
日 程 ︓２０１７年２⽉２6日（日）〜３⽉９日（⽊）12日間 
訪問地 ︓タイ王国パヤオ県  
     ＹＭＣＡパヤオセンター、メータチャン村 
ワーク ︓施設の建設や整備等 
募集⼈数︓１５名（最⼩催⾏⼈数８名） 申込み締切１⽉１４日 



タイ農村の子どもたちの今を共有してみませんか？ 

あなたの働きがコミュニティの力になります！ 

 世界119の国と地域にあるYMCAは、その地域で抱える問題に向き合い、平和な社会実現のため様々な活
動を⾏っています。特に東南アジアのYMCAは、貧困等がもたらす諸問題に地域とともに活動を⾏っています。 
 仙台YMCAは、３０年余年に及ぶバンコクYMCAとの協働で、様々な課題に直面しているタイ農村部の子ど
もたちや⻘年たちのための様々な活動を⾏っています。 

 タイ農村ワークキャンプは以下の目的で実施されます。 
 ①タイ農村部のコミュニティに必要な施設等を作る。 
 ②訪問国の⼈々との交流を通し、⽂化・歴史・⽣活等々について理解を深める。 
 ③「共に⽣きる」ことの意味を学び、⼈々との出会い、交わりを深める。 

タイ農村ワークキャンプとは 

バンコクYMCAとの交流の歴史 

◆１９７９年 
浅利友重⽒は、⼤学の頃から仙台ＹＭＣＡ⻘少年活動ボランティアリーダーとして
活躍。リーダーとしての活動を通してＹＭＣＡ国際協⼒奉仕活動であるアジアの難
⺠救援活動のボランティアワーカーになることを決意。卒業後アジア学院で１年７ヶ
⽉、農村指導者としての訓練と⾃動⾞・農業機械を学ぶ。 
◆１９８４年５⽉１⽇ 
浅利友重ご夫妻は、３年４ヵ⽉間に渡るバンコクＹＭＣＡとの農村開発プロジェク
ト協⼒活動の任を終え帰国。 
☆第１回 １９８６年３⽉１８⽇〜３０⽇ 
（仙台ＹＭＣＡ創⽴８０周年記念事業の⼀つ） 
作業内容︓運動場整備・遊具設置（シーソー、ブランコ、サッカーゴール、国旗掲
揚台、東屋） 
☆第２回 １９８７年３⽉１７⽇〜３０⽇ 
作業内容︓教室鉄骨製シェルター建設 
☆第３回 １９８８年３⽉１７⽇〜３１⽇ 
作業内容︓飲料⽔貯⽔タンク建設、トイレ建設 
☆第４回 １９８９年３⽉１７⽇〜３１⽇ 
作業内容︓野外チャペル建設 
☆第５回 １９９０年３⽉１７⽇〜３１⽇ 
作業内容︓カヌー練習場に吊り橋建設 
☆第６回 １９９２年３⽉１６⽇〜２９⽇ 
作業内容︓机・椅子の製作、校庭の遊具の補修 
◆１９９２年６⽉６⽇ パートナーシップ締結 
１２年間に渡る交流とこれまでのワークキャンプ受け⼊れに感謝し、更に⼀層の友好
を深めるため、両ＹＭＣＡはパートナーシップを締結した。 
☆第７回 １９９３年３⽉１７⽇〜３１⽇ 
作業内容︓多目的集会所建設 
☆第８回 １９９４年３⽉１６⽇〜２９⽇ 
作業内容︓多目的職業訓練所建設（フレンドシップ） 
☆第９回 １９９５年３⽉１６⽇〜２９⽇ 
作業内容︓図書館建設“ライブラリーハウス” 
☆第１０回 １９９６年３⽉１５⽇〜２８⽇ 
作業内容︓⼩学校の教室の間仕切り建設 
☆第１１回 １９９７年３⽉１６⽇〜３０⽇ 
作業内容︓職業訓練センター「ミシン作業所」建設 
☆第１２回 １９９８年３⽉１５⽇〜３０⽇ 
作業内容︓バスケットボールコート建設 
☆第１３回 １９９９年３⽉１３⽇〜２８⽇ 
参加者数︓建設 

☆第１４回 ２０００年３⽉１３⽇〜２８⽇ 
作業内容︓農村開墾（⽥んぼ草刈り及び畑作り）及び集会所建設 
☆第１５回 ２００１年３⽉１１⽇〜２７⽇ 
作業内容︓集会所“MINNA－みんなー”建設 
☆第１６回 ２００２年３⽉１１⽇〜２６⽇ 
作業内容︓バスケットボールコート建設 
☆第1７回 ２００３年３⽉１０⽇〜２５⽇ 
作業内容︓厨房建設 
☆第１８回 ２００４年３⽉１５⽇〜３０⽇ 
作業内容︓こどもの家建設 
☆第１９回 ２００５年３⽉１４⽇〜２９⽇ 
作業内容︓厨房建設 
☆第２０回 ２００６年３⽉６⽇〜２０⽇ 
作業内容︓住居建設 
☆第２１回 ２００７年３⽉８⽇〜２２⽇ 
作業内容︓教育施設拡張⼯事 
☆第２２回 ２００８年３⽉８⽇〜２２⽇ 
作業内容︓⼩学校のバレーボールコート建設 
☆第２３回 ２００９年３⽉９⽇〜２３⽇ 
作業内容︓幼稚園塀建設 
☆第２４回 ２０１０年３⽉１⽇~１５⽇ 
作業内容︓塀建設、通路整備 
☆第２５回 ２０１１年３⽉１⽇〜４⽉２⽇ ※東日本⼤震災により約２週
間の帰国延期作業内容︓貯⽔タンク建設 
☆第２６回 ２０１２年３⽉１⽇〜１４⽇ 
作業内容︓貯⽔タンク建設 
☆第２７回 ２０１３年２⽉１８⽇〜３⽉４⽇ 
作業内容︓ＹＭＣＡパヤオセンター敷地内道路舗装 
☆第２８回 ２０１４年３⽉５⽇〜１９⽇ 
作業内容︓キウジャンピー村の集会所建設 タイ側村⼈・⼩中高校⽣多数 
☆第２９回 ２０１５年２⽉２３⽇（⽉）〜３⽉４⽇（⽔） 
作業内容︓メータチャン村多目的コート建設 
☆第３０回 ２０１６年２⽉２２⽇（⽉）〜３⽉２⽇（⽔） 
作業内容︓YMCAパヤオセンターフェンス補修 
◆2016年2⽉23⽇（火）タイ農村ワークキャンプ30回記念式典 
場  所）バンコクＹＭＣＡパヤオセンター   



第30回ワークキャンプの様子 



 

