
タビーズは上質な旅をお届けします の旅

【楽しみながら学ぶ旅】カンボジア

「伝統織物の復興をめざす村『伝統の森』
自然環境再生プロジェクトを学び支援する」７日間

「伝統の森」はシェムリアップ郊外にある、森本喜久男氏を中心として始まったカンボジアの伝統織物の復

興をめざす村。村作りを持続可能な「自然環境再生プロジェクト」として進めています。

長い内戦により多くのものが失われてしまったカンボジア。伝統絹織物「クメール織り」も無くなりかけて

いました。かつて京都の友禅職人だった森本喜久男氏は20数年をかけてカンボジアの人たちと共にこのクメー

ル織りの復興を進めて来ました。

1枚の精緻な織物を作りだすために、荒れ地を開墾し、家を建て、桑や染織に使う木を植え、蚕を飼ってきました。その為には自然

環境の再生が必要でした。2003年からシェムリアップ郊外で始まった伝統の森は１４年を経て、今では世界

一の絹織物と言われる布を作り出すまでになりました。世界からも注目されているプロジェクトです。

森本氏は、かつて民放のＴＶ番組の中で「世界で出会ったステキな日本人」として放映。今年4月には「情

熱大陸」（毎日放送）でも取り上げられました。

今回は自然環境再生の視点から見学などを予定しています。 成田からツアーコーディネーターも同行しま

すので１人でも安心して参加できるツアーです。

●追悼；森本喜久男氏 ..............................

IKTT（クメール伝統織物研究所）代表の森本喜久男氏は、病気療養中でしたが去る７月３日早朝、享年７０歳で永眠しました。

死の直前までアクティブに活動されていました。ご冥福をお祈り申し上げます。

ツアーのテーマは森本氏の著作「カンボジアに村をつくった日本人：世界から注目される自然環境再生プロジェクト」（白水社

2015年出版）を元に森本氏と相談し企画しました。ツアーでは森本氏のお話も聞く予定でしたが残念です。伝統の森のカンボジア

人、日本人スタッフが意志を引き継ぎ今後も素晴らしい織物が作り続けられることを願うものです。

滞在地 時間 スケジュール

1 東京
シェムリ
アップ

午前
夕刻

■成田発、空路ベトナム経由でルシェムリアップへ
アンコール遺跡群の町シェムリアップ着
着後ホテルへ ◆ホテルにて夕食

＜ソマデヴィアンコールリゾート&スパ泊＞
朝× 昼✈ 夕〇

2 シェムリ
アップ

終日 ■アンコール遺跡群の見学
アンコールワット、アンコールトム（南大門、バイ
ヨン寺院、象のテラスなど）、タ・プローム寺院

■アンコールクッキー店に立ち寄ります
◆伝統の踊りアプサラを観ながらの夕食
＜ソマデヴィアンコールリゾート&スパ泊＞

朝〇 昼○ 夕〇

3 シェムリ
アップ

終日 ホテル発、伝統の森へ
■伝統の森滞在１日目

カンボジアの歴史「伝統の森」再生プロジェクト
及び自然環境再生についてのレクチャー
伝統の森見学
蚕から糸を取り、布が織り上げるまでの工程の見学
自然環境再生プロジェクト見学など。
染めワークショップ（ハンカチサイズのくくり染
め）など

＜伝統の森ゲストハウス泊＞ 朝〇 昼○ 夕〇

滞在地 時間 スケジュール

４ シェムリ
アップ

夜 ■伝統の森滞在２日目
植樹作業、農作業など村の仕事の支援
子供たち、村人との交流

＜伝統の森ゲストハウス泊＞ 朝〇 昼○ 夕〇

5 シェムリ
アップ

午前

午後

■伝統の森滞在３日目
伝統の森学園見学、交流、村の仕事の支援など

◆伝統の森にて昼食、昼食後出発
■レリーフが美しいバンテアイ・スレイ遺跡見学
■アキラ地雷博物館見学
■椰子砂糖の村見学など
◆市内のレストランにて夕食
＜ソマデヴィアンコールリゾート &スパ泊＞

