
スニール先生（現地スタッフ）
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インドの学校でボランティアしよう !
2015.03.09 ｰ 03.22
Niranjana Sewa Sanga

भारत

関空･羽田発着

ナマステ！
スジャータ村で
お会いしましょう

2016 年 3 月 9日（水）出発　14 日間

￥159,000（学生）／ ￥194,000（一般）
※燃油サーチャージ・各国諸税・空港諸税など別途必要。
※リピート参加割引あり。詳しくはお問合せください。

プログラム企画：NPO法人ニランジャナセワサンガ／後援：大阪ユネスコ協会
旅行企画・実施：株式会社フェニックス・エンターテイメント・ツアーズ



＊ブッダガヤ滞在中は、
ヨガと瞑想で 1日が始まり、
夕方孤児院の子どもたちと
お祈りの時間を共にして

1日を終えます。

旅行日程　2016 年 3月 9日（水）～ 3月 22 日（火）　14日間
旅行代金　159,000 円（学生）/  194,000 円（一般）　
※上記旅行代金に加え、空港使用料・各国諸税（羽田：2,670 円、関空：3,040 円、インド：7,270 円、中国：3,400 円）、
航空保険料 1,920 円、燃油サーチャージ 20,000 円（2015 年 10 月 23 日現在。航空会社の都合や発券時の為替により変動）、インド
国ビザ取得料（各自／代行希望の方は代行料）、パスポート取得料（各自）、食事なし日程の食費（1回の食事につき 700 円程度が目安）、
13 日目の交通費（500 円～）、ニランジャナセワサンガ会員年会費（3,000 円～）、海外旅行保険料（9,070 円～）が別途必要になります。

行程表 ※現地の状況（気候・環境・NGO・NPOの事情）や交通機関の都合で行程を変更・中止する場合がございます。予めご了承願います。

■募集人員：先着 15 名（最少催行人員：6人）　※催行人員に満たない場合は、形式を変更して実施する場合有り。　
■申込締切：2016 年 2 月 8日（月）　※定員になり次第締切、締切後の申込は要相談。　■日程の短縮、延長等をご希望の方はお問合せください。　
■パスポート残存期間：査証申請時 6 か月以上必要。　■この旅行への参加は、NPO 法人ニランジャナセワサンガの会員になっていただくことを条件として
います（年会費3,000円～）。ご旅行代金には含まれておりません。　■添乗員：同行なし。但し、インド国内はプログラム企画担当のNGOスタッフが同行します。
■利用予定航空会社：中国国際航空利用　■利用予定宿泊施設（同等クラスのゲストハウスに変更することがあります）：デリー「Hotel Yes Please Cottage」 ・ブッ
ダガヤ「Sachi Home」・アグラ「Hotel Sakura」　■お一人部屋をご希望される方は、お一人部屋追加代金が必要です。お問合せください。但し、お一人部屋
のご用意ができない地域もございます。　■日程表記載の時間帯の目安：早朝 4:00-6:00、朝 6:00-8:00、午前 8:00-12:00、午後 12:00-16:00、夕刻 16:00-18:00、
夜 18:00-23:00、 深夜 23:00-4:00　■食事欄：朝 /朝食、昼 /昼食、夕 /夕食、キ /機内食、○=食事あり、×=食事なし

日程 月日 スケジュール 宿泊 /食事

  9（水）1 午後：関西空港または羽田空港発、北京経由、デリーへ
深夜：デリー到着後、ホテルへ

デリー泊
朝× / 昼× / 夜キ

2 10（木） 車中泊
朝× / 昼× / 夕×

車中泊
朝○ / 昼○ / 夕○

午前：デリー市内観光（世界遺産フマユーン廟、ヒンドゥー寺院など）
夕刻：寝台特急列車で、ブッダガヤへ移動

3 11（金） 早朝：ブッダガヤ到着後、ゲストハウスへ
午前：【プロジェクト見学①】ニランジャナスクール本校（インド式授業体験）、
　　　ニーマ村分校（BEAM SCHOOL）、診療所
午後：【レクチャー①】NGO創設者によるお話

4 12（土） 午前：【プロジェクト見学②】ニランジャナスクール本校の授業に参加、
　　　スジャータアシュラム（地域の女性の自立支援施設）
午後：アウトカーストの人々が暮らす村訪問、スジャータテンプル観光
　　　【レクチャー②】ニランジャナセワサンガ代表によるお話