第29回参加者 東北福祉⼤学 神えりかさん 
 

 私は今回、初めてのタイワークキャンプ参加でした。きっかけは前回の団⻑からのお誘いを受け「観光では体験できないことをしてた
くさん学びたい︕」という気持ちからでした。学習会が始まり、去年までのタイワークの話を聴いているうちに、タイでどんな出会いが
待っているのだろうかという期待が膨らみました。 
 パヤオセンター2⽇目。⼈⾝売買という⾔葉の意味を頭ではわかっていたものの、
⼈⾝売買についての学習会を受けて、⾃分の知識の少なさや今までいかに関⼼が低
かったかということにとても恥ずかしく感じました。そしてその後に⼈⾝売買被害
に遭われた方のお話を伺って、現代の⽇本も⼈⾝売買に関与していて、それが私た
ちの⾝近にも有りうるということにさらに衝撃を受けました。この時の悲しさと衝
撃は一生忘れられないと思います。悲しいことに、そのあとにあった質問の時間で
は思ったことがあったにもかかわらず、これを尋ねてもいいのだろうかと迷ってし
まい、口をひらけずにいました。それと同時に思ったことは、今の⾃分にできるこ
とは限られているのかもしれないけれど、今まで⾃分が⼈⾝売買について何も分
かっていなかったように、この現実を知らないであろう周囲の⼈たちにも関⼼を持
てるように伝え、⾃分の記憶だけに留めておかないということでした。その夜の歓
迎会ではおもてなしの⼼がこもった料理をいただきました。そこで出会った⼦どもたちのきらきらと輝いていた目が印象的でした。 
 メータチャン村では5⽇間過ごし、村の方々とも協⼒してバレーコートを作りました。初⽇の夜は体調を崩して皆と一緒に過ごせませ
んでしたが、ホストファミリーの方々とゆっくり過ごすことができたのはいい思い出です。その甲斐あって翌⽇からは思いっきりワーク
に励むことができました。嬉しかったことは、その⽇のワークが終わるたびに村の⼦どもたちが私を呼んで駆け寄ってきてくれたことで
した。村の遊びを教えてもらったり、真っ暗な部屋でテレビを⾒たり、一緒に過ごした時間はとても幸せでした。驚いた光景のひとつ
が、⼦どもが違う家の⼈に背負われて気持ちよさそうに眠っている姿でした。よく考えてみれば、この村では⼤⼈が協⼒して一つのこと
をおこなっていたり、⼦どもたちが気軽に友達の家に⾏ったり、外で思い思いに遊んでいたりと、今の⽇本では⾒られなくなってきた地
域のつながりがあるのだと気づきました。そのつながりの中に今回⾃分たちがいて、協⼒してワークを終えることができ、⼤きな達成感

と喜びになりました。 
 私にとっては今回が初めてのタイワークであったと同時に、海外に⾏くことが初めてであったた
め、みんなに迷惑をかけないか、⾔葉や⽂化の違いについていけるかどうか、不安でいっぱいのま
ま初⽇を迎えていました。しかしタイで出会った方々に温かく歓迎していただき、一緒に過ごして
笑顔を⾒ているうちにその不安はなくなり、またこの笑顔に会いに来たいと思えるようになってい
ました。充実した10⽇間を過ごすことができたのは、メンバー、タイのボランティア学生、パヤオ
センターの方々、村の皆様のおかげです。タイワークでの経験、感じたこと、頂いたもの、すべて
が宝物です。この宝物を独り占めせずに、少しずつでも周囲に発信していきたいと思います。 

参加者の声 

第30回参加者 東北福祉⼤学 伊藤明日香さん 
 
東⽇本⼤震災でたくさんの国が東北を励まし⽀援してくれたように、海外でボランティア

をしたいという思いで、今回タイワークに参加しました。看護を学ぶ⼈間として、⼈⾝売買や
性産業について向き合いたいという気持ちもありました。 
例年に⽐べ⽇本チーム⾃体少⼈数で、40⼈の⼦供達が喜んでくれるかはじめは不安でした。
また、⼈数の関係で村でのホームステイは一泊だけになり、ほとんどをパヤオセンターのゲス
トハウスで過ごしました。今回農村でのワークが出来なかったことは残念でしたが、その分パ
ヤオセンターの⼦供たちと例年よりも深く交流することが出来ました。 
 
タイの⼈々について 

企画したレクリエーションはスタッフの助けもあって無事成功し、⼦供たちが楽しみながら⽇本⽂化に親しむことが出来るという目的
を達成出来ました。特に⼤縄跳びは予想以上に⼦供たちの遊びとして定着し、とても嬉しかったです。⼦供達はみんな素直で、優しく、
働き者でした。その一方で、こんなに素直な⼦供たちが⼈⾝売買の被害に遭うということが居た堪れず、あってはならないことだと感じ
ました。パヤオセンター、農村の⼦供達には、これからも⼼⾝ともに健康で、豊かな⼈生を送ってほしいです。また、⼈⾝売買の危険に
遭う⼦が1⼈でも多く保護されることを願います。 

ワークキャンプを通じて村の⼈々や⼦供たちと出会い、たくさんの明るい笑顔に接しました。流
⽯、微笑みの国タイ。しかし、彼らの背景には、⼦供を売らなければならなかったり、家庭内暴⼒
などそれぞれに苦しい環境があることも確かです。このワークをただ楽しいだけで終わらせずに、
一⼈ひとりのバックグラウンドに目を向け⾃分に出来ることをしたいと思いました。⾃分にできる
ことのひとつは、周りの⼈に⼈⾝売買や性産業の知識を伝えることです。今⽇本に住む⾃分たちの
⾝近に⼈⾝売買の事件があり、⾃分たちが加害者となる可能性もある、と知ることがブローカーを
作り出さない第一歩となると考えました。 



現地の人々との交流を通し、多くの気づきと学びが得られます！ 

少しでも興味を持たれた方は、以下の説明会にご参加ください。 

映像や資料を使って昨年のワークの様子や詳しい活動内容をご説明します。 

日時：12月5日(月)、10日(土)、14日(水)、22日(木) 

   いずれも19:00～20:30 

   12月26日(月)、27日(火)、28日(水) 

   いずれも10:00～11:30 

※上記日程以外も対応可能です(ご相談ください)。 

場所：仙台ＹＭＣＡ(青葉区立町9-7) 

説明会参加ご希望の方はご連絡をいただければ幸いです。 

お問合せ・説明会申込 仙台ＹＭＣＡ 

電話：０２２-２２２-７５３３ 

担当:加藤、小幡 

第３１回タイ農村ワークキャンプ説明会 

⼈⾝売買について 
⼈⾝売買の勉強会で、これまでのタイにおける⼈⾝売買は⽇本⼈ブローカー

が中⼼だったと知りました。⽇本はほとんど関与していないと思っていただけ
に、衝撃を受けました。被害者家族が脅迫されるケースや、本⼈が騙され連れ
去られるケースなど様々なケースがあることを学びました。同時に、⼈権が守
られていない⼈が世界にはまだたくさんいることに悲しみと怒りを感じまし
た。このタイワークは、⼈間の生命と尊厳をより⼤切にする医療従事者になり
たいと考えることが出来る、価値あるものとなりました。それは、⽇本に居て
はなかなか感じ取ることのできない体験だったと思います。 