朝○ 昼〇 夕〇

6 シェムリ
アップ

終日

夕刻
夜

■アンコール遺跡群見学もしくはフリー

※専用車１台と日本語ガイドは終日手配してありますので
御希望に応じ対応します。昼食と夕食は御希望に合わせ
ご案内しますが費用は各自負担になります。

シェムリアップ空港へ
■夜便にてシェムリアップ発（ベトナム経由）成田へ
＜機内泊＞ 朝○ 昼× 夕×

7 東京 朝 ■成田着、解散 朝✈

※現地事情によりスケジュールが
変更となる場合があります。

表示時間の目安：早朝=4:00～6:00 / 朝=6:.00～8:00 / 午前=8:00～12:00 / 昼=12:00～13:00 / 午後=13:00～16:00 / 夕刻=16:00～18:00 / 夜=18:00～23:00 / 深夜=23:00～4:00

●カンボジアの伝統織物の復興をめざす村「伝統の森」自然環境再生プロジェクトの活動を学びます
●植樹や畑仕事などのボランティアを通じ支援
●染織体験、「伝統の森」村人、村の学校や子供たちとの交流
● 2泊3日伝統の森ゲストハウスに滞在しカンボジアの村の暮らしも体験
●アンコール遺跡群の見学

旅行期間

出発空港

２０１７年８月２６日（土）～９月１日（金）

※その他の空港についてはお問い合わせ下さい。成田

ツアー代金 １７６，０００円（２名１室、諸費用別途）



株式会社 TABi'Z （タビーズ）
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TEL03-6809-5672 FAX03-6264-8737観光庁長官登録旅行業第1906号) 

03-6809-5672
【受付時間】平日10:00～18:00/土・日・祝 休業

FAX 03-6264-8737       info@tabiz.net
HP   http://www.tabiz.net/

【旅行企画・実施】㈱TABi’Z（タビーズ）

※参加中の万一のアクシデントに備え、海外旅行傷害保険のご加入をおすすめします。

【１人部屋追加代金】（３泊） ￥12,000
【食事】 朝５回・昼４回・夕５回
【最少催行人数】８名 【募集定員】１５名
【利用予定航空会社】ベトナム航空
【添乗員】成田より同行します

出発地 金額（2名1室）

2017/8/26（土）成田発着 176,000円

02_20170714

タビーズの旅 予約受付デスク

●「伝統の森」自然環境再生プロジェクトの活動を学ぶ

伝統の森の自然環境再生の取り組みを見
学。森本氏の3冊目の著作「カンボジアに
村をつくった日本人: 世界から注目される自

然環境再生プロジェクト」2015/02出版社: 白水社）
に詳しく書かれています。

ツアー費の中にこの本も含めてありますので事前に
資料とともに送ります。

●植樹や畑仕事などのボランティアを通じ支援

畑仕事などのお手伝い、また植樹も予定しています。植樹費用はツ
アー代金に含まれています。

●染織体験、「伝統の森」村人、村の学校や子供たちとの交流

伝統の森で織られたシルクの布に天然染料を使って
絞り染め体験をします。

また、敷地の隣にある小学校（伝統の森学園）の見
学、村人や子供達との交流も予定しています。

●伝統の森ゲストハウスに滞在しカンボジアの村の暮らしも体験

村の暮らしも体験、また伝統の森には様々な果物や
染織に使う木があります。アンコール時代の水門の遺
跡もありますのでそれを巡る森の散策も行います。

●アンコール遺跡群の見学

アンコール遺跡観光の定番、アンコールワット、アンコールトムの
バイヨン寺院、巨木が遺跡に絡みつく風景で有名なタ・プローム寺院、
レリーフが美しい事で有名なバンテアイ・スレイ寺院などを予定して
います。また最終日は専用車１台と日本語ガイドは終日手配してあり
ますので御希望に応じ、遺跡や市場、博物館などご案内します。

日本旅行業協会(JATA)正会員 ボンド保証会員

【取り扱い】

区 分 申込金（お一人様）

旅行代金が３０万円以上 5万円以上旅行代金まで

旅行代金が１５万円以上３０万円未満 3万円以上旅行代金まで

旅行代金が１５万円未満 2万円以上旅行代金まで

旅行契約の解約期日 取消料（お一人様）

１）旅行開始日がピーク時の旅行であって旅行
開始日の前日から起算して遡って40日目に
あたる日以降、31日目にあたる日まで

旅行代金の10％(最高5万円迄)
ピーク時とは、4月27日から5月6日まで、7月20
日から8月31日まで及び12月20日から1月７日ま
でをいいます。

２）旅行開始日の前日より起算して遡って、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%

３）旅行開始日の前々日から当日 旅行代金の 50％

４）無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100％

この旅行は、株式会社タビーズ（以下「当社」という）が企画・実施するもので、お客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。

