ＡＨＩスタディツアー
201６/11/10

２０１７年３月２０日（月）～３月３０日（木）

2016 年 南インド・スタディツアーの様子

アジア保健研修所（ＡＨＩ）は、アジア各地の村々で人々の健康を守るため、現地の
保健開発ワーカーを育成している国際 NGO です。1980 年に始まり、約 6000 人の
研修生がアジア各地で活動しています。その活動は、約４000 人の会員、寄付者、
ボランティアの方々に支えられています。

インドの人たちは懸命に生きている
自分もたくましくなれた
経済発展が著しいインド。都市と農村の格差がひろがる中、農村部の被
差別民ダリットの人びとは自らの暮らしを少しでも良くするために活
動しています。
ＡＨＩの研修生たちは、そんな人びとが自分たちの権利に気づき、
周りに働きかけていくことを手助けしています。彼らの活動先であ
るスラム・学校・医療現場を訪問し、1 軒に 1 人のホームステイを体
験。現地での触れ合いを通じて、人とつながる力が身につきます。
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3/22

水

活動［食事］

宿泊／都市

午前／空路、中部空港出発→バンコク(乗継)
→チェンナイ空港到着（深夜）
研修所へ移動（バス）
［－・機内・－］

チェンナイ市内

午前／チェンナイ市内にてオリエンテーション
スラム訪問
午後／ディナバンドゥ村へ車で移動（訳 5 時間）
夕刻／ディナバンドゥ研修所着
［朝食・昼食・夕食］

アンドラプラデッシュ州

午前／村周辺の地域産業見学（バス移動）
午後／TTA によるオリエンテーション
(活動紹介、農村状況、ホームステイについて)

アンドラプラデッシュ州

ICSA 研修所

ディナバンドゥ村
ディナバンドゥ研修所

ディナバンドゥ村
ディナバンドゥ研修所

［朝食・昼食・夕食］

チェンナイ

3/23

木

ディナバンドゥ村
ＴＴＡ

午前／TTA の地域センターへ移動
農村のホームステイ先へ移動
＊交流、家のお手伝いなど

タミルナドゥ州
ティルヴァッルール県
農村ホームステイ
※

※

［朝食・昼食 ・夕食 ］

（TTA 活動地域、少数民
族・ダリット住民お宅）

タミルナドゥ州

3/24

金

現地受け入れ団体紹介

終日／農村ホームステイ
＊いずれかのタイミングでＴＴＡ地域センターへ集
合し、住民グループにお話を聞く。

ティルヴァッルール県
農村ホームステイ

［朝食※・昼食・夕食※］

ANITRA
(アジア研修・調査活動
ネットワーク)
1982 年からの協力団体。デ
ィナバンドゥ村に研修所を
設置し、現地の保健ワーカ
ーの養成に力を尽くす

3/25

土

夕刻／農村ホームステイ終了（参加者再集合）
＊バスで出迎え、村近郊のゲストハウスへ移動

ティルヴァッルール県
ゲストハウス

［朝食※ ・昼食※・夕食］

3/26

日

午前／RCF 事務所へ移動しオリエンテーション、ホー
ムステイ先へ移動
［朝食・昼食※・夕食※］

またはＭＳＫＬｏｄｇｅ
ティルヴァッルール県
農村ホームステイ
（ＲＣＦ活動地域、ダ
リット住民のお宅）

TTA
（農村貧困者協会）
ダリットの教育や権利回復、
障害者の自立支援を行う

3/27

月

［朝食※・昼食※・夕食※］

3/28

火

RCF
(リバイバル教会連盟)
クリスチャンに改宗したダ
リットのためのネットワー
クづくり、権利を守り健康
を高める活動を行う

終日／ホームステイ＝農村生活体験

ティルヴァッルール県
農村ホームステイ

午前／ホームステイ先からＲＣＦへ移動
小学校・中学校へ訪問、交流
午後／ダリットの土地権利回復活動現場を訪問
夜／宿舎にて振り返り会
［朝食※・昼食・夕食］

ティルヴァッルール県

機内泊

3/29

水

午前／車移動、チェンナイ市内着-観光、買い物
深夜／空路、チェンナイ空港発→［朝食・昼食・夕食］

3/30

木

→バンコク(乗継)→中部空港着(夕刻)［機内・機内・－］

GURU Lodge
またはゲストハウス

※はホームステイ先で食事

価値判断をなくすことによって人
と繋がれると言うことが分かった

2016 年 参加メンバー

（20代・男性）

英語ができなくても何とかなる！
ぜひ来年の参加者に伝えてほしい
（70 代・男性）

●旅行代金（参加費）

215,820 円

（中部空港発着）
動きながら勉強することができた。

※含まれるもの
航空券及びそれに伴う諸費用、宿泊、食事、現地交通費、資料代
東京海上日動海外旅行保険（8,020 円）
※含まれないもの
燃油特別付加運賃（ 0 円 2016 年 11 月 1 日現在）
中部空港施設使用料（2,570 円）
、ｲﾝﾄﾞ空港諸税（1,590 円）
、
タイ空港諸税（320 円）、パスポート取得費用、ビザ申請料 （12,150 円）
、
日本国内交通費、その他個人的な出費が別途必要となります。

