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地球大学 体験ク
体験 ルーズ

使用客船：オーシャンドリーム号
●総トン数35,265トン●全長205メートル●全幅26,5メートル
●喫水7,5メートル●乗客定員1,422人
●フィンスタビライザー
（横揺れ防止装置）
装備
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7/22（金）

●運行会社シーホークコーポレーションリミテッドインク

▼

釜山
（韓国）

国際交流、
特別授業・ゼミ、
語学教室
各地の大学生が集まる学びの空間

上海
（中国）

博多
長崎

7 29日（金）〜8月6日（土）
［9日間］

2016年 月

那覇

大学生特別旅行代金６万円

※船室クラスはフレンドリー/エコノミー
※船内プログラム費用込み・食事付き
（その他費用は裏面旅行条件を参照）
※30歳未満の大学生対象

ピースボート地球大学／Global University
ピースボート地球大学は、
「地球一周の船旅」
を活用した教育プログラムです。船で世界を巡りながら、日本全国、
そして世界各地から
の多彩な参加者とともに、
グローバルな社会で必要となる知識や経験、
そして行動力を養います。今回は夏休み期間を利用したショー
トクルーズに合わせた体験プログラムをつくりました。
ぜひ、
この機会にご参加ください。

お問い合わせは：ピースボートセンターとうきょう

0120 -95-3740

9:00-18:00
年中無休

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-13-1-B1
FAX:03-3362-6309［24時間受付］

PEACE ＆GREEN BOAT 2016 地球大学体験クルーズ
2016年7月29日（金）
〜2016年8月6日
（土）
［博多発着／9日間］
What s PEACE BOAT?

地球大学体験クルーズ・日程表
7/29 （金） 20:00
7/30 （土）

釜山［韓国］入港

19:00

釜山［韓国］出港
終日クルージング

7/31 （日）
8/1 （月）

9:00

上海［中国］入港

21:30

上海［中国］出港
終日クルージング

8/2 （火）
8/3 （水）
8/4

9:00

那覇［沖縄］入港

22:00

那覇［沖縄］出港
終日クルージング

（木）

8/5 （金）

博多出航

7:00

7:00

長崎入港

21:00

長崎出港

8:00

博多帰港

8/6 （土）
●最少催行人員:4名

●食事:朝8回、
昼7回、夜8回

●ピースボートは国連の特別協議資格をもつ国際交流NGOです
1 9 8 3 年に始まったピ ース
ボートの船旅は、のべ6万人
以上にのぼる参加者ととも
に、200以上の港を訪問して
きました。時を経て世界は大
きく変化していますが、NGO
ピースボートが目指すものは
当初と変わっていません。船旅を通じて、国と国との利害関係
を越えた、人と人とのつながりをつくりたい。NGOピース
ボートは、人びとが絆を深め、支え合い、共感できる架け橋と
なるために、船を出し続けています。

●添乗員：同行します

夏休み 9日間の特別授業!
●英語＆韓国語、
コミュニケーショントレーニング
常時30ヶ国以上のスタッフが働くグローバルな環境で、
「学んで使う」をくり返しながら学習する洋上
レッスンを体験してみましょう。
コミュニケーション上達に向けたトレーニングも実施します。
●国境を越えて友達をつくる国際交流
ピースボートの旅では、
訪れる寄港地でのプログラムはもちろん、
アジア各国からの乗船者との国際交流
を楽しむことができます。
「平和で持続可能なアジアの未来をめざして」
をスローガンに、
韓国のNPO
『環境
財団』
と共同でコーディネートをする船旅のため、
クルーズには日韓それぞれの参加者が乗船しています。
●自由に選べる寄港地のオプショナルツアー
訪れる寄港地では、
ピースボートならではのオプショナ
ルツアー（別途料金）を用意しています。韓国のNGOに
よる自然保護の活動を学んだり、長崎でヒバクシャの証
言に耳を傾け平和を考えたり。観光ツアーへの参加や
自由行動も可能で、
目的に合わせた選択肢があります。
●国際情勢の専門家による特別講座・ゼミ
各分野の専門家が世界の歴史や文化、さまざまな国際
問題をやさしく、
そして鋭く解説。今回の特別講師には、
社会問題に詳しい宮台真司さん（社会学者）も乗船。講
座を通じて知識を得るだけでなく、ゼミでの学びが「想
像力」
や
「グローバルな視点」
を磨くことになります。
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体験地球大学クルーズ推奨ツアー

