
Peace Green Humanity
(株)富士国際旅行社旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第84号・JATA正会員

2月19日(水)～2月23日（日)　5日間2月19日(水)～2月23日（日)　5日間 30名様　(最低実施人員12名)30名様　(最低実施人員12名)

成田空港から同行します成田空港から同行します

2020年1月9日(木）2020年1月9日(木）
199,000円（成田発着）199,000円（成田発着）

  歴史・基地・文化をめぐる

 グアム先住民との交流の旅

  歴史・基地・文化をめぐる

 グアム先住民との交流の旅

米軍基地の拡張の実態を学び、自然保護区の森
とビーチを散策します。

先住民チャモロの文化を体験し、地元の方と交
流します。

地元の方のご案内で、観光ブックには載ってい
ない歴史を学びます。

中村みずきさん同行・通訳中村みずきさん同行・通訳

　英語通訳。原水爆禁止世界大会や元米海兵隊
員の故アレン・ネルソンさんの講演など、平和
や基地問題の分野で通訳を務める。映画「ザ・
思いやり Part 1」に出演し、沖縄からの海兵
隊移転がグアムに及ぼす影響について現地の人
々にインタビューを行った。沖縄・高江と太平
洋の島々の住民をつなぐ活動も行っており、チ
ャモロの人々との交流を続けている。

　英語通訳。原水爆禁止世界大会や元米海兵隊
員の故アレン・ネルソンさんの講演など、平和
や基地問題の分野で通訳を務める。映画「ザ・
思いやり Part 1」に出演し、沖縄からの海兵
隊移転がグアムに及ぼす影響について現地の人
々にインタビューを行った。沖縄・高江と太平
洋の島々の住民をつなぐ活動も行っており、チ
ャモロの人々との交流を続けている。

き・り・と・り
株式会社　富士国際旅行社　宛

参加予約票　 歴史・基地・文化をめぐるグアム先住民との交流の旅  ★20２０年２月１９日発★

ご旅行要項

早朝 朝 午前 夜 深夜夕刻午後

23:0019:0017:0012:008:006:00 4:004:00

●成田空港の空港施設使用料および保安料（2,610円）

●成田空港とご自宅までの交通費

●燃油付加運賃・海外空港税　

燃油付加運賃・空港税等 14,430円（2019年9月現在）

 

ご案内の旅行代金以外に、下記の諸費用が別途かかります。

●前泊ホテル費用

●一人部屋追加費用

●パスポート（旅券）を新たに申請される方

●海外旅行傷害保険（任意）

※お申し込みいただいた時点での空室状況によって、ご案内以外のホテルになる場合もございます。
　その場合は、ご連絡して再度ご利用の有無をお伺いいたします。

※ご家族用の保険やクレジットカード付帯保険対応のものまでございます。お気軽にお問合せください。

セット保険料（例） 4,900円～10,150円（5日間プラン）※詳細は手続き案内にて

その他

印紙代

戸籍抄本（謄本）と住民票の手数料、写真代など

11,000円（5年旅券）～16,000円（10年旅券）

一人部屋希望の場合 40,000円（お一人ご参加の方）

 

 

観光庁長官登録旅行業第84号   JATA正会員

〒160-0022東京都新宿区新宿2-11-7宮庭ビル4階
総合旅行業務取扱管理者：小野寺　研一富士国際旅行社

旅行企画・実施

TEL：03-3357-3377 FAX：03-3357-3317 
　　　　saisu@fits-tyo.com　 担当：西須（さいす）・黒田・金光（かなみつ）