どんな理由があっても、⼈が⼈として生きることを妨げるようなことがあっ
てはなりません。⽇本はこれまで、そしてもしかしたら現在も⼈⾝売買の加害
国である。それならば⼈⾝売買の被害にあった方々やリターニーを守る責任が
あると思いました。また、タイにはタイの課題があるとともに、⽇本には⽇本
の課題があるとも考えることが出来ました。これからは⽇本・タイ両方の視点からより深く⼈⾝売買、⼈間の尊厳について学びたいで
す。 

 
ボランティアワークについて 

ボランティアワークは悪天候もありましたが、スタッフの方々や⼦供達の協⼒で、約56本のコンクリート芯を設置することが出来まし
た。このワークキャンプの利点は、信頼関係を基盤に現地の方のニーズに合わせて、それに応えるという形が成り⽴っていることです。
異なる⽂化を持っていても、QOLの向上という共通目標を掲げ、共助することが出来る。その関係があるからこそ、30年間という継続し
た取り組みが出来たのだと思いました。 

YMCA第30回ワークキャンプの記念看板にはKIZUNAキズナという⽂字を入れました。これまで30年以上培ってきた⽇本とタイの絆を
決してたゆさず、更に強いものとなることを祈り、記しました。タイ・⽇本スタッフの皆さんは本当に私たちを気遣ってくださいまし
た。皆さんの笑顔や機転に救われ、このワークを健康に無事終えることができました。本当にありがとうございます。パヤオセンターで
は、⾃分からうまく話しかけることができず、関わってきてくれる⼦供としか話が出来なかったこと、⾃分の不甲斐なさに後悔していま
す。来年度も時間やお⾦の⾯で可能であれば参加し、たくさん学生を連れて⾏って、タイの⼈々の笑顔に会いに⾏きたいです︕ 



第31回タイワーク農村ワークキャンプ募集要項 
日  程 ︓ ２０１７年２⽉２6日（日）〜３⽉９日（⽊）12日間（予定） 
訪問地 ︓ タイ王国パヤオ県 メータチャン村（予定）、YMCAパヤオセンター 
 
 
 
 
 
 
 
 
ワーク ︓ メータチャン村施設の建設や整備等（写真は、29回ワークで完成した多目的コート） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
募集⼈数︓ １５名（最⼩催⾏⼈数８名） 申込み締切１⽉１５日 
参 加 費 ︓ 180,000円（申込⾦50,000円含む） 
主  催 ︓ 公益財団法⼈仙台YMCA 
申し込み ︓ 説明会に参加し、内容をご理解の上、お申し込みください。 
参加条件︓ 
１．ＹＭＣＡは次のような⼈に参加して欲しいと考えています。 
 Ａ．心身ともに健康で支障なくプログラムに参加できる⼈。 
 Ｂ．保護者だけの意向で参加するのではなく、本⼈⾃らが参加することを望んでいる⼈で、⾃分で問い合わせや手続きに積極的な⼈。（特に高校⽣

以上の⼈で問い合わせ・手続きが全て親任せというケースは困りものです。） 
 Ｃ．このワークキャンプを通してタイの⼈々と知り合い、⼀緒の⽣活を楽しみ、且つ⾔葉や⽂化を積極的に学びたい⼈。 
 Ｄ．何故このキャンプに参加するのか、何をしたいのかという参加動機・希望がはっきりしている⼈。 
 Ｅ．渡航準備段階でお願いする必要書類を期日まできちんと準備、提出できる⼈。 
 Ｆ．⾃分の日常⽣活の身回り整理、⾐⾷住の管理が⼀応⾃分でできる⼈。 
 Ｇ．団体⽣活を快適に過ごせる⼈。 
 Ｈ．事前の学習会に参加できる⼈。 
２．上記事項に該当しない場合、出発前であっても参加をお断りすることがあります。その場合は別項のキャンセル規定に従って、参加費を返⾦いたしま

す。 
３．ワークキャンプ中に参加者の特別な理由で団体でのスケジュールから離れる等の別⾏動や帰国延⻑をする場合、事前にご本⼈或いは保護者の⽅

より書面にてお知らせください。 
４．ワークキャンプ期間中参加者が疾病、障害、その他の理由で医師の診断治療が必要と認められた場合、引率指導者は保護者に代わって必要な

医療的措置をとることがあります。この場合出費が保険⾦の限度額を超えた場合は、本⼈の負担となります。 
５．ワークキャンプ期間中参加者が下記事項に該当する場合は、直ちに団体から離れていただき、帰国していただくことがあります。  
 Ａ．疾病、本⼈の責任による事故・犯罪・法律違反等の理由で日本への帰国が必要と認められたとき。 
 Ｂ．引率スタッフの指⽰に従わず、規律を守らず身勝手な振る舞いが多いとき。 
 Ｃ．参加意欲や積極性を欠き、他の参加者および訪問先に著しい迷惑を及ぼすと認められるとき。 
※尚、ＹＭＣＡおよび旅⾏代理店は離団後の⼀切の責任は負いません。この場合帰国のための新たな⽚道分航空運賃等の出費は本⼈負担とな 
 ります。これらの場合の参加費用の払い戻しはいたしません。 
※また、事故や病気⼊院、その他ＹＭＣＡおよび旅⾏代理店の責任外の理由で保護者の⽅に現地まで来ていただく場合の費用は、保険で支払 
 われる以外はご家族の負担となります。 

◇ＹＭＣＡパヤオセンターとは◇ 
ＹＭＣＡパヤオセンターとは、⼈⾝売買に巻
き込まれる危険性が高い⼦どもを保護する
シェルター施設です。⼦どもたちが生活の質
を向上させることができるように、学習⽀援
や職業⽀援、さらに⼦どもの権利や⼈⾝売買
に関する知識の研修やトレーニングを⾏って
います。 

メータチャン村 YMCAパヤオセンター 

このコートは、子どもたちの大切な遊び場で

あり、村の人々の集まる場所でもあります。 



海外保険︓ 
 ＹＭＣＡでは、安全対策本部を設け、バンコクＹＭＣＡと密接な連絡を取

り、ワークキャンプ参加者が安全で快適にプログラムに参加できるように最善の努

⼒を払います。しかし、天災やストライキ、ハイジャック、参加者⾃身の責任による

事故、死亡、障害、手荷物の紛失・盗難・損傷に対しては、参加者全員に次の

通り保険に加⼊いたします。尚、保険料は参加費に含まれます。 

１．ＹＭＣＡは参加者に対して原則としてＹＭＣＡの指定する保険会社 

  の海外旅⾏損害保険に加⼊していただきます。保険額は以下の通り(予定）

です。 

 傷害・死亡        ５００万円 

 傷害後遺障害       ５００万円 

 傷害・治療        ５００万円 

 疾病・治療        ５００万円 

 疾病・死亡        ５００万円 

 賠償責任（免責無）   ５０００万円 

 救援者費用        １００万円 

２．航空機を利用中の旅客の事故・死亡・障害或いは手荷物の紛失・ 

    損害に対しては国際航空協定により保障されます。 

旅⾏条件 
１． 参加費に含まれるもの 

   航空運賃（エコノミークラス）、宿泊費、⾷費 

   運輸機関の規定内手荷物料⾦、同⾏スタッフに必要な経費 

   渡航手続き書類作成費用(パスポート取得手続きを除く) 