『 美しき里山は語りかける』
ダム建設に直面する
川原
（こうばる）
訪問

50年以上前に計画されたダム建設のた
めに収用されようとしている川原には、
こ
れからもこの土地で暮らしていきたいと
願う住民の方々がいます。ダム建設予定
地域の視察や交流会を通じて、川原の豊
かな自然に触れ、
考えるツアーです。

旅行条件（要旨）詳しい旅行条件をお受け取りになり、内容をご確認の上お申し込みください。
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定め
る契約書面の一部となります。

1．募集型企画旅行契約
本旅行はNGOピースボート事務局がコーディネートし、株式会社ジャパングレイス
（以下「当社」
といいます）
が企画・実施する旅行です。本旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契
約（以下「旅行契約」
といいます）
を締結することになります。

2．旅行のお申し込み
大学の在校生、及び大学関係者の皆様に限ります。
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金として旅行代金の20％に当たる
12,000円を添えて、
お申込ください。当社が申込書と申込金の受領を確認できた時点で正式な
お申込となります。

3．旅行代金に含まれるもの
①旅行日程に明記した船舶運賃 ②旅行日程に明記した船内宿泊（フレンドリーエコノミー※）③
船内講義、
船内イベント
（一部有料有り）④旅行日程に明示した食事料金 ⑤船舶による手荷物運
搬料金 ⑥添乗員の同行費
（オプショナルツアーを除く）
※フレンドリーエコノミーの船室は4人部屋、窓なし、
シャワー・トイレ完備です。

旅行企画･実施 株式会社ジャパングレイス
観光庁長官登録旅行業第617号

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員

〒169 - 0075 東京都新宿区高田馬場1-32-13
TEL 03-5287-3081 FAX 03-5287-3083 http://www.pbcruise.jp
総合旅行業務取扱管理者

延原和正・本山誠

4. 旅行代金に含まれないもの
前項3項以外は旅行代金に含まれません。
その一部を以下に例示します。
①乗下船地と自宅間の交通費、
宿泊費 ②クリーニング代、
電話・ファックス・インターネットなど
の通信費、飲み物代などの個人的費用 ③海外旅行保険 ④船内チップ4,500円 ⑤ポートチャージ
10,800円

5．取消料
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、
いつでも旅行契約を解除することが
できます。
①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降21日前まで・・・・・旅行代金の 20 ％
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日前以降3日前まで・・・・・・旅行代金の 30 ％
③旅行開始日の前日から起算してさかのぼって2日前（前々日）以降旅行開始日まで
・・・・・旅行代金の 50 ％
④旅行開始後の解除または無連絡不参加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の100％
本旅行は貸切船舶を使用いたしますので、旅行開始後いかなる理由であれ旅行契約解除後の当
該船舶にかかる旅行代金の払い戻しはありません。

6. その他
①旅券（パスポート）
は日本帰国時6ヶ月の残存期間があるもの。
②上記旅行条件以外は、
当社旅行業約款
「募集型企画旅行契約の部」
によります。
③この旅行条件は、2016年6月10日現在を基準としてます。

coordinated by : ピースボート
〒169 - 0075 東京都新宿区高田馬場3 -13 -1- B1
TEL 03-3363-7561 FAX 03-3363-7562
http://www.peaceboat.org
● 本フライヤー掲載の写真はすべてイメージです ● PHOTO ： PEACEBOAT、
片岡和志、
梶浦崇志、
鈴木省一、中村充利、水本俊也