株式会社

営業時間：月～金曜日／AM9：30～PM6:00
（休業日：土日・祝日）

ホームページ : http://www.fits-tyo.com/

●この旅行に関するお問合せ・お申込みは下記まで

1人部屋(追加費用￥40,000)を希望【 する・しない】　　　2人部屋同室希望の方:　　　　　 　　 様　

【tel】（　　　　）　 　　－      【fax】（　　　　）　 　－    

【携帯】 　　-　  　- 　　　　　【e-mail】
住所

(〒　　　ー　　　　　）

パスポート
ローマ字表記

氏名

性別

男 ･女

生年月日 　   年　　月　　日生れ　(　　)才

パスポート
有効旅券（パスポート）【 有・無 】

パスポート番号:
有効期限:　　　年　　　月　　　日

部屋タイプ

●その他（お土産代、電話・fax、切手などの個人的費用）等

●自由行動時の交通費や入場料など

●飲み物代（飲み物は食事に含まれません）500円～1,000円（1杯）

●食事代（旅程に含まれない自由食）1,500円～3,000円（1回）

ご旅行中 ※下記の金額はあくまでも目安です。

ご出発前

必要経費の目安

※お一人参加で相部屋をご希望の場合、最終的な部屋割りによってはやむを得ずお一人
　　部屋追加料金を頂戴することがございます。予めご了承くださいませ。

■時間帯の目やす
　およそ以下の通りです。航空機・バスなどの移動の発着時刻をもとに
した目安です。実際の時刻とは異なる場合がありますので、予めご了承
ください。　

郵便振替口座番号　　00140-4-39332　加入者名　　株式会社　富士国際旅行社

お申込方法

①下記の予約票にご記入いただき、富士国際旅行社宛に郵送またはFAXでお送りください。
②予約票が届き次第、旅行社より取引条件説明書面とお申込書を他の必要書類とともに
　お送りいたします。条件確認後、申込書をお送りいただき、申込金40,000円（旅行代金内金） 

 　を富士国際旅行社宛に下記郵便振替口座へご送金ください。（申込書と申込金の両方の到着をもって正式申込）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③旅行費用残金は出発１ヶ月前迄にお支払いただきます。

旅行条件の詳細は「旅行業約款」（募集型企画旅行契約）によります。
この旅行は2019年9月18日現在を基準としています。
■旅行契約の解除
参加者が最少催行人数に達しなかった場合は、旅行を中止することが
あります。この場合は出発の23日前迄にお知らせします。
＜取消料＞
お客様都合で旅行を取消す場合は、下記の取消料をお支払いいただき
ます。
＜解除時期・取消料＞

ご旅行条件

旅行代金の100%旅行開始後の解除、無連絡不参加

旅行代金の50%旅行開始日前々日以降

旅行代金の20%旅行開始日前日から起算して遡って30日前以降

契約の解除期日

※オプショナル・ツアーも同様です

ご旅行条件

■旅行代金に含まれるもの
・往復航空券
・ホテル料金：2人部屋基準、税、サービス料含む　
・食事代：（旅程表に表記のもの）　
・空港、駅～ホテル間の送迎バス料金　
・添乗員同行費用　・旅程表に明示した市内（郊外）見学のガイド料、
入場料、チップ、視察費用
■旅行代金に含まれないもの
・旅程表以外に行動される場合の交通費、宿泊費、飲食費等　
・渡航手続費用：旅券印紙代（5年用11,000円/10年用16,000円）
・渡航手続手数料：0～4,500円（旅券申請書作成代行）
・手荷物運搬料（1人スーツケース1個、重量20kg)　
・個人的諸費用：電話、電報、fax、クリーニング代、追加飲食費用、
  自由行動時の諸費用等
・お一人部屋追加料金（相部屋の方がいない場合も同様）
・空港施設使用料および保安料　
・日本国内の交通費、前泊の費用　
・傷害、疾病等に関する医療費　・任意の旅行傷害保険料　
・団費、訪問先へのおみやげ代、視察手配とその関連費用
・訪問国入国税、航空保険料、燃油付加運賃

旅の旅のPointPoint

～「基地と観光の島」で
 　チャモロ人のアイデンティティを学ぶ～
～「基地と観光の島」で
 　チャモロ人のアイデンティティを学ぶ～

旅行期間 2020年 2020年 

旅行代金

※旅行代金の他に、燃油付加運賃と海外空港税(14,430円)成田空港施設使用料・保
安料(2,610円)、出国税(1,000円)が別途かかります。発券時のレートにより決まり
ます。差額が生じる場合には追加集金または返金いたします。

定　　員

締　　切

添乗員

※関西空港・中部国際空港・福岡空港発着
もご案内できます。お問合せ下さい。

●日本出国税（1,000円）

※写真はすべてイメージです



※写真はすべてイメージです

ハガニア

リテクサン

タモン

デデド

アサン

チャモロ・ビレッジにはスペイン統治
時代を再現したようなコロニアル様式
の小さな建物が集合し、本場のチャモ
ロ料理が味わえるフードスタンドや、
お土産店が立ち並ぶ。毎週水曜日の夜
にはナイトマーケットが開かれ、ロー
カルバンドの生演奏やダンスを楽しむ
ことができる。観光客だけでなく、地
元住民も多く集まる場となっている。

