近代化から取り残されたヒマラヤ圏の地域。そこに
は、
日本と50〜60年もの時差があります。
しかし、そ
の地域には、私たちが近代化するために捨ててきた
大切なものが、今も息づいています。
今年、大震災によって近代化された国のもろさを、
強く教えられた私たち。人類が、
これからも地球の一
員であるためには、
どんな未来を築いていかなけれ
ばならないのでしょうか？

サパナのスタディツアー

事前
学習会

アムド地方

ヒマラヤ山脈

横断山脈

ラサ

訪問地の地理・
歴 史 などを 学
び、より深い理
解を深めます。
ヒマラヤ造山運動で生まれ
た褶曲は、北インドからネ
パールを経て、雲南、北タイ
にまで及んでいます。

スタディツアー

ホ ームステ
イで、現地の
くらしを体感
します。

一般市民を対象
に現地映像で報
告。ツアー体 験
をシェアします。

サパナは、ヒマラヤ圏の異文化を紹介し、日本を振り返る場”を作っています。

●スタディツアー…ネパール、チベット、北タイ
●ヒマラヤ圏講座…語学、映像
●民族舞踊・芸術の紹介…チベット民謡、ネパール舞踊

タイ

山岳民族村トレッキングと古都チェンマイ
1

雲海が広がる村の朝

2
3
4
5
カレン族

6

北タイの山岳民族は約百万人で、カレ
ン、モン、
ラフ族など多種の民族がいま
す。伝統的な焼畑や狩猟を行い独自の
信仰、文化などを伝承しています。
彼らは国籍や土地所有の問題を抱えた
まま近代化から取り残された民族です
が、艶やかな民族衣装や祭礼は、世界
中の人々の関心を集めています。

報告会

7

北タイ

午後、新千歳→経由都市→夜、北方のバラと呼ばれる北タイ
の美しき古都チェンマイへ（チェンマイ泊）
朝、古都チェンマイに数多く残る古寺を巡る。その後、山岳
民族博物館を見学。午後、車でドイステープ山へ、
ワットプラ
タート寺院を見学。
（チェンマイ泊）
朝、チェンマイ発、近郊の市場で食材の買出し。午後、
カレン
族の森に生きる知恵を学びながらトレッキング。夕方、村へ
到着。
（歩行3時間）
（村/ホームステイ）
朝、村々を巡り、山岳民族の暮しなどを見ながら谷川へ。午
後、川沿いのロッジ着。(歩行4時間)竹の飯盒などによるカレ
ン族の調理を体験。
（村/ロッジ泊）
午前、ポー川沿いに進み、洞窟を抜けトレッキング終了。夕
方チェンマイ帰着。夜、山岳民族の工芸品などが並ぶナイト
バザールを散策。
（チェンマイ泊）
夕食までフリー。
（ホテルの部屋は18：00まで使用可）夕食後
空港へ。深夜、チェンマイ発（機内泊）
午後、新千歳着

2012年2月15日(水)〜21日(火)千歳発着178,000円
竹で食器を作るカレン族の男

チベットのうたごえ「バイマーヤンジンコンサート」11月22日（火）18：30

企 画・お 問 合 せ：ヒマラヤ圏 サ パナ
☎011-887-9700 ☎090-1309-9799
sapana387@gmail.com

札幌市豊平区平岸2-7-1-11-402(平岸駅徒歩2分)

●旅行企画実施: 株式会社ノマド

■航空会社：全日空、タイ航空、大韓航空など■ホテル：チェンマイ/ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ
ﾒｰﾋﾟﾝまたは同等クラス、トレッキング中は民家、ロッジ泊■一人部屋追加料
金：18,000円(トレッキング中は個室となりません)■食事：朝5回昼4回夕5回■
添乗員：同行しません。サパナスタッフと現地パートナーの日本語ガイドが現
地全行程ご案内■最小催行人員：6名■空港諸税、燃油サーチャージ：目安
13,000円■査証：不要■パスポート残存有効期間：入国時6か月以上

