
◆現地プロジェクトの紹介

　呼びかけ団体
NPO法人ニランジャナ セワサンガの紹介

インドの最貧困層地域のひとつ、ビハール州の
子どもたちを支援しています
現地NGO｢Niranjana Public Welfare Trust｣
とともに、活動しています。
｢ニランジャナ｣はニランジャナスクールのすぐそ
ばを流れる､ブッダが悟りを開く前に沐浴をした
川の名前から、
｢セワサンガ｣はインドの古い言葉サンスクリット
語で､｢助け合う仲間｣という意味です

インド・スタディツアー

ビハール州 
ニランジャナ スクール

2018年8月21日(火)～9月1日(土) 12日間 195,000円
関西空港発着

スタディツアー合同説明会：2018年6月23日(土) 13:30～17:00 
場所：龍谷大学　大阪梅田キャンパス（ヒルトンプラザウエストオフィスタワー14F）

＊燃料サーチャージ・各国諸税 
　空港諸税など別途必要

NPO法人 
ニランジャナセワサンガ 
TEL：070-5264-4880 
https://www.facebook.com/
niranjana.sewasanga/

　　今年スタディツアーを計画されたのを聞いて、とっても嬉しく
思ってます。我々スタッフ一同と子供達も皆んな、あなた達と会え
る事が幸せです。あなた達を迎える事はとっても嬉しい事で、どう
ぞお待ちしています。ここでは私達の活動、インドの文化、村々の
生活、そして　仏陀の悟りの場所を見て頂けるでしょう。それらは、
あなた達の学びにとって素晴らしい場所になる事を祈ってます。 
くれぐれも宜しく御願い致します。 

ディベンドラ パサック

I am very glad to know you are 
planning Study tour this year. 
Our all stuffs and children really 
will be happy to meet you all. 
Please come we will happy to 
welcome you. You can see our 
activity,Indian culture, village 
life and enlightenment place of 
Lord Buddha.  
I hope it will be nice place to 
learn. 
With warm regards. 

Devendra Pathak

スタディツアー参加者の感想 
厳しい環境の中、一生懸命に勉強する二ランジャナ
スクールの子供達。今を強く生きるインドの人々。
大国インドでの沢山の出会いを通して、当たり前に
思っていた自分自身の環境について改めて見直す事
が出来ました。 

大阪教育大学3回生　玉木穂乃花

(成田空港発着の場合は別途お問い合せ下さい)

現地NGO代表よりのメッセージ
● 学校教育

ニランジャナ 本校

センターの 
女性達

● 児童養護施設 ● 植林・有機農業

● 女性自立センター

ニーマ分校

子供達とスタツアメンバー ゴンガリアフォレストリー



募集要項 
●旅行日程：2018年8月21日(火)～9月1日(土) 
●旅行代金：195,000円 
※2人1部屋利用 
（男女比により3人部屋になる事もあります） 
※旅行代金に含まれない費用 
　-燃料サーチャージ（12,000円）・空港使用料（関空3,040円）　　　　　 
　現地空港税（4,490円）・航空保険料（240円）2018年5月現在 
　-インドビザ取得料 (各自・代行希望の方は代行料必要) 
　-海外旅行保険 
　-ニランジャナセワサンガ会員年会費(3,000円～) 
●最少催行人員：5名 (募集予定人員：15名) 
●利用予定航空会社：エアインディア 
●利用予定宿泊先： 
　デリー：アショクカントリーリゾート､メトロハイツまたは同等クラス 
　ブッダガヤ：Sachi Home 
   アグラ：クリスタルサロヴァプレミア、または同等クラス 
●添乗員：同行しません。 
　関空からニランジャナのスタッフが同行します。 
●募集締切：2018年7月10日 
●参加条件： 
ニランジャナのサポーターである事 
AIG海外旅行保険にマイチケットで加入 

★ 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前に
ご確認の上、お申し込みください。

日程 行程 宿泊/食事

8月21日 
　(火)

関空空港 (14:10)⇒デリー空港→ホテル ニューデリ泊 
朝x昼x夜,機内食

8月22日 
　(水)

デリー⇒ガヤ→スジャータ村 ブッダガヤ泊 
朝○昼X夜○

8月23日 
　(木)

二ランジャナプロジェクト見学 
　スクール・児童養護施設・女性自立センター

　　〃 
朝○昼X夜○

8月24日 
　(金)

スクール朝礼参加・各クラスの授業見学 
ビームスクール訪問　

　　〃 
朝○昼X夜○

8月25日 
　(土)

参加者の皆さんと一緒にプログラムをつくります 
　実施例　・ニーマ村フィールドワーク 
　　　　　・児童養護施設の子供達との交流 
　　　　　・本校での授業 
　　　　　・村人インタビュー 