   団体⾏動中のチップ、税⾦、ならびにサービス料 

２． 参加費に含まれないもの 

   出発空港までの交通費 

   規定を越える手荷物運搬料⾦ 

   パスポート取得費用 

   予防注射費用 

   電話代、お⼟産代、茶菓子等のその他個⼈的費用 

３． 旅⾏契約内容・代⾦の変更 

   天変地変、戦乱、暴動、輸送・宿泊機関のサービス提供の中⽌、官公署の

命令、その他ＹＭＣＡの管理できない事由が発⽣した場合、契約内容を

変更することがあります。また、その変更に伴い旅⾏代⾦を変更することがあ

ります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を⼤幅に越えて

利用する運送機関の運賃・料⾦の改定があった場合は旅⾏代⾦を変更す

ることがあります。増額の場合は、旅⾏開始日の前日から起算してさかの

ぼって１５日目に当たる日より前にお知らせします。 

   標記の最低催⾏⼈員に満たない場合は旅⾏を中⽌することがあります。この

場合、旅⾏開始日の前日から起算してさかのぼって２３日目に当たる日よ

り前に通知します。 

   ここに記載のない事項については旅⾏取り扱い業者旅⾏約款によります。 

ワークキャンプ中の⽣活について 
◆宿泊場所◆ 

 基本的にＹＭＣＡの施設を利用いたします。バンコクＹＭＣＡは多くの地域に

施設を持っていますが、場所により他施設を利用することもあります。ま た、ホ ー ム

ステイを実施する場合は、現地住⼈の住居に宿泊することになります。◆⾷事◆ 

 ⾷事は現地の⾷事をとります。⾷事内容は⼀般的に日本と⽐べて質素です。

味付けが日本⼈の⼝に合わなかったり，日々のメニューが単調であったりすること

があります。⾷事は、その国の⽂化が良く分かるもので、それも異⽂化体験とご理解くだ

さい。特にホームステイのチャンスがある場合の受⼊の状況は、その家族ごとで違ってきま

す。これもホームステイの性格上当然のことですのでご承知ください。 

◆⽣活に関わること◆ 

 多くの場合、日本と⽣活習慣がかなり違います。異⽂化体験を充分に味わってくださ

い。⼊浴なども⼗分にできないことがありますが、多少のご⾟抱をお願いします。 

◆⾔葉について◆ 

 どの国に⾏っても英語がコミュニケーションの手段になりますので、英語はできるにこした

ことはありませんが、できなくても⽣活を楽しむことが出来ます。また、タイ語についてはワー

ク地の⼈々（特に子どもたち）とのコミュニケーションのキッカケを持つため、「挨拶」程度

の簡単な単語を幾つか覚えていくことをお勧めします。いずれにしても必要に迫られれば

何とか通じるものですし、伝えようと努⼒し、苦労することがとても⼤切です。 

◆引率スタッフ◆ 

 タイ農村ワークキャンプの全⾏程について仙台ＹＭＣＡスタッフが指導者として同⾏し

ます。また、タイ国についてからはバンコクＹＭＣＡスタッフも同⾏します。 

 このワークキャンプの主旨を理解し、参加者が異⽂化接触、理解を深めることができる

ように、全期間を通じてプログラム内容に責任を持ち、個別の参加者に教育的な配慮

をすることが、この引率スタッフの重要な仕事になります。引率スタッフは、メンバーを援助

することは喜んでしますが，主役はあくまでも参加メンバー⼀⼈ひとりの⽅ですから、スタッ

フに「〜をしてもらう。」のではなく、危険や健康に関すること以外、⾃分で解決するように

努めてください。様々な問題を外国⼈の⼈々と⼀緒になって解決してみようとする中で、

価値観や⽂化の違いなど、⼤切なことを体験的に学ぶ姿勢を持ち、どうしても⾃分の手

に負えないときは、引率スタッフに相談してください。 

◆学習会・説明会◆ 

 参加者が確定し、実施が決定してから５回程度の学習会を実施します。内容は、タ

イ農村ワークキャンプの目的理解、今回のワークの目的・内容理解、タイの歴史や現在

の状況理解、タイ語のでの挨拶学習、日本の紹介プログラム検討・準備などです。１・

２⽉中に⾏う予定で、詳細は後日お知らせ致します。 

申し込み⽅法 
１． 所定の申込書に記⼊の上、申込⾦を添えてＹＭＣＡ窓⼝までお申込ください。 

２．申込期限は2017年１⽉14日(⼟)です。 

３． 申込期限に関わらず、定員になり次第締切りとなります。 

４． 分割納⼊をご希望の⽅は、分納誓約書に必要事項をご記⼊の上、期日までに

お支払いください。ただし、その場合でも、2017年２⽉末日までに完納するように

してください。 

５．上記の日程までの納⼊が困難な⽅はご相談ください。 

参加取り消しについて 
 申し込み後、参加者の都合により参加を取り消す場合は、以下のキャンセル規定に

基づき、キャンセル料を頂戴いたします。 

出発３０日前〜２１日前  申込⾦を含めた参加費の ２０％ 

出発２０日前〜 ３日前  申込⾦を含めた参加費の ３０％ 

出発 ２日前〜  当日  申込⾦を含めた参加費の ５０％ 



公益財団法人仙台ＹＭＣＡ 

・国際奉仕センター 

・東日本大震災支援対策室 

学校法人仙台ＹＭＣＡ学園 

・ＹＭＣＡ幼稚園 

・ＹＭＣＡ国際ホテル専門学校 

・ＹＭＣＡジュニアクラブ 

・ＹＭＣＡウエルネスクラブ 

・ＹＭＣＡイングリッシュスクール 

・ＹＭＣＡ生涯学習センター 

社会福祉法人仙台ＹＭＣＡ福祉会 

・ＹＭＣＡ西中田保育園 

・ＹＭＣＡ南大野田保育園 

・ＹＭＣＡ加茂保育園 

ＮＰＯ法人仙台ＹＭＣＡファミリーセンター 

・ＹＭＣＡアフタースクール（ポップクラブ） 

・放課後等デイサービス（みらい・きぼう） 

・コミュニティスクール 

・仙台市旭ヶ丘児童館 

・仙台市富沢児童館 

・仙台市西山児童館 

〒980-0822 仙台市青葉区立町9-7 

TEL 022-222-7533 FAX 022-222-2952 



日 程 ︓２０１７年２⽉２6日（日）〜３⽉９日（⽊）12日間 
訪問地 ︓タイ王国パヤオ県  
     ＹＭＣＡパヤオセンター、メータチャン村 
ワーク ︓施設の建設や整備等 
募集⼈数︓１５名（最⼩催⾏⼈数８名） 申込み締切１⽉１４日 