5 13（日） 早朝：孤児院の子どもたちとジャガンナータ寺院観光と伝統音楽体験
午前：ブッダが6年間修行したマハカラケーブ（洞窟）観光
午後：ブッダガヤのマーケット散策（ショッピングなど）

6 14（月） 午前：【プロジェクト見学③】植林プロジェクト
午後：【レクチャー③】「インドの歴史から見る貧困・発展」、授業準備
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7 15（火）

8  16（水）

9 17（木）

10 18（金）

20（日）

11 19（土）

ブッダガヤ泊
朝○ / 昼○ / 夕○

21（月）13

アグラ泊
朝× / 昼× / 夕×

午前：【フリープログラム】※個々の興味関心に応じてグループ活動
午後：孤児院の子どもたちとお別れパーティ　※参加者で企画・実施します
夜　：寝台特急列車で、デリーへ移動

午前：【日本語を教えるボランティア3日目】
午後：【レクチャー⑥】将来について考えるワーク、フリープログラム準備

午前：【日本語を教えるボランティア2日目】
午後：【レクチャー⑤】現地代表ディベンドラ氏のお話、授業準備
夕刻：現地NGOスタッフの家庭訪問・交流

午前：【日本語を教えるボランティア1日目】、【レクチャー④】診療所Dr.のお話
午後：世界遺産マハーボディ寺院観光、授業準備

22（火）14

デリー泊
朝× / 昼× / 夕×

午前：ヒンドゥー教の聖地ヴリンダーヴァンへ
　　　到着後、寺院観光・ヤムナ川ボート乗り体験（悪天候の場合は中止）
午後：専用車でデリーへ移動。到着後、ホテルへ

午前：デリー到着後、専用車でアグラへ移動
夕刻：アグラ到着後、アグラ観光（世界遺産タージ・マハル）
夜　：専用車で、ホテルへ

機中泊
朝× / 昼× / 夕×

終日：デリー市内マーケット散策
深夜：デリーから、北京経由、関西空港または羽田空港へ

朝キ / 昼キ / 夕×夜　：関西空港または羽田空港到着後、解散
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診療所

学校教育 植林・有機農業 孤児院

裁縫教室

周辺の貧しい村々から本校と 2 つの分校へ合わせて 1000 名以上の子ど
もたちが通う。13 年間の教育を無償で提供。学ぶことへの感謝のお祈り
から学校が始まる。

（写真左上：スジャータ村本校、右上：ゴンガリア村分校の授業風景、
左下：ニーマ村分校の授業風景、右下：朝礼でお祈りをする子どもたち）

周辺地域の自然環境向上と自立
運営のためのプロジェクト。

家庭で生活することの難しい
男児が共同生活を送る。

週に数回、医師が地域住民を診察
している。

女性の自立支援を目的とした裁縫
教室を行っている。

    NPO法人ニランジャナセワサンガとは

    現地プロジェクトの紹介

スジャータ村での滞在で強く印象に残っているひとつ

は、自然である。東京で生まれ育った私は、スジャ

ータ村の一面に広がるコメの田んぼ道を通ったとき、

生まれて初めて緑の香りを感じた。息を吸い、気持ち

いい感覚を味わった。（中略）

私が高3の頃からずっと疑問視している、世界の平等について、もう一度

自分に問い直すことができた。東京にいるようでは、現地の諸問題や村人

のニーズを正確に理解することなど不可能だった。やはりスジャータ村に

足を運び、短い期間でも現地に滞在して良かったと思った。また、スジャ

ータ村の自然は、私の価値観にも影響を与えた。東京で暮らす私とは違う

豊かさの中で、幸せを感じ生きている人々と関わり、私は何を得れば満足

するのか、私が東京で買ったあれやこれは本当に欲していたモノなのか、

私の人生にとっての豊かさとは何なのか、初めて考えさせられた。

（2015年春ツアー参加者）

ニランジャナセワサンガは、インド・ビハール州の貧困解決を目指し、
2003年より活動していています。学校教育をはじめ、孤児院、診療所、
植林による環境保護、職業訓練としての裁縫教室やコンピュータ教室
など様々なプロジェクトを行っています。詳しくはウェブサイトをご
覧ください。　www.sewasanga.jp