●会場：渡辺淳一文学館 ●チケット：2000円 市内プレイガイド発売中

ヒマラヤ サパナ

検索

観光庁長官登録旅行業第1668号/(社)全国旅行業協会正会員
札幌市中央区南２条西６丁目８番地一閤ビル 2F
☎011-261-2039 Fax.011-261-1998 営業時間：平日9時〜18時土曜9時〜15時 総合旅行業務取扱管理者：早坂悟

ヒマラヤ展望と世界遺産古都ホームスティ

ネパール
コースの最高標高は1900mです。

または午後、新千歳→経由都市（経由都市泊）
1 午前、
2 →カトマンズ→夕方ポカラ着（ポカラ泊）
カーレへ、
トレッキング開始。
アンナプルナが一望でき
3 午前、
る尾根へ登り、ヒマラヤを眺めながらポタナへ。歩行3.5時
間。
（ポタナ/ロッジ泊）
アンナプルナ山群の朝焼け

カトマンズ近郊の学校を訪問し、元気
な生徒たちと交流します。
この学校は
保育クラスから10年生までいます。芸
術教育にも力を入れ、サパナの絵画、
舞踊交流事業を共催しています。
世界遺産カトマンズ盆地に古代から
住み、ネパールの文化を作り上げたネ
ワール族。古都パタンのネワール族の
民家でホームステイし、彼らの日常を
体験します。

ネパールの中学生

パタンの市場

2012年3月4日(日)〜13日(火)千歳発着248,000円
■航空会社：タイ航空、大韓航空など■ホテル：ポカラ/ホテルミラ、カトマンズ/ホ
テルタメル、または同等クラス■一人部屋追加料金：25,000円（ロッジは個室とな
りません）■食事：朝7回昼5回夕7回■添乗員：同行しません。サパナスタッフ、
現地パートナーの日本語ガイドが現地全行程ご案内。■最小催行人員：6名■
空港諸税、燃油サーチャージ：目安19,000円■査証：必要 写真（3.5×4.5cm）2
枚 取得手数料7,000円■パスポート残存有効期間：申請時6か月以上

グル
4 アンナプルナ連峰を仰ぎながら、周辺の山村をめぐり、
ン族の村ダンプスへ午後着。歩行5時間。(ダンプス/ロッジ
泊)
ダンプスからフェディに下る。歩行2時間。専用車でポ
5 午前、
カラへ。途中、チベット難民村、オールドバザールを訪ねる。
（ポカラ泊）
6 午前、空路カトマンズへ。近郊の学校を訪問し、生徒たちと
交流。午後、ネパールで最も美しい古都バクタプールへ、市
内散策。
（バクタプール泊）
アジア最大の仏塔ボダナートに立寄りパタンへ。パタ
7 午前、
ン旧王宮広場、職人街散策後、ネワール族民家でホームス
テイ。
（パタン/ホームステイ）
8 パタン散策後カトマンズ旧王宮広場へ。アサン界隈を散策
後、
フリー。
（カトマンズ泊）
カトマンズ市内フリー。午後、出国→経由都市（経由都
9 午前、
市泊）
10 午後、新千歳着

アムド・チベット族の里と大草原トレッキング
アムドはチベットの中で最も豊
かで壮大な草原が広がり、長江、
黄河、メコン河の源流が湧き出
る地です。その大草原をトレッキ
ングし、社寺を巡ります。
厳しい自然と共に生きるチベッ
ト族の暮らしには、質素な中に
も、幸 せ の 原 点を感じます。ツ
アーで訪問する同仁（レゴン）の
住民の多くはチベット族です。彼
らは、仏教と共に古くから伝わる
民間信仰も持ち、祈りと一体の
人生を送っています。同仁の民
家を訪ね交流やホームステイを
しながら、チベット族の人々の生
活を体験します。

湖畔の放牧の丘から見る青海湖

アムドの大草原・羊の放牧

2012年7月中旬予定
千歳発着
予定価格278,000円

ツアーご参加の皆様へ＜旅行条件抜粋＞

チベット

チベット族

同仁のロール祭り

お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りください。旅行条件は、
パンフレットの内容、条件によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります。