タイ農村の子どもたちの今を共有してみませんか？ 

あなたの働きがコミュニティの力になります！ 

 世界119の国と地域にあるYMCAは、その地域で抱える問題に向き合い、平和な社会実現のため様々な活
動を⾏っています。特に東南アジアのYMCAは、貧困等がもたらす諸問題に地域とともに活動を⾏っています。 
 仙台YMCAは、３０年余年に及ぶバンコクYMCAとの協働で、様々な課題に直面しているタイ農村部の子ど
もたちや⻘年たちのための様々な活動を⾏っています。 

 タイ農村ワークキャンプは以下の目的で実施されます。 
 ①タイ農村部のコミュニティに必要な施設等を作る。 
 ②訪問国の⼈々との交流を通し、⽂化・歴史・⽣活等々について理解を深める。 
 ③「共に⽣きる」ことの意味を学び、⼈々との出会い、交わりを深める。 

タイ農村ワークキャンプとは 

バンコクYMCAとの交流の歴史 

◆１９７９年 
浅利友重⽒は、⼤学の頃から仙台ＹＭＣＡ⻘少年活動ボランティアリーダーとして
活躍。リーダーとしての活動を通してＹＭＣＡ国際協⼒奉仕活動であるアジアの難
⺠救援活動のボランティアワーカーになることを決意。卒業後アジア学院で１年７ヶ
⽉、農村指導者としての訓練と⾃動⾞・農業機械を学ぶ。 
◆１９８４年５⽉１⽇ 
浅利友重ご夫妻は、３年４ヵ⽉間にわたるバンコクＹＭＣＡとの農村開発プロジェ
クト協⼒活動の任を終え帰国。 
☆第１回 １９８６年３⽉１８⽇〜３０⽇ 
（仙台ＹＭＣＡ創⽴８０周年記念事業の⼀つ） 
作業内容︓運動場整備・遊具設置（シーソー、ブランコ、サッカーゴール、国旗掲
揚台、東屋） 
☆第２回 １９８７年３⽉１７⽇〜３０⽇ 
作業内容︓教室鉄骨製シェルター建設 
☆第３回 １９８８年３⽉１７⽇〜３１⽇ 
作業内容︓飲料⽔貯⽔タンク建設、トイレ建設 
☆第４回 １９８９年３⽉１７⽇〜３１⽇ 
作業内容︓野外チャペル建設 
☆第５回 １９９０年３⽉１７⽇〜３１⽇ 
作業内容︓カヌー練習場に吊り橋建設 
☆第６回 １９９２年３⽉１６⽇〜２９⽇ 
作業内容︓机・椅子の製作、校庭の遊具の補修 
◆１９９２年６⽉６⽇ パートナーシップ締結 
１２年間に渡る交流とこれまでのワークキャンプ受け⼊れに感謝し、更に⼀層の友好
を深めるため、両ＹＭＣＡはパートナーシップを締結した。 
☆第７回 １９９３年３⽉１７⽇〜３１⽇ 
作業内容︓多目的集会所建設 
☆第８回 １９９４年３⽉１６⽇〜２９⽇ 
作業内容︓多目的職業訓練所建設（フレンドシップ） 
☆第９回 １９９５年３⽉１６⽇〜２９⽇ 
作業内容︓図書館建設“ライブラリーハウス” 
☆第１０回 １９９６年３⽉１５⽇〜２８⽇ 
作業内容︓⼩学校の教室の間仕切り建設 
☆第１１回 １９９７年３⽉１６⽇〜３０⽇ 
作業内容︓職業訓練センター「ミシン作業所」建設 
☆第１２回 １９９８年３⽉１５⽇〜３０⽇ 
作業内容︓バスケットボールコート建設 
☆第１３回 １９９９年３⽉１３⽇〜２８⽇ 
作業内容︓建設 

☆第１４回 ２０００年３⽉１３⽇〜２８⽇ 
作業内容︓農村開墾（⽥んぼ草刈り及び畑作り）及び集会所建設 
☆第１５回 ２００１年３⽉１１⽇〜２７⽇ 
作業内容︓集会所“MINNA－みんなー”建設 
☆第１６回 ２００２年３⽉１１⽇〜２６⽇ 
作業内容︓バスケットボールコート建設 
☆第1７回 ２００３年３⽉１０⽇〜２５⽇ 
作業内容︓厨房建設 
☆第１８回 ２００４年３⽉１５⽇〜３０⽇ 
作業内容︓こどもの家建設 
☆第１９回 ２００５年３⽉１４⽇〜２９⽇ 
作業内容︓厨房建設 
☆第２０回 ２００６年３⽉６⽇〜２０⽇ 
作業内容︓住居建設 
☆第２１回 ２００７年３⽉８⽇〜２２⽇ 
作業内容︓教育施設拡張⼯事 
☆第２２回 ２００８年３⽉８⽇〜２２⽇ 
作業内容︓⼩学校のバレーボールコート建設 
☆第２３回 ２００９年３⽉９⽇〜２３⽇ 
作業内容︓幼稚園塀建設 
☆第２４回 ２０１０年３⽉１⽇~１５⽇ 
作業内容︓塀建設、通路整備 
☆第２５回 ２０１１年３⽉１⽇〜４⽉２⽇ ※東日本⼤震災により約２週
間の帰国延期作業内容︓貯⽔タンク建設 
☆第２６回 ２０１２年３⽉１⽇〜１４⽇ 
作業内容︓貯⽔タンク建設 
☆第２７回 ２０１３年２⽉１８⽇〜３⽉４⽇ 
作業内容︓ＹＭＣＡパヤオセンター敷地内道路舗装 
☆第２８回 ２０１４年３⽉５⽇〜１９⽇ 
作業内容︓キウジャンピー村の集会所建設 タイ側村⼈・⼩中高校⽣多数 
☆第２９回 ２０１５年２⽉２３⽇（⽉）〜３⽉４⽇（⽔） 
作業内容︓メータチャン村多目的コート建設 
☆第３０回 ２０１６年２⽉２２⽇（⽉）〜３⽉２⽇（⽔） 
作業内容︓YMCAパヤオセンターフェンス補修 
◆2016年2⽉23⽇（火）タイ農村ワークキャンプ30回記念式典 
場  所）バンコクＹＭＣＡパヤオセンター   



第30回ワークキャンプの様子 

滞在期間中は、パヤオセンタースタッフがみなさんの生活のお世話をしてくださる
ほか、⼈⾝売買に関する学びの時間、村でのホームスティや村⼈との交流、パヤオ
センターの⼦どもたちとのジャパニーズナイトやタイナイトなどの⽂化交流。そし
てワークがおこわなれます。最終⽇には、バンコク観光も⾏います。 