ニランジャナセワサンガは、NGOトラスト（Niranjana Public Welfare 
Trust）とともに、ブッダガヤ地域の支援活動を行っています。ツアー
中に、創設者であるシッダルタ・クマル氏のお話を聞く時間がありま
すので、気になったことを直接聞いてみましょう！

ブッダガヤは日本からの観光客が多く、国立大学に日本語専攻科
目があったり、日本語塾があるなど以前から日本語への注目度が
高い地域です。近年、インド国内の経済格差がますます広がる中、
人口増加によって若い世代が就職難にあり、貧困層の若者たちは
特にその影響を受けています。日本語が話せると、日系企業や日
本人を対象とした観光業への就職に有利になるため、ニランジャ
ナスクールの子どもたちに、日本語会話や、文字の読み書きを教
えていただきたいのです。経験は問いません！参加者のみなさん
で工夫して、3日間の楽しく学べるオリジナル授業を作り上げまし
ょう！

    ツアーの魅力     ツアー参加者の感想 （抜粋）

    現地パートナー団体 トラスト

① 学校で日本語を教えるボランティア体験！

北インドにあるヨガの聖地リシュケシュより、本格的なヨガの講
師を招き、毎朝ヨガの指導をしていただきます。初めての方でも
気軽に参加できる内容になっています。講師アナンタさんはイン
ドのヴェーダ哲学を実践する僧侶でもあり、参加者のみなさんが
インドの文化・伝統・宗教観などを学ぶに当たり必要な知識を豊
富に提供してくれます。ぜひ質問をして、インドを掘り下げてみ
ましょう。

インドのムンバイ出身。1973年生まれ。インドヨガの
聖地リシュケシュでヨガを実践しながら、ヨガの哲学
・科学を教える僧侶。インドで最高峰の大学IITを卒業
し、Microsoft社でITエンジニアとしてアメリカで勤務
したのち、僧侶の道に入る。シンガポールでヨガ専門
家として大学講師を兼務中。

② インド人僧侶によるヨガ、ときどき瞑想。

日本人なら一度は行きたい仏教の聖地ブッダガヤの世界遺産マハ
ボディ寺院をはじめ、イスラム王朝時代の世界遺産ラールキラー
（デリー）、世界でも有名な大理石の建築物タージ・マハル（ア
グラ）、ヒンドゥー教徒の聖地の中の聖地、ヴリンダーヴァンな
ど、まさに「インドに行ってきた！」といえる場所の黄金のスポ
ットを巡り、インドの文化や歴史にも触れられます！

③ 観光名所が盛りだくさん！

■ シュリー・アナンタ・ダース氏　（ヨガ講師・僧侶）

1979年、インド・ブッダガヤ生まれ。幼少時代貧しくて学
校に通えず、十代で働きながらマザーテレサの家でボラン
ティアをし、18歳のときにマザーに啓発され、1998年生ま
れ故郷のスジャータ村にて貧しい子どもたちが通う学校を
創立。その後一人でも多くの子どもたちや村の人々を救う
ために、と孤児院、学校、診療所、女性のための自立支援
施設など事業を拡大し、運営している。

■ シッダルタ・クマル氏　（トラスト創設者）



＊出発前ミーティング＊

NPO法人ニランジャナセワサンガ
〒550-0014　大阪市西区北堀江 1-3-7  倉商ビル B１F
TEL：070-5264-4880　FAX：06-6536-6669 
E-mail：ai.kaseda1207@gmail.com　担当：加世田 愛
web：http://www.sewasanga.jp

株式会社フェニックス・エンターテイメント・
ツアーズ　関西支店
観光庁長官登録旅行業第 559 号･ＪＡＴＡ正会員

〒550-0012　大阪市西区立売堀 1-5-2  立売堀ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3F　
TEL：06-6534-6361　FAX：06-6534-6368 
E-mail : saito@phoenixtour.jp　担当：斎藤 恵美
営業時間：月～金　9:00 ～17:30（土日祝日休み）

● ツアー内容に関するお問合せ

● 参加申込に関するお問合せ

● お申込み手順

※注意※
パスポートの有効期限が 7ヶ月以上ないとインド国ビザを取得でき
ません。今持っているパスポートの有効期限が迫っている（切れてい
る）、またはパスポートをまだ取得していない方はまずその旨ご相談
ください。その後急いで取得（更新）してください。