＊この間にブッダガヤ市内観光を行います　

　　〃 
朝○昼X夜○

8月26日 
　(日)

　　〃 
朝○昼X夜○

8月27日 
　(月)

　　〃 
朝○昼X夜○

8月28日 
　(火)

　　〃 
朝○昼X夜○

8月29日 
　(水)

ブッダガヤ空港⇒デリー空港 
専用車でアグラへ　

アグラ泊 
朝○昼X夜X

8月30日 
　(木)

タージマハル観光　専用車にて→デリーへ　 デリー泊 
朝○昼X夜X

8月31日 
　(金)

デリー市内観光・ショッピング　　 
夜デリーから日本へ

機中泊 
朝○昼X夜X

9月 1日 
　(土)

デリー空港⇒関西空港 (12:40) 朝、機内食 

ツアーの魅力 
1. 現地でのプログラムを参加者で企画できる❢ 
2. 現地NGOの実施する全てのプロジェクトを見られる❢ 
3. インドの観光名所も見られる❢

相原恭平（中央大学　3年）　 
7月から現地インターンをする予定
の相原です。私は貧困や教育に興
味を持っていて、誰もが教育を受
けられる仕組みをつくる為に自分
で何ができるかを二ランジャナで
学びたいと思っています。 
また子供達が自分達の将来を考え
るきっかけ作りに関われたらとい
う思いです。一足先に現地に行っ
ておりますが皆さんが来られるの
をお待ちしております。

申込手続き手順
１資料請求
２申込書類をマイチケットへ送付
３申込金のお振込　※申込金をお振込いただき旅行契約成立
４旅行代金残金、保険料等のお振込

「人生で最も大切にしたいもの」に気づかせてくれるツアー 
初めてスタディツアーでインドを訪れたのは大学年の時でした。 
灼熱の太陽を浴び、インド独特の湿気、人の多さに圧倒されまし
た。空港を一歩出ると車はクラクションを鳴らし続けて最初は恐
怖すら感じました。観光地では子供や赤ん坊を抱きかかえた母親
やおばあさんの物乞いの姿を見るにつけ別世界に来たという気持
ちになりました。 

　プロジェクトの実施場所、ブッ
ダガヤのスジャータ村では学校、
児童養護施設などを現地スタッフ
と一緒に訪問しました。子供達の
熱心に勉強するまなざしや、きら
きらした目で夢を語る姿にパワー
を貰いました。しかしそんな子供
達の置かれた状況を聞くと日本人
の私達には胸の痛むような悲惨な
内容でした。 

　それから、はや7年が経ち、なぜか毎年のように訪れるところ
となりました。そして行くたびに様々な事を考えさせられます。
皆さんも、自分の生き方や、何の為に生きているのかを考えさせ
られると思います。何故「教育」が大切なのかという事も分から
せてくれます。 
　そしてこれが一番ですが「人生で最も大切にしたいもの」に気
づかせてくれる12日間に、きっとなると思います。 

　　　　学生協力団体元代表（現副理事長）山本純平

【現地インターンの紹介】
豊津啓哉 （明治大学 国際日本学3年） 

 初めまして、二ランジャナインター
ンの豊津です。私はOriHimeとい
う遠隔で操作されるロボットを活
用し、日本とインド貧困地域をつ
なぐプロジェクト構築をするイン
ターンをしています。皆さんが来
られるのを現地でお待ちしており
ます。短い間ですが一緒に活動で
きるのを楽しみにしております。 

事前問合せはFacebook(Keiya Toyotsu)もしくは 
メール（keiya40335@gmail.com)まで

Q1.　一人で参加を申し込むので不安です。 
A.　ほとんどの参加者がおひとりでの参加です。初めは皆さん不安を　 
　   持っておられますが、少人数でのツアーなので次第に打ち解け、 
　　帰国する頃にはいい仲間になっています。 

Q2. 初めての海外旅行なのですが大丈夫でしょうか？ 
A.  初めての方も多くいます。配布資料の説明をよく読んで、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分からな 
　  い事があれば、些細な事でも気軽に相談下さい。　　　　　　　　　　　

Q3. 英語が苦手ですが大丈夫ですか？ 
A.  大丈夫です。常時二ランジャナスタッフが同行しますし現地には
日本人インターンもいます。又片言の英語でも話す意志さえあれ
ばコミュニケーションはとれます。 

Q4. 現金はいくら程もっていけばいいですか？ 
A.   外食費やお土産の為のお小遣いや念の為の薬代など、 
　　少し多めに持参しておく事をお勧めします。
　　（3万円程度が目安）

【ツアーに関するQ&A】

mailto:keiya40335@gmail.com
mailto:keiya40335@gmail.com