第31回ワークキャンプの予定 
ワーク地の村の⼈々とパヤオセンタースタッフとの話し合いによって最終的なワーク内
容、スケジュールが1月ごろに決定いたします。 
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第29回参加者 東北福祉⼤学 神えりかさん 
 

 私は今回、初めてのタイワークキャンプ参加でした。きっかけは前回の団⻑からのお誘いを受け「観光では体験できないことをしてた
くさん学びたい︕」という気持ちからでした。学習会が始まり、去年までのタイワークの話を聴いているうちに、タイでどんな出会いが
待っているのだろうかという期待が膨らみました。 
 パヤオセンター2⽇目。⼈⾝売買という⾔葉の意味を頭ではわかっていたものの、
⼈⾝売買についての学習会を受けて、⾃分の知識の少なさや今までいかに関⼼が低
かったかということにとても恥ずかしく感じました。そしてその後に⼈⾝売買被害
に遭われた方のお話を伺って、現代の⽇本も⼈⾝売買に関与していて、それが私た
ちの⾝近にも有りうるということにさらに衝撃を受けました。この時の悲しさと衝
撃は一生忘れられないと思います。悲しいことに、そのあとにあった質問の時間で
は思ったことがあったにもかかわらず、これを尋ねてもいいのだろうかと迷ってし
まい、口をひらけずにいました。それと同時に思ったことは、今の⾃分にできるこ
とは限られているのかもしれないけれど、今まで⾃分が⼈⾝売買について何も分
かっていなかったように、この現実を知らないであろう周囲の⼈たちにも関⼼を持
てるように伝え、⾃分の記憶だけに留めておかないということでした。その夜の歓
迎会ではおもてなしの⼼がこもった料理をいただきました。そこで出会った⼦どもたちのきらきらと輝いていた目が印象的でした。 
 メータチャン村では5⽇間過ごし、村の方々とも協⼒してバレーコートを作りました。初⽇の夜は体調を崩して皆と一緒に過ごせませ
んでしたが、ホストファミリーの方々とゆっくり過ごすことができたのはいい思い出です。その甲斐あって翌⽇からは思いっきりワーク
に励むことができました。嬉しかったことは、その⽇のワークが終わるたびに村の⼦どもたちが私を呼んで駆け寄ってきてくれたことで
した。村の遊びを教えてもらったり、真っ暗な部屋でテレビを⾒たり、一緒に過ごした時間はとても幸せでした。驚いた光景のひとつ
が、⼦どもが違う家の⼈に背負われて気持ちよさそうに眠っている姿でした。よく考えてみれば、この村では⼤⼈が協⼒して一つのこと
をおこなっていたり、⼦どもたちが気軽に友達の家に⾏ったり、外で思い思いに遊んでいたりと、今の⽇本では⾒られなくなってきた地
域のつながりがあるのだと気づきました。そのつながりの中に今回⾃分たちがいて、協⼒してワークを終えることができ、⼤きな達成感

と喜びになりました。 
 私にとっては今回が初めてのタイワークであったと同時に、海外に⾏くことが初めてであったた
め、みんなに迷惑をかけないか、⾔葉や⽂化の違いについていけるかどうか、不安でいっぱいのま
ま初⽇を迎えていました。しかしタイで出会った方々に温かく歓迎していただき、一緒に過ごして
笑顔を⾒ているうちにその不安はなくなり、またこの笑顔に会いに来たいと思えるようになってい
ました。充実した10⽇間を過ごすことができたのは、メンバー、タイのボランティア学生、パヤオ
センターの方々、村の皆様のおかげです。タイワークでの経験、感じたこと、頂いたもの、すべて
が宝物です。この宝物を独り占めせずに、少しずつでも周囲に発信していきたいと思います。 

参加者の声 

第30回参加者 東北福祉⼤学 伊藤明日香さん 
 
東⽇本⼤震災でたくさんの国が東北を励まし⽀援してくれたように、海外でボランティア

をしたいという思いで、今回タイワークに参加しました。看護を学ぶ⼈間として、⼈⾝売買や
性産業について向き合いたいという気持ちもありました。 
例年に⽐べ⽇本チーム⾃体少⼈数で、40⼈の⼦供達が喜んでくれるかはじめは不安でした。
また、⼈数の関係で村でのホームステイは一泊だけになり、ほとんどをパヤオセンターのゲス
トハウスで過ごしました。今回農村でのワークが出来なかったことは残念でしたが、その分パ
ヤオセンターの⼦供たちと例年よりも深く交流することが出来ました。 
 
タイの⼈々について 

企画したレクリエーションはスタッフの助けもあって無事成功し、⼦供たちが楽しみながら⽇本⽂化に親しむことが出来るという目的
を達成出来ました。特に⼤縄跳びは予想以上に⼦供たちの遊びとして定着し、とても嬉しかったです。⼦供達はみんな素直で、優しく、
働き者でした。その一方で、こんなに素直な⼦供たちが⼈⾝売買の被害に遭うということが居た堪れず、あってはならないことだと感じ
ました。パヤオセンター、農村の⼦供達には、これからも⼼⾝ともに健康で、豊かな⼈生を送ってほしいです。また、⼈⾝売買の危険に
遭う⼦が1⼈でも多く保護されることを願います。 

ワークキャンプを通じて村の⼈々や⼦供たちと出会い、たくさんの明るい笑顔に接しました。流
⽯、微笑みの国タイ。しかし、彼らの背景には、⼦供を売らなければならなかったり、家庭内暴⼒
などそれぞれに苦しい環境があることも確かです。このワークをただ楽しいだけで終わらせずに、
一⼈ひとりのバックグラウンドに目を向け⾃分に出来ることをしたいと思いました。⾃分にできる
ことのひとつは、周りの⼈に⼈⾝売買や性産業の知識を伝えることです。今⽇本に住む⾃分たちの
⾝近に⼈⾝売買の事件があり、⾃分たちが加害者となる可能性もある、と知ることがブローカーを
作り出さない第一歩となると考えました。 



現地の人々との交流を通し、多くの気づきと学びが得られます！ 

少しでも興味を持たれた方は、以下の説明会にご参加ください。 

映像や資料を使って昨年のワークの様子や詳しい活動内容をご説明します。 

日時：12月5日(月)、10日(土)、14日(水)、22日(木) 

   いずれも19:00～20:30 

   12月26日(月)、27日(火)、28日(水) 

   いずれも10:00～11:30 

※上記日程以外も対応可能です(ご相談ください)。 

場所：仙台ＹＭＣＡ(青葉区立町9-7) 