当社は電話などの通信手段による募集型企画旅行契約の予約の申込を受付けます。この予約の
時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から３日以内に、当社に申
込書と申込金を提出していただきこれを受理した時に成立します。この期間内に提出されない時は、
予約はなかったものとして取り扱います。また、旅行代金残金は旅行開始の前日のから起算してさ
かのぼって２１日に当たる日より前にお支払いいただきます。

◆ご旅行代金に含まれているもの(一部例示) 往復国際航空（航路）運賃、日程表記載の移動車

両の運賃・料金、日程表に記載されている宿泊料金および諸税・サービス料、日程表に記載されて
いる観光の料金、日程表に記載されている食事代および諸税・サービス料、日程表記載の観光の
料金及び伴う場合のガイド料金、団体行動中のチップ、添乗員の同行費用

◆旅行代金に含まれないもの（一部例示） 日本での前後泊時の宿泊費・移動交通費、運送機関
が課す付加運賃料金（燃油サーチャージ）、空港税、空港施設使用料、超過手荷物料金、任意の
海外旅行傷害保険、オプショナルツアー代金、日程表記載の内容以外に行動される場合の諸経費、
個人的性質の費用、傷害・疾病に関する治療費、パスポート取得費用

＊旅行開始日は当日の午前０時となります。

◆特別補償

当社は、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生命、身体または手荷物の
上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。

◆旅行条件要旨基準日
この旅行条件は2017年6月20日を基準としています。旅行代金は2017年6月20日現在
有効なものとして公示されている航空運賃、適用規則に基づいて算出しています。

◆旅行契約の解除 お客様は一定の場合を除き、次に定める取消料をお支払いいただくことにより
旅行契約を解除できます。◆旅行契約の申込と旅行契約成立時点

お問い合わせ・お申込み

旅行条件（要旨） お申し込みの際は別途お渡しする旅行条件書をご確認の上お申し込み下さい。

◆伝統の森ゲストハウス（２泊）

伝統の森ゲストハウスには7つのゲストルー
ムがあります。洋式トイレと水浴びスペースが
あります。共同の台所もあります。

夕方5時から夜10時までの自家発電です。
静かな森の夜をお楽しみ下さい。
3～4人部屋になる場合があります。

宿泊 （写真はイメージです）

●企画者から ..............................

生前森本さんは「もう私がいなくても
大丈夫」と話してました。森本さんの病
気により村人達が自分たちで運営してい
かなければいけないという自覚が高まっ
たとのこと。

残念ながら森本さんに直接お話しを聞
くことはできなくなりましたが、その

理念が体現された「伝統の森」からは日本に暮らす私たちにとっても
学ぶことが多いと思います。

2泊3日の滞在ですが、カンボジアの村の暮らしにふれることにより
人生を考える機会になればと思っています。

（ツアーコーディネーター 相葉康之）

◆ソマデヴィアンコールリゾート & スパ（３泊）

町の中心部シヴォタ通りに面する立地の良い
ホテルです。ナイトマーケットやパブストリー
トにも歩いて行ける立地です。バスタブ、ＮＨ
Ｋプレミアム、プール、スパ、サウナも付属し
ています。３泊します。

※燃油付加運賃および日本と現地の空港税が別途かかります。
※ビザが必要です。代行取得も可能ですのでお問い合わせ下さ い（代行手数
料がかかります）。パスポート有効残存期間が６ヵ月以上必要です。

※東京以外の発着を希望される方はご相談下さい。

●森本喜久男氏プロフィール..............................

1948年京都生まれ。京都で友禅職人を経て手描き友
禅工房を主宰後、1983年タイのラオス難民キャンプの
織物学校のボランティアとして訪タイ、タイで農村の織
物と出会う。以来、東北タイ農村での手織物プロジェク
トの設立に関わる。ユネスコ・カンボジアの依頼により
カンボジア各地の織物の調査を行い、９０年代初めから
カンボジアの農村の人々を支援し消えかかっていた伝統の絹織物の復興に取り
組む。

2004年にはクメール伝統織りの復興と「伝統の森」再生計画が評価され、
地球と人類の未来に貢献するプロジェクトに対して贈られる世界的な賞である
第11回ロレックス賞を受賞。「織物を通じた日本とカンボジアとの文化交流の
促進」の功績により平成26年度外務大臣表彰を受賞。本年6月第11回読売あを
によし賞（奨励賞）を受賞。7月3日死去。
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