■募集型企画旅行契約:この旅行は、株式会社ノマド
（以下「当社」
という）
が企画募集し実施する企画旅行です。旅
行に参加されるお客様は当社と企画旅行契約（以下「旅行契約」
という）
を締結することになります。
■旅行のお申し込み及び契約成立時期:旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支
払い対象旅行代金）
を受理した時に成立します。
（通信契約の場合を除きます。）
■お申込金（お一人様）
●旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００，
０００円以上旅行代金まで
●旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０，
０００円以上旅行代金まで
●旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０，
０００円以上旅行代金まで
●旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，
０００円以上旅行代金まで
●旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％以上旅行代金まで
■取消料:旅行契約成立後、
お客様の都合で契約を解除されるときは、右表の金額を取消料として申し受けます。
（
お一人様）
■旅行代金のお支払い:旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日より前に
（お申
し込み間際の場合は当社らが指定する期日までに）
お支払いください。
■旅行代金に含まれるもの:旅行日程に明示した★運送機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関の課す
付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行
者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。）
を含みません。)★宿泊費★食事代旅行取扱料金および消
費税等諸税、
サービス料。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの:前項のほかは旅行代金に含まれません。
その一部を例示いたします。
★超過手荷物
料金★運送機関の課す付加運賃・料金★クリーニング代、電報電話料、追加飲食代、
ホテルのボーイ・メイド等に対
する心付その他個人的性質の諸費用とそれに伴う税・サービス料★注釈のない限り日本国内の空港使用料★旅行
日程中の空港税、空港使用料等
■特別補償:当社は、
当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行
約款別紙特別補償規程に基づき、
お客様が募集型企画旅行参加中に急激且つ偶然な外来の事故により、
その身
体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、予め当社約款特別補償規程に定める金額の範囲において、
補償金又は見舞金を支払います。
■旅行条件（抜粋）基準日:この旅行条件は、2011年10月1日を基準としています。又、
この旅行代金は、2011年10
月1日現在の有効なものとして公示されている運賃・規則、又は2011年10月1日現在認可申請中の航空運賃・適用
規則を基準として算出しています。

■個人情報の取り扱いについて:当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、
お
客様との連絡のために利用させていただくほか、
お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及
びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
その他、
当社らは、[1]当社ら
及び当社らの提携する企業の商品やサービス、
キャンペーンのご案内[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお
願い[3]アンケートのお願い[4]特典サービスの提供[5]統計資料の作成、
にお客様の個人情報を利用させていただ
くことがあります。
これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は出発前までにお申し出下さい。
■その他:旅行代金は特に記載のない限りお一人様分を表示しています。
また、
こども代金は旅行開始日当日を基準
に満2歳以上〜12歳未満の方に適用します。
また、旅行の中途離団等、
お客様の都合で旅行日程を変更する場合
は、別途追加手数料等をお支払いいただいた上で可能な限りご希望に沿うよう努力しますが、運送機関等の状況
により不可能な場合があります。
また、
「離団証明書」等の証明書類に署名、捺印等をいただく場合があります。
◎海外危険情報・衛生情報について
「外務省海外危険情報」
は
「海外安全ホームページ
（http://www.anzen.mofa.go.jp）」
または、外務省海外安全
情報センター
（TEL:03-5501-8162／受付時間：外務省閉庁時を除く09:00〜17:00）
などでご確認いただけます。
渡航先の衛生状況は
「厚生労働省検疫感染症ホームページhttp://www.forth.go.jp」
でご確認いただけます。
4/27〜5/6、7/20〜8/31、
旅行契約の解除期日
左記以外の日に開始する旅行
12/20〜1/7に開始する旅行
旅行開始日の前日から起算してさか
旅行代金の１０％
無料
のぼって４０日目にあたる日以降〜３
（１０万円を上限）
１日目にあたる日まで
旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・１０万円
旅行開始日の前日から起算してさか
旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５万円
のぼって３０日目にあたる日以降〜１
旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３万円
５日目にあたる日まで
旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２万円
旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・旅行代金の２０％
旅行開始日の前日から起算してさか
のぼって１４日目にあたる日以降〜３
旅行代金の２０％
日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日〜旅行開始日まで 旅行代金の５０％
旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の10０％