じっくりゆっくりと、グアムの自然と文化を体験することができます。
同じホテルで連泊のため、荷物の移動もありません。

１日目１日目 いざグアムへ旅 程 ・ 宿 泊 地 ・ 食 事月日 都市 現地
時間

交通
機関

　× 　機　  Ｄ

午後 航空便

おつかれさまでした。

午後

（所要時間：約３時間40分）

空路にてグアムへ

グアム泊

航空便

グアム泊 　Ｂ　 Ｌ　 ×

＊ラッテストーン公園

＊ハガニア歴史地区  ＊グアムミュージアム

＊Ｔ.Stell Newman Visitor Center

  (アジア・太平洋戦争についての映像や資料を展示）

＊アサン展望台

午後

午後

午前

専用車

　B　 Ｌ 　×グアム泊

専用車

＊チャモロビレッジ・ナイトマーケット

専用車午前

＊フィネガヤンの基地建設現場

●旅程表のマーク：B＝朝食、L＝昼食、D＝夕食、X＝自由食、 機＝機内食
●予定航空会社：日本航空、ユナイテッド航空、など
●宿泊予定ホテル：ホリディリゾートグアム＆スパ　又は同等クラス
※視察訪問先は現地の都合により訪問順序・日時が入れ替わる場合がございます。

①
2月19日
(水)

②
2月20日
(木)

③
2月21日
(金)

④
2月22日
(土)

⑤
2月23日
(日)

成田空港発

グアム着

ホテル着

グアム

グアム

グアム

グアム発

成田空港着

午前

夕食：参加者交流会

＊チャモロカルチャーセンター・地元の方と交流

午前

グアム泊 　Ｂ　Ｌ　 Ｄ

空路、東京・成田空港へ

グアム料理グアム料理

グアムの基本情報
【正式名】グアム（アメリカ合衆国の未編入領土）
【人口】16万2742人（2016年）
【言語】公用語は英語とチャモロ語。タモ
ンなど一部エリアでは日本語が通じる
【時差】日本より1時間進んでいる
【通貨】米ドル
【電圧】110～120ボルト、60Ｈｚ,
　　　プラグは日本と同じＡタイプ
【気候】
年間の最高気温は約32℃、最低気温は約21℃の
海洋性亜熱帯気候で、1年を通して泳ぐことがで
きる常夏の島。服装は年間を通じて夏服でOK。冷
房対策として薄手の長袖が1枚あると便利。

都市 2月最低気温 2月最高気温

グアム

東京

23℃

10℃

30℃

2℃

旅のpoint １

＜テーマ：グアムの歴史を学ぶ＞

◆チャモロビレッジ・ナイトマーケット

２日目２日目

同ホテルに4連泊！

グアムの歴史を学ぶグアムの歴史を学ぶ

旅のpoint２

◆Ｔ.Stell Newman Visitor Center

グアムは1521年にマゼランが「発見」し、1668年にスペインの植民地
とされました。3世紀にわたってスペインに支配された後、1898年の米
西戦争の末に、グアムは米国の領土とされました。1941年12月には、
日本軍が米領グアムを占領し、「大宮島（おおみやじま）」として2年
7か月間日本の統治下におかれました。アジア太平洋戦争後は再び米国
の領土となり、現在に至ります。現在のグアムは米国の「未編入領土
」であり、連邦を構成する州とはみなされていません。そのため、連
邦議会の下院にのみ、本会議で議決権のない代表を1名送っています。
加えて、大統領選挙への投票権がない等、グアムの人々は米国市民で
ありながら権利が大きく制限されています。こうしたグアムの政治的
地位回復をめざし、1970年代からチャモロ人の自己決定権を求める運
動が展開されてきました。街の随所に残された史跡や戦跡、博物館等
を見学しながら、帝国の領土争いに翻弄されたグアムの歴史を学びま
す。

アジア太平洋戦争時のグアムや周辺諸
国に関しての展示物があります。戦争
時の日本軍やアメリカ軍、両方の様々
な資料があり、太平洋戦争でいかに多
くの犠牲者が出たか歴史について学べ
る博物館。太平洋戦争国立歴史公園の
あるアサンは、日米が激しい戦闘を展
開した地。太平洋戦争で米海軍最高司
令官だったニミッツ提督にちなんでつ
けられたニミッツヒルを通って行くと
アサン展望台があります。展望台から
はアメリカ海軍の軍港があるアプラ港
やアサンビーチが見渡せます。