3点を郵送でお送りください。①別紙申込用紙、
②パスポートのコピー（顔写真のある見開きページ）、
③学生証の拡大コピー（学生の方のみ。端が切れないよう
ご注意ください）

旅行代金のうち、事前に３万円（前払金として）を
下記口座にお振込ください。
３万円を差引いた残りの旅行代金は後日ご請求いたします。
　三菱東京UFJ 銀行　谷町支店
　普通口座　５００８９５３
　口座名義　ｶ)ﾌｪﾆｯｸｽ ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ ﾂｱｰｽﾞ

1 の申込用紙と 2 の事前振込の両方の到着を待って申込
完了メールをお送りいたします。申込完了メールが届か
ない場合は、必ずお電話又はメールにてお問い合わせく
ださい。

1
2
3

2月13日（土）
2月14日（日）

大阪：四ツ橋･インドレストランShama
東京：東京都内 

＜詳細が決まり次第、参加申込者へご連絡いたします＞

Q1.「スタディーツアー」とは何ですか？
　観光旅行とは違い、他国の人々との交流、生活体験、現地プロ
ジェクトへ参加することで、お互いを知り、今後の自分自身に活
かしていくことを目的としています。特にこのツアーでは、日本
語を教えるボランティアやフリープログラムの内容は参加者で企
画・協力して 実施していただきます。

Q2.どんな方が参加しますか？
　大学生が多いです。そのほか、フリーター、社会人、シニアの
方など日本全国から参加されます。

Q3.ひとりで参加を申し込むので不安です…
　ほとんどの参加者がおひとりでの申込みです。はじめはみなさ
ん不安を抱いていますが、少人数でのツアーなのでしだいに打ち
解け、帰国する頃には、お互いがかけがえのない仲間となってい
ます。

Q4.初海外なのですが大丈夫ですか？
　海外旅行が初めての参加者も多くいます。配布資料の説明をよ
く読み、準備をすれば問題ありません。ツアーの準備や手続き方
法などわからないことがあれば、些細なことでもお気軽にご相談
ください。

Q5.ブッダガヤはどんなところですか？
　インドの中でも最貧困といわれる州のひとつビハール州南部に
位置しています。ブッダが悟りを開いた地として知られており、
多くの巡礼者が訪れます。周辺には民族衣装をまとい、農業を生
業として暮らす人びとが多く、カースト制度など古い慣習が今も
なお残っている地域です。

Q6.治安は大丈夫でしょうか？
　インドに限らず、どこの国でも交通事故やスリ、盗難、置き引き、

セクハラなどが起こる可能性はゼロではありません。これらを十
分に心得た上で十分注意し、ご自身で身を守ることが何より大切
です。もちろん、ツアー中はスタッフが付き添っていますし、ツ
アー出発前でも、不安なこと、心配なことがありましたら遠慮な
くご相談ください。

Q7.予防接種は受けていくべきですか？
　接種を義務付けてはいませんが、心配な方は厚生労働省のウェ
ブサイトをご参照いただき、ご自身の判断で予防接種を受けるよ
うにしてください。http://www.forth.go.jp

Q8.ツアーの総予算はいくらになりますか？
　このパンフレットに記載されている料金がすべてです。ただし、
買い物のためのお小遣いや病気になった時の医療費など、念のた
め少し多めに持参しておくことをおすすめします（3 万円程度が
目安）。医療費は海外旅行保険に加入していただきますので、該
当分は帰国後保険会社より返金されます。

Q9.英語ができないのですが、大丈夫ですか？
　大丈夫です！英語ができなくても参加できます。基本的に日本
語が話せるスタッフは常時同行いたしますし、それ以外でも話す
意志さえあればジェスチャーなどでコミュニケーションはとれま
す。現地語であるヒンディー語の『指差し会話帳』があると子ど
もたちや村びとたちともコミュニケーションがとりやすくなるの
でおすすめです。

Q10.出発前ミーティングにどうしても参加できません。
　申込後、出発前にミーティングを行います。原則、参加者全員
に集まっていただき、ツアーに向けての準備や注意点などの確認、
現地でのプログラムの話合いをする予定です。ただし、遠方にお
住いの方、または、やむを得ない理由で参加が難しい方は、スカ
イプ（インターネット電話）などを利用して対応させていただき
ます。

Q & A