説明会参加ご希望の方はご連絡をいただければ幸いです。 

お問合せ・説明会申込 仙台ＹＭＣＡ 

電話：０２２-２２２-７５３３ 

担当:加藤、小幡 

第３１回タイ農村ワークキャンプ説明会 

⼈⾝売買について 
⼈⾝売買の勉強会で、これまでのタイにおける⼈⾝売買は⽇本⼈ブローカー

が中⼼だったと知りました。⽇本はほとんど関与していないと思っていただけ
に、衝撃を受けました。被害者家族が脅迫されるケースや、本⼈が騙され連れ
去られるケースなど様々なケースがあることを学びました。同時に、⼈権が守
られていない⼈が世界にはまだたくさんいることに悲しみと怒りを感じまし
た。このタイワークは、⼈間の生命と尊厳をより⼤切にする医療従事者になり
たいと考えることが出来る、価値あるものとなりました。それは、⽇本に居て
はなかなか感じ取ることのできない体験だったと思います。 

どんな理由があっても、⼈が⼈として生きることを妨げるようなことがあっ
てはなりません。⽇本はこれまで、そしてもしかしたら現在も⼈⾝売買の加害
国である。それならば⼈⾝売買の被害にあった方々やリターニーを守る責任が
あると思いました。また、タイにはタイの課題があるとともに、⽇本には⽇本
の課題があるとも考えることが出来ました。これからは⽇本・タイ両方の視点からより深く⼈⾝売買、⼈間の尊厳について学びたいで
す。 

 
ボランティアワークについて 

ボランティアワークは悪天候もありましたが、スタッフの方々や⼦供達の協⼒で、約56本のコンクリート芯を設置することが出来まし
た。このワークキャンプの利点は、信頼関係を基盤に現地の方のニーズに合わせて、それに応えるという形が成り⽴っていることです。
異なる⽂化を持っていても、QOLの向上という共通目標を掲げ、共助することが出来る。その関係があるからこそ、30年間という継続し
た取り組みが出来たのだと思いました。 

YMCA第30回ワークキャンプの記念看板にはKIZUNAキズナという⽂字を入れました。これまで30年以上培ってきた⽇本とタイの絆を
決してたやさず、更に強いものとなることを祈り、記しました。タイ・⽇本スタッフの皆さんは本当に私たちを気遣ってくださいまし
た。皆さんの笑顔や機転に救われ、このワークを健康に無事終えることができました。本当にありがとうございます。パヤオセンターで
は、⾃分からうまく話しかけることができず、関わってきてくれる⼦供としか話が出来なかったこと、⾃分の不甲斐なさに後悔していま
す。来年度も時間やお⾦の⾯で可能であれば参加し、たくさん学生を連れて⾏って、タイの⼈々の笑顔に会いに⾏きたいです︕ 



第31回タイワーク農村ワークキャンプ募集要項 
日  程 ︓ ２０１７年２⽉２6日（日）〜３⽉９日（⽊）12日間（予定） 
訪問地 ︓ タイ王国パヤオ県 メータチャン村（予定）、YMCAパヤオセンター 
 
 
 
 
 
 
 
 
ワーク ︓ メータチャン村施設の建設や整備等（写真は、29回ワークで完成した多目的コート） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
募集人数︓ １５名（最⼩催⾏⼈数８名） 申込み締切１⽉１５日 
参 加 費 ︓ 180,000円（申込⾦50,000円含む） 
主  催 ︓ 公益財団法⼈仙台YMCA 
申し込み ︓ 説明会に参加し、内容をご理解の上、お申し込みください。 
参加条件︓ 
１．ＹＭＣＡは次のような⼈に参加して欲しいと考えています。 

Ａ．心身ともに健康で支障なくプログラムに参加できる⼈。 
Ｂ．保護者だけの意向で参加するのではなく、本⼈⾃らが参加することを望んでいる⼈。 
Ｃ．このワークキャンプを通してタイの⼈々と知り合い、⼀緒の⽣活を楽しみ、且つ⾔葉や⽂化を積極的に学びたい⼈。 
Ｄ．何故このキャンプに参加するのか、何をしたいのかという参加動機・希望がはっきりしている⼈。 
Ｅ．団体⽣活を共に過ごせる⼈。 
Ｆ．事前の学習会に参加できる⼈。 
Ｇ．終了後もＹＭＣＡの活動に参加協⼒する意志のある⼈。 

２．上記事項に該当しない場合、出発前であっても参加をお断りすることがあります。その場合は別項のキャンセル規定に従って、参加費を返⾦いたしま
す。 

３．ワークキャンプ中に参加者の特別な理由で団体でのスケジュールから離れる等の別⾏動や帰国延⻑をする場合、事前にご本⼈或いは保護者の⽅
より書面にてお知らせください。 

４．ワークキャンプ期間中参加者が疾病、障害、その他の理由で医師の診断治療が必要と認められた場合、引率指導者は保護者に代わって必要な
医療的措置をとることがあります。この場合出費が保険⾦の限度額を超えた場合は、本⼈の負担となります。 

５．ワークキャンプ期間中参加者が下記事項に該当する場合は、直ちに団体から離れていただき、帰国していただくことがあります。  
 Ａ．疾病、本⼈の責任による事故・犯罪・法律違反等の理由で日本への帰国が必要と認められたとき。 
 Ｂ．引率スタッフの指⽰に従わず、規律を守らず身勝⼿な振る舞いが多いとき。 
 Ｃ．参加意欲や積極性を欠き、他の参加者および訪問先に著しい迷惑を及ぼすと認められるとき。 

※尚、ＹＭＣＡおよび旅⾏代理店は離団後の⼀切の責任は負いません。この場合帰国のための新たな⽚道分航空運賃等の出費は本⼈負担
とな ります。これらの場合の参加費用の払い戻しはいたしません。 
※また、事故や病気⼊院、その他ＹＭＣＡおよび旅⾏代理店の責任外の理由で保護者の⽅に現地まで来ていただく場合の費用は、保険で支
払われる以外はご家族の負担となります。 

◇ＹＭＣＡパヤオセンターとは◇ 
ＹＭＣＡパヤオセンターとは、⼈⾝売買に巻
き込まれる危険性が高い⼦どもを保護する
シェルター施設です。⼦どもたちが生活の質
を向上させることができるように、学習⽀援
や職業⽀援、さらに⼦どもの権利や⼈⾝売買
に関する知識の研修やトレーニングを⾏って
います。 