●応募締切

●募集人数

20 名（最少催行人員 15 名）
※高校生 10 名・学生/一般 10 名
※非会員の方はアジア保健研修所の
会員になっていただく必要があり
ます(年会費 3,000 円～)

2017 年 2 月 17 日（金）
※定員になり次第締め切ります
※締切までに、パスポートを取得
ください

●添乗員について
添乗員は同行しません。現地プログラム企画者であるＡＨＩ職員が同
行します

●利用予定航空会社
タイ国際航空 ※成田、関空発ご希望の方要相談

●利用予定宿泊先 ※一人部屋の設定はございません
チェンナイ市－ICSA 研修所
アンドラプラデッシュ州－ディナバンドゥ研修所
ティルヴァッルール県－MSK Lodge、Guru Lodge、ホームステイ、ゲストハウス

●現地での交通手段、交通機関
原則、車での移動となります。交通機関は、受け入れ団体との調整・天候・国情
により変更となる場合があります。
●日程表時間帯目安
4:00～7:00 早朝、7:00～12:00 午前、12: 00～16:00 午後、16:00～19:00 夕刻、
19:00～23:00 夜、23:00～4:00 深夜
日程表中に表示されている時間帯の目安は、おおむね上記の通りです。
尚、交通機関における諸事情により多少の変更が生じる場合もございますの
で、あらかじめご了承ください。

●準備会（予定）
事前の調べ学習、ＮＧＯの活動についての紹介。
現地での行動など、参加者同士の話し合いで最終化します。

日時 ２月 18 日（土）午後、３月 11 日（土）全日
会場 アジア保健研修所（ＡＨＩ）

学校は楽しくいくものだと思った
（高校生・女性）
ＡＨＩスタディツアーの特徴
元研修生と村人の信頼関係
があるからこそ実現できる
農村ホームステイ
参加者が主体の参加型ツアー
（お客さんじゃない！）

話し合い・意見交換で
視野が広がり考えが深まります

スタディツアーが終わっても
ボランティア活動など
ＡＨＩと継続的に関われます

ご旅行条件（抜粋）

必ず一読ください

申込方法
１．別紙「申込書」に必要事項をご記入の上、ファックスもしくは郵送で、アジア保健研修所(ＡＨＩ)にお送りくだ
さい。申込書はＡＨＩのウェブサイトからも入手できます。
２．「申込書」を提出後、原則３日以内に申込金３万円(参加費の一部)を㈱風カルチャークラブへお振込みください。
入金が確認された時点で正式な申し込みとなります。
【振込先口座】

三井住友銀行

中野支店

普通口座 4586609
口座名義 ㈱風カルチャークラブ

【振込の際には】振込み人名の頭に「ＡＨＩ」と付け加えてください。
例：山田太郎さんの場合→ＡＨＩヤマダタロウ）
※非会員の方は AHI への会費を払い込み下さい。
入会についての詳細はホームページや AHI パンフレット等でご確認ください。
３．申込書の到着から１週間前後でツアーや事業に関する詳細資料一式、残金のお支払い方法、海外旅行保険加入書、
ビザ加入手続き等をお送りいたします。万一到着しない場合はお手数ですがお問合せください。

説明会

※出来る限りご出席ください

過去のツアー訪問の様子などをお話しします。
事前に知っておきたいこと、不安なことなど、気軽にお尋ねください。

日時：1 月２８日（土）、２月４日（土） 午後 2:00～4:00
会場

アジア保健研修所（AHI）
※事前に電話またはメールにてご予約ください。
日程の都合の悪い方は個別相談にも応じます。

公益財団法人

アジア保健研修所（ＡＨＩ）
〒470-0111
愛知県日進市米野木町南山 987-30
Tel:0561-73-1950 Fax:0561-73-1990
E-mail

info@ahi-japan.jp

http://www.ahi-japan.jp

ひで くま

担当：秀熊

