
生活体験 第１回 ８日間
様々なボランティア活動を通して新しい視座を習得

旅 行 代 金

期 間

対 象 ・定 員

研 修 地

協 力

プログラム参加費

利用航空会社

２４５，０００円

２０１９年８月１３日（火）
～８月２０日（火）

＊出発前日が事前研修会です。

小学校３年生～高校３年生
１５名（最少催行６名）

ニューサウスウェールズ州
バサースト

Bathurst tours

キャセイパシフィック航空

＊プログラム参加費・旅行代金の詳細は『事業概要』をご参照下さい。

プログラム（予定）

８/１２（月） 夕方 事前研修会

８/１３（火） 夜 成田空港発（香港経由）

８/１４（水） 午前 シドニー空港着

午後 シドニー市内見学

(オペラハウス・ハーバーブリッジ・動物園見学)

夜 ホストファミリーとマッチング

８/１５（木） 午前 老人ホームボランティア体験

午後 牧場ボランティア体験・BBQ

８/１６（金） 終日 日本語指導ボランティア体験

８/１７（土） 終日 環境保護活動ボランティア体験

８/１８（日） 終日 ホストファミリーと過ごす

８/１９（月） 朝 ホストファミリーとお別れ

午前 ブルーマウンテン見学、昼食

午後 シドニー空港発（香港経由）

８/２０（火） 朝 成田空港着、通関後解散

＊天候によりスケジュールが変更になる可能性もあります。

特 色

📌ホストファミリーは原則１家庭２名
（全体人数が奇数のグループは１家庭３名の家庭もあります）

📌コアラ・カンガルー・ウォンバットなど固有動物と触れ合い
📌オペラハウスやブルーマウンテンなど世界遺産見学
📌小学校で日本語指導のボランティア体験
📌老人ホームでティータイムのお手伝いや日本文化紹介
📌牧場で動物のケアや餌やり
📌河川に住む生き物の環境保護活動
📌通年を通した交流開始から３５年目になります

現地情報

📌気候 南半球のオーストラリアは冬で、雨が少なく晴
天が続きます。日中の日差しが暖かです

📌気温 最高気温１２℃ 最低気温１℃（８月）
📌時差 日本より１時間早いです
📌通貨 オーストラリアドル
📌概要 内陸の町としては最も歴史が古く、穏やかな牧

草地帯です。夜は南十字星も見られます
📌食事 １日３食（初日の昼食・最終日の夕食を除く）

📌通学 ホストファミリーが送迎

Bathurst Tours CEOよりメッセージ

G’day everyone. Here in Bathurst, Australia we have been hosting KSKK students since 1985 and are very proud to 
again offer an exciting Aussie experience this year. We are a modern rural community and Australia’s oldest inland 
settlement that dates back to 1815. We have amazingly clear star filled skies at night away from big city lights and a 
vibrant country town feel during the day. Bathurst has a diverse multicultural population and the city is filled with 
beautiful old buildings, parks and spacious manicured gardens. We are also home to the world famous Mount 
Panorama car Racing circuit which you’ll see on your visit to Bathurst. Our program this year involves a diverse range 
of activities including junior and high school visits to see and learn about Australian education. We visit our older 
generation in residential care to share Japanese culture and we visit a working farm with friendly sheep, cattle, 
chickens, goats and pigs. On a tour to Australia, you will see Kangaroo, koala and other Aussie wildlife. We now 
include a range of conservation activities for students to learn about environmental sensitivity, land management and 
protecting the environment in which we live. While staying in Bathurst, you will be hosted with friendly local families. 
See, live and learn how Aussie life is in our rural country city. Come and enjoy Bathurst. You will love it.
Ian Redpath CEO Bathurst Tours
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