
写真家の足立君江さんと行く！

写真家・足立君江さんゆかりの人々と出会う
今年、6 年目をむかえるカンボジア撮影ツアー。17 年間継続してカ
ンボジアを通い続けている写真家・足立君江さんが同行するスペシャ
ル企画です。写真ははじめて！という方から本格的に撮影活動をされ
ている方まで、どなたでもご参加できます。ご持参いただくカメラは
不問！ツアー内容詳細につきましては、お気軽にお問合せ下さい。

ご旅行代金

2017 年 11 月 16 日（木）～ 11 月 22 日（水）
成田ほか各地発着

188,800円

※上記旅行代金以外に燃油特別付加運賃 , 航空保険料 , 成田ほか空港施
設使用料＆保安料 , カンボジア現地空港税等、合計約 16,150 円 (2017
年 5 月現在 ) が必要となります。※お一人様部屋をご希望の場合は、
追加代金 22,000 円 (5 泊分 ) にて別途手配いたします。

5 泊 7 日カンボジア撮影ツアー

プノンクーレン コンポンクリアン水上集落

スナーダイ・クマエコントローク村

（成田発着）
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Photo by 足立君江

●他出発地はお問合せ下さい。●詳しくは WEB やお電話で！

伝統舞踊を学ぶ子どもたちがいる村。民家を
解放して設立された練習場には、町の芸術学
校に行けない子どもたちがやって来ます。子
どもたちの夢は、練習場の先輩のような伝統

　　　　　　　　　　舞踊ダンサー。彼らは日々練習に励んでいま
す。市場や民家訪問では村の人たちの暮らしも知ることができます。

町の中心から北東約 50 キロに位置する標高
約 400 ｍの連山。アンコール王朝発祥の地で
もあり、地元では「ライチの山」と呼ばれて
います。見どころは、山上の巨大な涅槃仏や

　　　　　　　　　　川底に揺らめく神秘的な神々の彫刻！カンボ
ジア人にとっては格好のピクニックの場です。自由に撮影しましょう！

子どもたちの自立とカンボジアの将来を担
う人材育成を目的とした児童養護施設です。
運営者のメアス博子さんとは足立さんが初
めてカンボジアを訪れた時からの深い親交
があります。足立さんは十数年間子どもた
ちの成長を見守っています。

琵琶湖の約 10 倍の面積 ( 雨季 ) を誇る東南
アジア最大の湖トンレサップ。雨季は水上で、
乾季は陸の上で暮らす民を訪ねます。民家に
お邪魔したり、漁を生業とする人々や学校帰

　　　　　　　　　　りの子どもたちの姿を撮影しましょう！どん  
　　　　　　　　　　な光景に出会えるかは訪れてのお楽しみ！



旅行日程詳細

※訪問先の都合により日程の一部が変更になる場合がございます。

■ご旅行条件
出発地：成田ほか日本各地の空港 / 定員：20 名様（最少催行人数 10 名様）/ 添乗員：同行（１名）/ お食事：朝 5 回、昼 4 回、夕 5 回（機内食を除く）/ ご利用航空会社：
ベトナム航空、全日空、大韓航空のいずれか／ご利用ホテル：シェムリアップ /ROYAL CROWN HOTEL（スーペリア）または同等クラス　※カンボジア入国には残存有
効期限６カ月以上のパスポートが必要です。

●足立君江プロフィール
2000 年、初めてカンボジアを訪れ、
小児病院、孤児院、村の女性や子ども
たちを撮り続ける。現在は安曇野の撮
影をライフワークとしながら、１年に
数回カンボジアで撮影している。

●足立さんより
カンボジアの歴史の跡を追い、人々の人間性に触れて村
の子どもたちに出会う旅をしませんか。きっとカンボ
ジアが好きになります！

●足立君江写真集
現代写真研究所出版局刊 /2,200 円

『カンボジア子どもたちの肖像 2001-2011』
11 年間の間にカンボジアで出会った村の
子どもたち。今のカンボジアの素顔を見

　　　　　　  てほしい！という思いで出版した写真集。

●カンボジアとの出会い
初めて訪れたカンボジアで出会っ
た子どもたちは、笑顔の背中に多
くの苦しい現実を背負って生きて
いました。そんな彼らが愛おしく
思えて、この十数年間同じ村を訪
ねては元気でいることを確認して
います。さまざまな境遇のなか一
所懸命に生きる子どもたち。「生きていくことのす
ばらしさ」を伝えるためにカンボジアの素顔を撮り
続けています。

●オプショナル① 早朝の市場 ( プサールー） 

カンボジアの朝は早い！活気ある
早朝の市場をご案内します。おも
しろい発見が盛りだくさんです。

●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社風の旅行社 ( 観光庁長官登録旅行業第 1382 号、以下、「当社」という）
が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行
契約を締結することになります。旅行の内容・条件は別途お渡しする旅行条件書（全文）、出
発前にお渡しする最終日程表および当社の「旅行業約款（募集型企画旅行の部）」によります。
●旅行の申込および契約の成立
当社所定の申込書に所定の事項を記入し、申込金２万円（参加費の一部）または旅行代金全
額を添えてお申込いただきます。電話等の通信手段による申込の場合、当社が予約の承諾を
した翌日から起算して３日以内に申込金のお支払いと申込書の提出をお願いいたします。
●旅行契約の解除と払戻
お客様は次に定める取消料を当社にお支払いいただくことでいつでも旅行契約を解除するこ

