
チャイルド・スポンサーの 

『地球あちこち～スワジランドを知る旅』 
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『地球 あち
こち ～
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を知 る
旅』 

2016年 3月 5日（土）～3月 12日（土） 
 

ワールド・ビジョン・ジャパンは、キリスト教精神に基づいて、世界の子ど

もたちのために、開発援助、緊急人道支援、アドボカシー（市民社会や

政府への働きかけ）を行う国際 NGO、ワールド・ビジョン（1950 年設立）

の支援国事務所として、1987 年に設立されました。2002 年には認定

NPO 法人に認定され、それ以降当団体への寄付金は税制上の優遇措

置を受けられるようになりました。チャイルド・スポンサーシップによる支

援を中心に、現在約 7 万人の方が支援者として活動を支えて下さってい

ます。 

特定非営利活動法人 ワールド･ビジョン･ジャパン 

〒164-0012 東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー3F 

       電話：03-5334-5351（平日 9：30-17：00） FAX：03-5334-5359 

http://www.worldvision.jp 

        E-mail: dservice@worldvision.or.jp 

 

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン 

mailto:dservice@worldvision.or.jp


訪問国：スワジランド王国 (ゲゲ地域開発プログラム）について 

 

 

支援地域 

シセルウェニ地方 ゲゲ区 

支援期間 

2010年 ～ 2025年 

支援地域の様子 

 

右：ワールド・ビジョンから材料の支援を

受けた世帯が自力で作ったトイレ 

 

左：子どもたちと教師が伝統ダンスを踊

っている様子 

左：115世帯に安全な水が届けられる貯

水池の工事の様子 

 

地域の課題 

◆水・衛生環境 

川や池の水を利用する人々が

多く、安全な飲料水を得るこ

とが難しい人々がいる。野外

での排泄も衛生状態を悪化さ

せる原因となっている。 

 

◆子どもたちの栄養状態 

慢性的な栄養不良により、年

齢の割に身長が低い子どもの

割合は 40%に上る。 

 

◆保健・HIV/エイズ 

HIV/エイズ感染者が多い。

HIV/エイズに対する差別や偏

見が母子感染した子どもたち

を苦しめている。 

 

■国名：スワジランド王国(KINGDOM OF SWAZILAND) 

■首都：ムババーネ 

■人口：124.9万人(2013年：世界銀行) 

■宗教：原始宗教、キリスト教 

■時差：日本との時差 7時間 （日本が 7時間進んでいる） 

南アフリカの東部にあり、モザンビークとも国

境を接するスワジランドは、「最後のアフリカの

古王国」とも呼ばれ、伝統文化を尊重した人々

の暮らしと大自然が魅力的な国。国民の 90%

がスワジ族で構成されており、伝統的なダンス

や文化が観光客を魅了する一方で HIV/エイ

ズ感染率世界一であることでも有名。 

ムババーネ 
スワジランド王国 

ゲゲ 
地域開発プログラム 

● 



～ お申込み前に必ずご確認ください ～ 

 
■ 参加者はチャイルド・スポンサーとそのご家族に限らせていただきます。 

 

■ 60 日以内の観光につきましては、スワジランド入国の際にビザは必要ありません。

但しパスポート残存期間が入国時 6 カ月以上、余白 1ページ以上必要となります。 

 

■ 日本国内の移動や前泊の必要がある方は、ご自身で手配をしていただくか、東日

観光株式会社までご相談をお願いします。飛行機の時間が現在の予定から変わる

可能性もあります。国内線を予約される場合は、乗継が出来ないなどのトラブルを

避けるため余裕を持った時間でご予約ください。 

 

■ この旅行は、旅行会社が催行する観光ツアーとは性質が異なります。皆さまのご協

力により一緒に作り上げる旅と考えていただければと思います。旅行中の行程も状

況に合わせて変化することがたびたびございますが、ぜひ、柔軟にご協力をお願い

いたします。 

＊日程の変更等があった場合、天災、地変、当社の関与しえない場合は、旅程 

補償の対象にはなりません。 

 

■ 海外旅行保険へのご加入をお願いします。ご自身で加入される場合、契約内容を

ご提出頂きます。安全で実りある旅とするためスタッフ一同精一杯努力しますが、ワ

ールド･ビジョンの力ではどうにもならない事態が起きた場合、責任を負いかねます

ことを、ご理解ください。 

万が一のトラブルのためにも海外旅行保険のご加入をお願いしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅の主旨/目的 

 

「地球あちこち～支援地を知る旅」（以下ツアー）は、チャイルド・スポンサーの皆さまが支援

地を訪問して、チャイルドと会い、ご自身の目で活動状況を確認することを目的としています。

現場をご覧いただくことによって、ワールド・ビジョンの活動全体への理解を深める機会とな

れば幸いです。 

 

訪問する支援地は、通常の観光旅行では足を延ばせない地域ばかりです。 

現地スタッフ、同行スタッフ、ほかのツアー参加者と協力しあいながら、安全で楽しい旅を作

りあげられるよう、ご協力をお願いします。 

きっと、かけがいのない出会いが皆さまを待っています。 

 

(旅行企画 ・実施)     

東日観光 株式会社、法人第一営業部 

住所 〒104-0045 東京都中央区築地 4-7-5・築地 KYビル 4Ｆ 

電話番号：03-5148-1731  FAX：03-5148-1735 

http//www.tonichi.co.jp 

E-mail： okuno_tomio@tonichi.co.jp  

担当者：奥野・鈴木 

 

