JEES STUDY TOUR
FOR International STUDENTS
JEES is seeking applications from international students who
possess enthusiasm for learning about traditional culture and
crafts in Japan.
Time and Date: 9:30A.M. to 3:30P.M. on Saturday 18th February 2017.
Programs:
1. Indigo Dyeing Experience (dyeing Tenugui)
2. (a) Tea Ceremony or
(b) Andon (Paper Lantern) Making
Indigo Dyeing Experience
Notes: Program 1 is for all participants. For Program 2
(Photo provided by WANARIYA)
participants take part either in (a) or (b). Please
indicate the order of your preference when you apply.
＜What’ Tenugui?＞

Tenugui is Japanese traditional cotton
towel.
＜What’ Andon?＞

Andon is an oil lampstand with a
wood frame and paper shade (used in
Paper Lantern Creation Experience

Edo era ).
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Tea ceremony Experience
(Photo provided by ASAKUSA JIDAIYA )

Tour Fee: Free. Participant must cover transportation costs to and from the tour venue. Lunch will be
provided by JEES.

Meeting place: Iriya Station(Tokyo Metoro Hibiya Line)
End of the tour: Kaminarimon Gate at Senso-ji Temple
Participants: 30 international students studying in Japan
Requirements: Participants must have no food restrictions. English instruction will be available.
How to apply：Please send an email to ix2@jees.or.jp with
1.the title：『Study tour on 18, Feb』
2.the text：(1)Your name (2)Gender (3)Age (4)Nationality (5)School name (6) Mobile
phone, (7) Email address (8) Resident address in Japan (9) Order of your preference
for Programe 2: 1st (a) 2nd (b) or 1st (b) or 2nd (a)
Application deadline：Thursday 2nd February 2017
Application result：The result will be emailed to all the applicants.
※When applications exceed the tour capacity, not all applicants can participate.
Inquiry：Japan Educational Exchanges and Services (JEES),
International Exchange Division,
Email：ix2@jees.or.jp

平成 28 年度
JEES 留学生スタディ・ツアー
◆開催日：平成 29 年(2017 年)2 月 18 日(土) 9:30～15:30
◆体験内容：１．手ぬぐいの藍染め体験 ※参加者全員で体験します。
2．(ａ)茶道体験、または (ｂ)あんどん作り体験
※(a)と(b)について：どちらか１つのみの体験となります。申込み時に希望する順番を回答し
てください。ただし、希望通りにならないこともありますので、ご了承く
ださい。どちらを体験するかは、当日お知らせします。

◆「てぬぐい」とは…？
手ふきや食器拭きに使用されていた木綿の布。現在では、使用用途が多
藍染め体験(写真提供：和なり屋)

岐にわたりインテリアやファッションにも取り入れられている。
◆「あんどん」とは…?
あんどんは、主に江戸時代に使われた室内用照明器具。
火が消えないように、木や竹で作られた枠に和紙を貼りつけ、その中に小
さな陶器皿を置いたもの。お皿に火をともし、照明替わりとした。

あんどん作り体験(写真提供：時代屋)

◆参加費：無料(※自宅～集合場所、解散場所～自宅交通費は自己負担)
昼食は JEES で準備しますので、食事制限のある方はご遠慮くだ
さい。
◆集合場所：入谷駅(東京メトロ日比谷線)
◆解散場所：浅草寺雷門前
◆対象：日本国内の学校(大学、専門学校、高専、日本語学校)に在籍する
留学生 30 名

茶道体験(写真提供：時代屋)

◆応募方法：以下の内容を ix2@jees.or.jp に E-mail してください
件名：「2 月 18 日スタディ・ツアー希望」
本文：①氏名②性別③年齢④国籍⑤在籍学校名⑥携帯電話番号⑦E-mail アドレス⑧住所
⑨体験内容２の希望順(第 1 希望と第 2 希望を書いてください)
◆申込み期限：平成 29 年(2017 年)2 月 2 日(木)
※応募者多数の場合は、ご参加いただけない場合があります。
◆応募結果：2 月上旬に応募全員に参加可否をメールでお知らせします。
◆問合せ先：日本国際教育支援協会(JEES) 事業部 国際交流課 ix2@jees.or.jp

