
この目で見、この耳で聞き、この肌で感じる… 

 

 

●お問い合わせ先  AHSIC 吉井春人 

TEL: 042-594-1569  E-mail : haru@ahsic.com 

http://www.ahsic.com/「AHSIC」で検索してください 

●旅行手配/申込先 
東京都知事登録旅行業第 3-3609 号 
にこまるツアー （株式会社 HMC） 

東京都台東区台東4-30-8 宮地ビル本館７Ｆ 

ＴＥＬ （０３）５８１２－７０８０ ＦＡＸ （０３）５８１２－７０８５ 

 

子どもたちに何を伝え、どう教えますか…？ 

AHSIC ホームスクーラー研修旅行 2009 

沖縄で学ぶ日本史 研修ツアー 
2009 年 3 月 9 日（月）～12 日（水） 沖縄 3 泊 4 日 

旅行代金    羽田発 ・4 名様 1 室ご利用の場合 お一人様 86,800 円※ 

研修企画    AHSIC 全国クリスチャンホームスクール支援センター 

ツアーリーダー 「ハルさん」こと 吉井 春人（AHSIC 代表） 

旅行手配    にこまるツアー・アクツ企画 （株式会社 HMC） 

募集予定人員 20～30 名 (最小催行人員 20 名)    

申込締切     2008 年 12 月 26 日(金)  ※詳細は、裏面をご覧ください。 

 

日時 スケジュール（予定） 
午前、羽田空港を出発。沖縄・那覇へ。 

貸切バスにて、琉球村を見学。 

夕刻、ホテルへ。夕食後、オリエンテーション。 
1 

3/9 

（月） 

食 事 (機内食) 昼:× 夕: ○ 

ホテルにて朝食。 

南部の戦場跡へ。ひめゆりの塔、平和祈念公園、糸数

アブチラガマ(壕)などを見学。途中、昼食を。 

観光終了後、ホテルへ。 
2 

3/10 

（火） 

食 事 朝:ホテル 昼:○ 夕:○ 

ホテルにて朝食。 

バスにて、チャーチスクールでも有名な沖縄世界宣教

教会を会場に、ホームスクール交流会を行います。 

午後には「具志堅ファミリー」コンサート＆懇親会を。 

交流会終了後、ホテルへ。 

3 
3/11 

（水） 

食 事 朝:ホテル 昼:× 夕:○ 

ホテルにて朝食。 

バスにて分かち合いをしながら、那覇市内へ。 

国際市場通りにて自由行動。各自ショッピングと昼食。 

那覇空港より、午後便にて、羽田空港へ。 

4 
3/12 

（木） 

食 事 朝:ホテル 昼:× 夕:× 

■利用航空会社 日本航空または全日空 
■宿泊ホテル 恩納村 恩納マリンビューパレス 
■20 名様以上の参加の場合、羽田より添乗員が同行します。 

●遊び心も忘れずに… 
 

琉球文化を味わえる琉球村や、

那覇の国際市場通り観光など、専

用バスの移動にて和気あいあいと、

ホームスクーラーならではの家族ぐ

るみでアットホームな旅行にしたいと

思っています。沖縄ならではの食事

も味わいましょう。 
 

●沖縄の歴史を生で見る！ 
戦禍を生きた現場 糸数アブチラガマ

 

 

●生の琉球文化に触れ、沖縄の声を聞く！ 
3 日目交流会ゲスト 琉球ゴスペル 具志堅ファミリー 

 
 

その後、ムツ子さんと出会い、家族での琉球賛美を目指すことに。08 年 9 月

には、エルサレムで行われた世界原住民族クリスチャン集会に、日本代表として

一家で参加。 

 今回コンサート後、沖縄の歴史や子育てに関する懇談会も予定しています。

 父・哲さん、母・ムツ子さん、そして

6 人の子どもたち、家族 8 名で琉球舞

踊と民謡をベースにした独自の琉球

ゴスペルで音楽活動を行っています。

哲さんは、小学校 4 年から琉球三

味線「三線」を弾きはじめ、ロックやジ

ャズを中心にギタリストとして活躍した

実力派。 

なぜ、今、沖縄なのか…       AHSIC代表 吉井春人 
 

●ホームスクーラーとしての課題 
ホームスクーラーは、学校での歴史教育からは自由になっているものの、一方で、 

どのように歴史を教えるのかは大きな課題です。 
私自身、直接、沖縄に触れ、また改めて近現代史を学ぶ中で、学校では学べなかった 

戦争の実態、民族的な問題を知り、また荷担したクリスチャンとしての罪も悔い改める必要を 
感じました。それは決して自虐的な意味ではなく、再生のための道です。 

 

●「旅行」という学習法 
 一方、ホームスクーリングの提唱者たちは、早くから旅行の効用を伝えています。 

旅行の中には、地理、言葉、文化など、様々な学びが含まれています。教える者も、教わ

る者にとっても、机上で教科書から学ぶばかりではなく、視野を広げる意味でも旅行のような

体験学習こそ、実にホームスクーラーらしい、また必要な学習でもあるのです。 
 

●日本の真のリーダーを育てるために 
 沖縄を知らずして、真の日本理解もありえません。日本人として、沖縄での実体験を通じて、

歴史を学ぶための材料を得るべきではないか…、またホームスクールで育った子どもたち 
が、この日本で真のリーダーシップをとるためにも、重要な学習であると考えます。 
 

 その長年、温めてきた想いが今、このツアーとなって実現しようとしています。 
様々な協力や企画も与えられ、画期的なことです。ぜひ共に旅して学びましょう。 

糸数アブチラガマは、全長 270m。ガマ

とは沖縄の方言で「洞窟、窪み」のこと。 

はじめは日本軍が部隊の拠点として整

備。その後、沖縄陸軍病院の分室が開

設され、ひめゆり学徒を含む病院スタッ

フが入り、連日運ばれてくる傷病兵の治

療・看護をしました。 

懐中電灯を持って、地元の専門ガイドの

方が案内してくれます。 



 