メータチャン村 YMCAパヤオセンター 

このコートは、子どもたちの大切な遊び場で

あり、村の人々の集まる場所でもあります。 



海外保険︓ 
１．ＹＭＣＡは参加者に対して原則としてＹＭＣＡの指定する保険会社の海

外旅⾏損害保険に加⼊していただきます。保険額は以下の通り(予定）で

す。 

 傷害・死亡       ５００万円 

 傷害後遺障害      ５００万円 

 傷害・治療         ５００万円 

 疾病・治療         ５００万円 

 疾病・死亡         ５００万円 

 賠償責任（免責無）  ５０００万円 

 救援者費用      １００万円 

２．航空機を利用中の旅客の事故・死亡・障害或いは⼿荷物の紛失・損害に

対しては国際航空協定により保障されます。 

３．天災やストライキ、テロ、ハイジャックについては、保険の適応外となります。 

旅⾏条件︓ 
１． 参加費に含まれるもの 

航空運賃（エコノミークラス）、宿泊費、食費、運輸機関の規定内⼿荷物

料⾦、渡航⼿続き書類作成費用(パスポート取得⼿続きを除く)。 

２． 参加費に含まれないもの 

出発空港までの交通費、規定を越える⼿荷物運搬料⾦、パスポート取得

費用、予防注射費用、電話代、お⼟産代、茶菓子等のその他個⼈的費用 

３． 旅⾏契約内容・代⾦の変更 

天変地変、戦乱、暴動、輸送・宿泊機関のサービス提供の中⽌、官公署

の命令、その他ＹＭＣＡの管理できない事由が発⽣した場合、契約内容

を変更することがあります。また、その変更に伴い旅⾏代⾦を変更することが

あります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を⼤幅に越え

て利用する運送機関の運賃・料⾦の改定があった場合は旅⾏代⾦を変更

することがあります。増額の場合は、旅⾏開始日の前日から起算してさかの

ぼって１５日目に当たる日より前にお知らせします。 

標記の最⼩催⾏⼈員に満たない場合は旅⾏を中⽌することがあります。この

場合、旅⾏開始日の前日から起算してさかのぼって２３日目に当たる日よ

り前に通知します。 

ここに記載のない事項については旅⾏取り扱い業者旅⾏約款によります。 

ワークキャンプ中の⽣活について︓ 
◆宿泊場所◆ 

 基本的にＹＭＣＡの施設を利用いたします。バンコクＹＭＣＡは多くの地域に

施設を持っていますが、場所により他施設を利用することもあります。ま た、ホ ー ム

ステイを実施する場合は、現地住⼈の住居に宿泊することになります。 

◆食事◆ 

 食事は現地の食事をとります。食事内容は⼀般的に日本と⽐べて質素です。

味付けが日本⼈の⼝に合わなかったり，日々のメニューが単調であったりすること

があります。食事は、その国の⽂化が良く分かるもので、それも異⽂化体験とご理

解ください。特にホームステイのチャンスがある場合の受⼊の状況は、その家族ごと

で違ってきます。これもホームステイの性格上当然のことですのでご承知ください。 

◆⽣活に関わること◆ 

 多くの場合、日本と⽣活習慣がかなり違います。異⽂化体験を充分に味わって

ください。⼊浴なども⼗分にできないことがありますが、多少のご⾟抱をお願いしま

す。 

 

◆⾔葉について◆ 

 どの国に⾏っても英語がコミュニケーションの⼿段になりますので、英語はできるにこした

ことはありませんが、できなくても⽣活を楽しむことが出来ます。また、タイ語についてはワー

ク地の⼈々（特に子どもたち）とのコミュニケーションのキッカケを持つため、「挨拶」程度

の簡単な単語を幾つか覚えていくことをお勧めします。いずれにしても必要に迫られれば

何とか通じるものですし、伝えようと努⼒し、苦労することがとても⼤切です。 

◆引率スタッフ◆ 

 タイ農村ワークキャンプの全⾏程について仙台ＹＭＣＡスタッフが指導者として同⾏し

ます。また、タイ国についてからはバンコクＹＭＣＡスタッフも同⾏します。 

 このワークキャンプの主旨を理解し、参加者が異⽂化接触、理解を深めることができる

ように、全期間を通じてプログラム内容に責任を持ち、個別の参加者に教育的な配慮

をすることが、この引率スタッフの重要な仕事になります。引率スタッフは、メンバーを援助

することは喜んでしますが，主役はあくまでも参加メンバー⼀⼈ひとりの⽅ですから、スタッ

フに「〜をしてもらう。」のではなく、危険や健康に関すること以外、⾃分で解決するように

努めてください。様々な問題を外国⼈の⼈々と⼀緒になって解決してみようとする中で、

価値観や⽂化の違いなど、⼤切なことを体験的に学ぶ姿勢を持ち、どうしても⾃分の⼿

に負えないときは、引率スタッフに相談してください。 

◆学習会・説明会◆ 

 参加者が確定し、実施が決定してから５回程度の学習会を実施します。内容は、タ

イ農村ワークキャンプの目的理解、今回のワークの目的・内容理解、タイの歴史や現在

の状況理解、タイ語のでの挨拶学習、日本の紹介プログラム検討・準備などです。１・

２⽉中に⾏う予定で、詳細は後日お知らせ致します。 

申し込み⽅法︓ 
１． 所定の申込書に記⼊の上、申込⾦を添えてＹＭＣＡ窓⼝までお申込ください。 

２．申込期限は2017年１⽉14日(⼟)です。 

３． 申込期限に関わらず、定員になり次第締切りとなります。 

４． 分割納⼊をご希望の⽅は、分納誓約書に必要事項をご記⼊の上、期日までに

お支払いください。ただし、その場合でも、2017年２⽉末日までに完納するように

してください。 

５．上記の日程までの納⼊が困難な⽅はご相談ください。 

参加取り消しについて︓ 
 申し込み後、参加者の都合により参加を取り消す場合は、以下のキャンセル規定に

基づき、キャンセル料を頂戴いたします。 

 出発３０日前〜２１日前 申込⾦を含めた参加費の ２０％ 

 出発２０日前〜 ３日前  申込⾦を含めた参加費の ３０％ 

 出発 ２日前〜  当日  申込⾦を含めた参加費の ５０％ 

なお、出発30日前以降にテロにより旅⾏が中⽌となった場合でも、キャンセル料が発⽣

する場合があります。 



公益財団法人仙台ＹＭＣＡ 

・国際奉仕センター 

・東日本大震災支援対策室 

学校法人仙台ＹＭＣＡ学園 

・ＹＭＣＡ幼稚園 

・ＹＭＣＡ国際ホテル製菓専門学校 

・ＹＭＣＡジュニアクラブ 

・ＹＭＣＡウエルネスクラブ 

・ＹＭＣＡイングリッシュスクール 

・ＹＭＣＡ生涯学習センター 

社会福祉法人仙台ＹＭＣＡ福祉会 

・ＹＭＣＡ西中田保育園 

・ＹＭＣＡ南大野田保育園 

・ＹＭＣＡ加茂保育園 

ＮＰＯ法人仙台ＹＭＣＡファミリーセンター 

・ＹＭＣＡアフタースクール（ポップクラブ） 

・放課後等デイサービス（みらい・きぼう） 

・コミュニティスクール 

・仙台市旭ヶ丘児童館 

・仙台市富沢児童館 

・仙台市西山児童館 

〒980-0822 仙台市青葉区立町9-7 

TEL 022-222-7533 FAX 022-222-2952 

第31回タイ農村ワークキャンプホームページ 

http://sites.sendai-ymca.org/thai/ 


