地で、１台のバンで移動可能人数）
参 加 要 件 かんぼれん会員、もしくは申込時に年会費 3,000 円を納入して会員になる方
参加者には、スタディ・ツアーの準備会と振返り会をします。ツアー後に簡単なレポートを書き、ツアー報告会
にも参加願います。ツアー時に現地へ、文具や古着の寄付品を運ぶ協力もお願いします。

申 込 方 法 以下の申込書に記入し、かんぼれん事務局へ郵送または FAX で送るか、直接にご持参ください。
申込先 郵送：〒102-0083 千代田区麹町 6-5-1 岐部ホール 4 階 イエズス会社会司牧センター かんぼれ
ん FAX：03-5215-1845
問合せ TEL 03-5215-1844：川地（担当）／ E-mail: office@camboren.org
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１月 19 日 08:50 成田空港集合 ／10:50 成田発（NH817 直行便）→15:40 プノンペン着、
ホテルへ、夕食
（土）
06:30 朝食 ／07:30 ホテル出発
07:45 ポルポト時代のジェノサイド博物館「Tuol Sleng」見学 ／09:00 TS 出発
１月 20 日
09:45 「キリング フィールド」見学 ／10:30 KF 出発
（日）
11:00 障がいのある子どもの家「Light of Mercy Home」交流、一緒に昼食
14:00 出発 ／14:45 ホテルへ
06:30 朝食 ／07:30 ホテル出発
08:00 ごみ捨て場跡地と住民へのサービス、JLMM 浅野美幸さん案内
09:30 出発 ／「鳩センター」（JSC の地雷・ポリオ・交通事故などによる障がい者
１月 21 日
のための職業訓練校とコテージ）、所長の話 ／11:00 スタッフと共に昼食
（月）
13:30 プロジェクト見学（車椅子・木彫・裁縫・電気機器・携帯電話やスマートフォン修
理・自転車やモーターバイク修理・農業・養豚・植樹・環境の取組み、発達に偏
りのある人のためのプロジェクト） 売店製品購入（バザー品購入・希望者）
15:00 「鳩センター」出発 ／16:30 ホテルへ
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06:30 朝食 ／07:45 ホテル出発、空港へ＜国内線の時間により暫定的＞
飛行機で(K6-105 便：09:55→10:50)シエムレアプへ移動
11:00 地雷除去 NGO「HALO TRUST」でカンボジアの地雷除去状況の説明
１月 22 日
除去処理した地雷や不発弾の展示、地雷除去機材や車両など見学
（火）
12:00 シソポンへ移動（バンで 1.5 時間）、途中で昼食 ／14:30 シソポン到着
14:30 シソポン JSC 事務所へ、寄付品渡す。シソポン JSC 責任者の話、プロジェクト
の説明 、プロジェクト見学

シソポン泊
Pyramid Hotel

06:30 朝食 ／07:15 ホテル出発
１月 23 日
07:30 シソポン JSC 事務所出発 終日、かんぼれんが前年に支援したプロジェクト
（水）
を中心に、活動地域のプロジェクトを訪問 住民との話合いや交流

シソポン泊

06:30 朝食 ／07:15 ホテル出発
１月 24 日 07:30 シソポン JSC 事務所出発 終日、かんぼれんが前年に支援したプロジェクト
（木）
を中心に、活動地域のプロジェクトを訪問 住民との話合いや交流
夕食後、かんぼれんの連帯支援内容について、現地スタッフとミーティング
06:30
07:30
09:30
１月 25 日
１２:00
（金）
14:30

朝食 ／07:15 ホテル出発
シソポン教会のグレッグ神父と Ponro 村の community learning house 訪問
Xavier Jesuit School(イエズス会ザビエル学校)、責任者クェン神父説明
シソポン JSC スタッフと一緒に昼食 シエムレアプへ移動（バンで 1.5 時間）
シエムレアプ JSC 事務所（Metta Karuna）到着 宿泊の部屋へ荷物置く。
プロジェクトの説明 責任者スレイモンさんや Sr.デニースの話など。
18:30 夕食は、クメール舞踊ｏｒ影絵等を鑑賞しながら、JSC スタッフと一緒に

06:30 朝食 ／07:30 ホテル出発アンコール遺跡観光（アンコール・ワット、アンコ
１月 26 日
ール・トム） ／12:00 昼食、オールド・マーケット（バザー品購入・希望者）
（土）
15:00 Metta Karuna でシャワー
16:40 空港へ出発 ／18:00 シエムレアプ発（K6-116 便）→18:55 プノンペン着
1 月 27
日（日）

（乗継 ／プノンペン空港内で夕食）
22:50 プノンペン発（NH818 便）→6:30 成田着

※ JSC：Jesuit Service Cambodia（イエズス会サービス・カンボジア：NGO です。）
現地では、できるだけ夕食前に振返り会を行います。
スケジュールは、現地の都合により変更の可能性があります。
便名略は、NH：全日空、K6：カンボジア・アンコール・エア ／日本と、カンボジアとの時差は 2 時間
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