●AHSIC 沖縄で学ぶ日本史 研修ツアー 

この旅行は、AHSIC 全国クリスチャンホームスクール支援センター(代表 吉井春人師)を契約責任者として、(株)HMC「にこまるツアー」が企画・実施する団体旅

行(受注型企画旅行)になります。 

原則として、予定された日程表にてツアーを行う予定でおりますが、今後、契約責任者と弊社での間での話し合いの中で、追加・変更等もありえますので、ご了

承ください。その場合は、書面にてお知らせいたします。 
 

●出発地 旅行代金について 
 基本日程を、羽田発着にて算出しておりますが、ご希望に応じて、他の出発地、現地合流等の手配も承ります。その場合は、ご相談ください。 
  

 ■羽田発 お一人様あたり  

1 部屋の利用人数 4 名 1 室 3 名 1 室 2 名 1 室 1 名 1 室 

大人 (12 歳以上) 86,800 円 89,800 円 92,800 円 112,000 円

※同性同士での相部屋ご利用の希望も承ります。 

 

※ツアー代金には、日程表に記載されている航空運賃、宿泊、バス・ガイド代、食事、入場料等の代金の他、現地研修、交流会での諸経費(コンサート費用、教

会謝礼等)が含まれております。 

  ※レストラン、ホテル等での個別に利用されたサービス、飲み物、自由行動中の食事などは含まれておりません。 
 

 ■子ども(12 歳未満)料金について ※手配を必要とする内容により異なります。 

子ども (12 歳未満)A  ベッド 要。 大人と同額。1 部屋の利用人数に含みます。 

子ども (12 歳未満)B ベッド不要 (保護者と一緒のベッドを利用)。 お問い合わせください。 

1 部屋の利用人数には含まれません。 

幼児  (2 歳未満) ベッド不要。食事なし。飛行機の座席なし。 10,000 円  
 

●12 歳未満のご参加について 
 行程中、自由行動が含まれるため、原則として保護者同伴にてお願いいたします。 

 保護者が同伴されない場合、①お知り合いの方で参加者がいる場合には、その方にお願いいただくか、②アージック吉井春人師までご相談ください。 
 

●18 歳未満のご参加について 
保護者の同意が必要になります。申込書の所定の欄に署名、ご捺印の上、お申込みください。 

 

●取消料について 
お申込み後、下記の取消料をお支払いいただくことで、旅行のお取消をすることができます。 

なお、取消のご連絡は、旅行会社営業時間内に承ります。(営業時間 09:30～18:00 定休日 土・日・祝祭日) 
 

募集締切日以後～旅行開始日の前日から起算して
取消日 募集締切日以前 

21 日前以前 20 日前～8 日前 7 日前～2 日前
出発日前日 出発当日 

無連絡不参加 

旅行開始後 

取消料 取消料不要 15,000 円 旅行代金の 20% 旅行代金の 30% 旅行代金の 40% 旅行代金の 50% 旅行代金の 100%
 

●申込方法 …申込締切 2008 年 12 月 26 日(金) ※定員になり次第締切、キャンセル待ちにてお受けいたします。 
 

①申込書に必要事項をご記入の上、「にこまるツアー」までご送付ください。 
 

②お申込金(旅行代金の一部)として、お一人あたり 15,000 円を下記口座にお振込みください。(残金は、1 月頃ご請求となります。) 

        三菱東京UFJ銀行 上野支店 普通口座 5448455 カ)エイチ エム シー 

 ●お申込書 送付先: FAX.03-5812-7085 （株）HMC にこまるツアー 〒110-0016 東京都台東区台東 4-30-8 宮地ビル本館７Ｆ

切り取らず、そのまま FAX、またはコピーして郵送してください。(連名でのお申込みは、原則、同一ご住所のご家族に限ってお願いします。) 
 参加者氏名(漢字) (フリガナ) 性別 生年月日 年齢

1 
保護者 (代表者) 

 男・女 年    月    日 

ベッド 

(子ども)

2   男・女  有・無

3   男・女  有・無

4   男・女  有・無

5   男・女  有・無

〒 

 ご住所 

TEL FAX 携帯 

日中の連絡先 上記以外の方 TEL.                     名称: 

お名前                             続柄・関係（        ） 

ご住所 

TEL FAX 携帯 
旅行中の 

緊急連絡先 

※18 歳未満の方で単独参加の場合のみ、保護者の方が自署、ご捺印ください 
 

本旅行参加することに同意します。              保護者                             印

お部屋のご希望 ご家族またはお１人でご利用 ・ 相部屋を希望 （同室希望者                      ） 
 

 

※相部屋ご希望の方でも、組み合わせ上、相部屋になる方がいない場合には、ご了承ください。 

その他の連絡事項 

持病をお持ちの方、妊娠中の方、その他、特別な配慮の必要な方はご記入ください。 

 

 

 