とができます。

旅行契約の取消 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼり
40 日目に当たる日から 31 日目に当たる日まで

旅行代金の 10％
（※ピーク時のみ）

旅行開始日の前日から起算してさかのぼり
30 日目に当たる日から 3 日目に当たる日まで

旅行代金の 20％

旅行開始の前々日、前日、および旅行開始当日 旅行代金の 50％
旅行開始日の無連絡、または旅行開始後の取消 旅行代金全額

※ピーク時とは旅行開始日が 4/27 ～ 5/6、7/20 ～ 8/31、12/20 ～ 1/7 の
　いずれかに当たる場合を指します。

旅行企画・実施

●オプショナル② アンコール遺跡観光も！

ツアー最終日には、オプショナル
ツアーとしてアンコール遺跡観光
もご用意しています！

（担当 /佐々木、小林）

TEL: 03-3207-3690

ご旅行条件書（抜粋）　お申し込みの前に必ずご旅行条件書（全文）をお読み下さい。

株式会社風の旅行社
観光庁長官登録旅行業第 1382 号　日本旅行業協会（JATA）会員
〒 165-0026 東京都中野区新井 2-30-4　I.F.O ビル 6F
総合旅行業務取扱管理者　原 優二

●オプショナル③ サムロム村訪問も！

遺跡じゃないカンボジアを撮影し
たい方向けのオプショナルもご用
意！ 200 人以上が親戚の村を訪ね、
のんびり撮影。心、ぽかぽか。

東京都知事登録旅行業第 3-7212 号　日本旅行業協会（JATA）会員
〒 162-0042 東京都新宿区早稲田町 67 早稲田クローバービル 5F
総合旅行業務取扱管理者　小林　奈  々

受託販売・お申込み・問合せ

日次 都市 日程 食事
①

 11/16
( 木 )

成田ほか各地
シェムリアップ

朝：乗継便にてシェムリアップへ
午後：空港到着後、空港にて出迎え、ホテルまでご送迎
夜：ホテルレストランにて自己紹介をしながらの夕食会

シェムリアップ /ROYAL CROWN または同等クラス泊

朝：×
昼：機内食
夕：○

②
 11/17
( 金 )

シェムリアップ 午前：アンコール王朝発祥の地プノンクーレンへ
■巨大な涅槃仏、川に揺らめく神々の彫刻に驚き！
■地元ではピクニックの場！自由に撮影しましょう。
昼：ピクニック気分でお弁当のご昼食
午後：クメール織物復興を遂げた IKTT 伝統の森へ
■テキスタイルデザイナー森本喜久男氏がつくった
染め＆織物の村で働く女性と子ども達に出会う

：プラダック村へ
■ヤシ砂糖をつくる女性たちに出会う
夜：レストランにてご夕食

シェムリアップ /ROYAL CROWN または同等クラス泊

朝：○
昼：○
夕：○

③
 11/18
( 土 )

シェムリアップ 午前：コンポンクリアン水上集落
■道中の村で写真撮影をしながら村へ
■民家を訪問！学校帰りの子ども達に出会う
※乗船はしません
昼：民家もしくはローカル食堂にてご昼食
午後：引き続き、集落にて撮影
ゆったりと撮影を楽しみましょう！
夜：レストランにてご夕食

シェムリアップ /ROYAL CROWN または同等クラス泊

朝：○
昼：○
夕：○

④
 11/19
( 日 )

シェムリアップ 午前：コントローク村のアプサラダンス練習場へ
■伝統舞踊を学ぶ子ども達に出会う
昼：レストランにてご昼食
午後：児童養護施設 NGO スナーダイクマエへ
■足立さんが十数年間通い続ける施設で子ども達に出会う

：ワットボー寺へ
■敬虔な仏教国カンボジアの僧侶の暮らしを知りましょう。
夜：レストランにて早めのご夕食
夕食後：影絵芝居を伝承するティーチアン村へ
■屋外にてスバエクトム鑑賞※雨天の場合は室内
～美しき神々への祈りを感じよう～

シェムリアップ /ROYAL CROWN または同等クラス泊

朝：○
昼：○
夕：○

⑤
 11/20
( 月 )

シェムリアップ 【OP】プサールー市場訪問 ( 現地にてお支払い）
午前：シェムリアップ近郊の足立さんゆかりの村へ
■ブレークロンハウ村、クローバイリエル村など
昼：レストランにてご昼食
午後：引き続き、足立さんゆかりの村へ
■コローサン村＆チリュウ村など
夜：ホテルもしくはレストランにてご夕食

シェムリアップ /ROYAL CROWN または同等クラス泊

朝：○
昼：○
夕：○

⑥
 11/21
( 火 )

シェムリアップ 終日：【OP】アンコール遺跡撮影もしくはサムロム村訪問
■昼食付きでご案内します（現地にてお支払い）
夕刻：( ご出発 2 時間前までに ) 空港へご送迎
夜：乗継便または直行便にて帰国の途へ

機内泊

朝：○
昼：×
夕：×

⑦
 11/22
( 水 )

成田ほか各地 午前：日本到着
～おつかれさまでした～

朝：機内食
昼：-
夕：-