(問い合わせ先) 

☆旅行全般、保険など：東日観光（トウニチカンコウ）株式会社 

 上記連絡先まで。 

 

☆活動地・活動内容など：特定非営利活動法人 ワールド･ビジョン･ジャパン 

                      支援者窓口 電話：03-5334-5351 （平日 9：30-17：00） 

FAX：03-5334-5359 

担当：清海 / E-mail: dservice@worldvision.or.jp 

 

 

 

 

 

●  

企 画 

特定非営利

活 動 法 人 

ワールド ･

ジョン ･ジ

ャパン 

 

支援地域の子どもたち 土壌侵食の問題について地域の人々

が話し合っている様子 

トイレの支援を受けたチャイルドの家 



募集要項（募集型企画旅行） 
 

1） 実施時期： 2016 年 3月 5日（土）～ 2016年 3 月 12日（土） 

 

2） 日程 

※事情により日程が変更となる場合がございます 

3)旅行代金 282,900 円  

上記ツアー代金のほかに、燃油サーチャージ・日本の空港施設使用料・通過国各国空港

税・出国税等円（2015年 12月現在 約 33,830円）が別途かかります。 

 

4)ツアー詳細 

・募集人数： 20名（最少催行人数 14名） 

・お 1人部屋追加料金：41,000円 

・添乗員：同行しません。ワールド・ビジョン・ジャパンのスタッフが同行します。 

・食事（機内食除く）：朝食 5回、昼食 5回、夕食 5回 

・利用予定航空会社： 南ｱﾌﾘｶ航空(SA)・全日空（NH） 

・利用予定宿泊施設： ルゴゴサンホテル 

 

5)応募にあたっての注意事項 

① 参加資格：チャイルド・スポンサーとそのご家族 

② 原則的に高校生以上で、全日程行動をともにできる健康な方。途中の参加/帰国はできません。 

③ スワジランドのスポンサーを優先します。申込み多数の場合は、参加回数や申込み順などを考慮

し、選考させていただきます。近年は応募者が多くなっています。ご参加いただけない場合もございま

すが、ご了承の上、お申込みください。 

④ 訪問国の治安状況により、ツアーを中止させていただく場合があります。 

⑤ ツアー中は原則として団体行動です。現地では衛生面で注意が必要です。厳しい旅程ですので、

小学生以下のお子さんの同伴はご遠慮ください。 

⑥ 公共の場、現地の方々の前での喫煙、飲酒はご遠慮願います。 

 

 

6)予防接種 

必須の予防接種はありませんが、アフリカ南部へ渡航される方には黄熱病の予防接種を推

奨しております。ご希望の方は検疫所等にご相談下さい。 

 

7)キャンセル料  

お申込後は、以下の通りでキャンセル料の対象となります。 

旅行契約解除の日 取消料 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目 

にあたる日以降 3 日目にあたる日まで 旅行代金の 20％ 

旅行開始日の前々日および前日     旅行代金の 50％ 

旅行開始日の当日 旅行代金の 50％ 

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

 

8)オリエンテーションについて 

2016 年 2 月 6 日（土）、ワールド・ビジョン・ジャパン事務所にて、参加者を対象にオリエンテ

ーションを行い、顔合わせとご質問をお受けする予定です。参加できない方を含め参加者全

員に、当日の議事報告をお送りいたしますのでご参加が難しい方もご安心ください。 

 

9)お申込み先 

同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、下記宛て、郵送かＦＡＸでお申込みください。

日中の連絡先（電話番号）をお知らせください。     

○郵送申込み 

〒164-0012  東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー3F 

特定非営利活動法人 ワールド･ビジョン･ジャパン 

         チャイルド･スポンサーの「地球あちこち～スワジランドを知る旅」係 

   ○ＦＡＸ申込み 

FAX: 03-5334-5359 （裏･表の両面をお送りください） 

*申込み受付後、旅行手配に関わる個人情報を東日観光株式会社に提供いたします。 

 

10)申込み締切日   2016年 1月 22日（金）必着  

（締切り後、ご参加いただけるかどうかも含めてお申込み者全員にご連絡いたします） 

 

11)旅行代金のお支払い 

1月 22日以降、ご参加が決まり次第、ご旅行代金は一括で請求をさせて頂きます。 

日程 行程 宿泊地 

3 月 5 日 土 18：30 成田発→22：40香港着→23：50香港発 機内 

3 月 6 日 日 7：05 ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ着→10：05 ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ発→10:55 ﾏﾂｧﾌｧ着 ｴｽﾞﾙｳｨﾆ市 

3 月 7 日 月 ｹﾞｹﾞ支援地域訪問、ﾁｬｲﾙﾄﾞと面会、プロジェクト視察 ｴｽﾞﾙｳｨﾆ市 

3 月 8 日 火 ｹﾞｹﾞ支援地域訪問、ﾁｬｲﾙﾄﾞと面会、プロジェクト視察 ｴｽﾞﾙｳｨﾆ市 

3 月 9 日 水 ｹﾞｹﾞ支援地域訪問、コミュニティーワーク（トイレ建設予定） ｴｽﾞﾙｳｨﾆ市 

3月10日 木 終日観光（ｻﾌｧﾘ等） ｴｽﾞﾙｳｲﾆ市 

3月11日 金 14:10 ﾏﾂｧﾌｧ発→15：10 ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ着→17：40 ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ発 機内 

3月12日 土 12：35香港着→15：20香港発→20:15成田着  