◆アサン展望台

◆ハガニア歴史地区
ハガニアは太平洋の島々で最も古くか
ら西洋化した町であり、今もグアムの
首都である。町の中心部にはスペイン
統治時代に建てられたカトリックの大
聖堂がたたずんでいる。街の随所に旧
日本軍の戦跡や、スペイン統治時代の
史跡、先史時代の遺跡も点在する。 

３日目３日目 旅のpoint３

　グアムを含む北マリアナ諸島は20世紀以降、日本や米国に
とって戦略的に重要な地域となりました。中でもグアムは米
軍の地理的・軍事的な意味で「槍の先端」とも呼ばれ、軍事
化が顕著となっています。島の北部にはアンダーセン空軍基
地、南西部にはグアム海軍基地があり、現在も島の30％近く
が事実上米軍基地のものです。

◆海兵隊基地予定地フィネガヤン

　現在は海軍施設があるフィネガヤ
ンは、新たな海兵隊基地の建設予定
地とされ、道路の拡張や森林伐採な
どのインフラ整備が進められていま
す。この整備費は日本政府が支払っ
ています。住宅地にも近いこの基地
には、沖縄から移転予定の海兵隊員
の1/3が配属される予定です。基地
内の未開拓地域には、チャモロの古
代の村跡が残っています。

　Ｂ　 ×　 機

（成田空港集合午前8時～9時頃予定）

（成田空港到着20：00～21：００頃予定）

グアムの米軍基地について学ぶグアムの米軍基地について学ぶ

４日目 旅のpoint４

◆チャモロカルチャーセンター
 Sagan Kotturran Chamoru (SKC)

チャモロ文化の保存、実践、継承のための、地域に根差したスペース。ア
ーティストや地域住民がボランティアで立ち上げ、運営しています。観光
ガイドブックには載っていないこの場所では、薬草を使った治療、カヌー
建築、織物などチャモロの伝統文化を学び、運営に携わる人々と交流しま
す。

グアムの文化を体験するグアムの文化を体験する

▲聖母マリア大聖堂　ⓒグアム政府観光局 

◆リテクサン

▲アサン展望台にあるメモリアル

▲チャモロ・ビレッジ　ⓒグアム政府観光局 

＜テーマ：グアムの米軍基地について学ぶ＞

＜テーマ：グアムの文化を体験する＞
＊Nihiスタジオ（子どもたちにチャモロの言葉と文化を
　　　　　　　　継承するための教育プログラムを制作）

出発まで自由行動（オプショナルツアーをご用意してます）午前

＊地元の方と交流（「リテクサン守れ」市民団体と交流予定）

　自然保護区に指定されているリテクサン（英語ではリティ
ディアン）は、アンダーセン空軍基地の北西部に建設予定の
実弾射撃訓練場に隣接しています。この射撃場の建設費も日
本政府が提供しています。
リテクサンはチャモロ人が最も早く定住した地域のひとつと
され、貴重な文化遺産が残されています。また手つかずの自
然が残り、蝶、かたつむり、こうもりなどの固有種・絶滅危
惧種を含む動植物が生息しています。

着後、専用車でホテルへ夕方

専用車

夕食：参加者交流会

　グアムの伝統的な郷土料
理といえば「チャモロ料理」。
スペイン・アメリカ・日本・そ
の他東南アジアから影響を
受けています。頻繁に使われ
る食材はココナツ・赤唐辛子
・お醤油・お酢・玉ねぎ・レモ
ン・砂糖など。どの料理でも「
甘い」「酸っぱい」「辛い」のい
ずれかが濃厚に表現されて
います。それでも食べやすい
味付けのものも多く、子供連
れでも安心して楽しむことが
できます。また主食がお米な
ので日本人には馴染みやす
いです。代表的な料理は、レ
ッドライス、ルンピア（揚げ春
巻き）、ココナッツミルク煮な
ど。

＊実弾射撃場建設地に隣接するリテクサンを訪問

◀アサン
展望台か
ら見下ろす
アプラ港

＊マネンガン収容所跡


