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2018 年 ISPA ヤングマリナープログラム 

トールシップコース（オーストラリア） 

開催・参加要項 

 

 

ISPA・ヤングマリナープログラム、トールシップコースとは 

 

「若者をセーリングの世界、そして世界の海へ」を掲げ、ISPA Japan が 2017 年から開始したプログラ

ムで、既存の ISPA トレーニングスタンダードを若者向けにアレンジしたものです。 

コースは各地の ISPA 公認スクール・そして公認インストラクターにより運営されます。 

尚、オーストラリアのコースに関しては South Passage（Sail Training Association of Qld.inc ）と ISPA 公

認・ウィンドバレーセーリングスクール（カナダ）共催の形で開催され、ISPA サテフィケートは South 

Passage / Sailing Master によって発行されます。 

 

 

◯  2018 年・コース開催要項  

・ 参加定員：日本から9名、原則として 13歳以上 25歳以下（大学卒業前） 

オーストラリアの若者 9名、合計 18 名 

尚、参加者以外にトレーニング艇の乗組員としてセーリングマスター１名、スキッパ 

ー（船⾧）1名、インストラクター3名、コック１名、日本からの同行インストラク 

ター1名の合計7名が乗船します。  

＊ 参加に際して若干の身体・精神的障害は問題となりません、ご相談ください。  

＊ 年齢が上記原則を超えている場合でも、将来インストラクターを目指すなどの適切な理由がある場 

合には参加を認めることがあります、詳細はお問い合わせください。 

＊ 参加申込みが定員に満たない場合には開催中止となることがあります。 

＊ このプログラムは、インストラクター１名が乗組員として日本から現地へ渡航し、プログラム 

終了後に帰国いたします。当インストラクターは別途記載のフライトに搭乗いたしますので、 

同行をご希望の方は同じ航空便の手配をお願いいたします。出発当日は待ち合わせて一緒に 

搭乗いたします。 

 

◯ 運営主体 

❏ プログラム主催 NPO法人ISPA Japan (International Sail and Power Association Japan) 

国際ボートトレーニングシステムの運用・管理団体であるISPAの日本団体として2001年に発足した非

営利団体。世界最大のセールトレーニング団体であるSTI（Sail Training International ・本部英国）の

日本代表加盟団体。「ISPA ヤングマリナープログラム」のコースを運営するISPA加盟スクールなど

にプログラムを提供、運営に関する総合的な援助（広報、事務、参加者費援助）を行います。 

 



                              

www.windvalleysailing.com                                          
 

❐ South Passage コース運営主体（1）  

South Passage （オーストラリア・トレーニング艇）、運営主体は Sail Training Association of Qld.inc、

若者にセールトレーニングを提供することを主たる目標として活動している非営利団体。  

トレーニング艇 Sough Passage は 1993 年建造、オールアルミ製のスクーナー。 

  

❐ WindValley Sailing School (Canada)  コース運営主体（2）  

1992 年、カナダバンクーバーにて活動を開始したセーリングスクール。1994 年、ISPA 設立に際して 

はスクール代表 Robert Sendoh が主要メンバーの一人として参加。カナダの他、ヨーロッパ、日本、

南太平洋で各種トレーニングコースを運営。  

2001~2004 年にかけてはカナダと日本の若者を対象とした Young Mariner コースをカナダにて実施。 

 

◯ 2018 年・日程（旅程） 

現地（Townsville）集合（8 月 17 日夕刻）Mackay8 月 25 日解散 

・ 8 月 17 日：Townsville 集合・乗船 

・ 8 月 18 日：出航・コース開始 

・ 8 月 25 日：Mackay 帰着 

・ 8 月 26 日：帰国便搭乗（フライト情報を参照） 

 

＊日本から同伴インストラクターと同行を希望する方は下記フライト情報をご参照ください。 

 

◯ 参加費用 

200,000 円 

【内訳】 

・プログラム費用：190,000 円 

 (インストラクション費用、教材、クルーズ中の食費、現地交通費)  

・ブリスベンホテル 1 泊(8/25)費用：10,000 円 

  STW 手配(手配料込)・(同性相部屋/食事なし)  

 

＊ キャンセルポリシー 

 ・ 開催日90日前～60日前にキャンセルの場合： 50％（100,000円） 

 ・ 開催日59日前～30日前にキャンセルの場合： 70％（140,000円） 

 ・ 開催日29日前～当日にキャンセルの場合 ：100％（200,000円） 

 

◯ フライト情報 

【8/16】QF 062  成田 19：55 → ブリスベン 05：55 (8/17) 

【8/17】QF1790  ブリスベン 10：30 → タウンズビル 12：30 

【8/25】VA 616  マッカイ 17：00 → ブリスベン 18：25 

【8/26】QF 061  ブリスベン 09：35 → 成田 17：55 
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＊ 希望者には下記申込受付先の STW にて航空券の手配が可能です。 

【STW からのご案内】 

＊ 予算は 12 万円~16 万円、プラス発券手数料 3,240 円を STW にお支払いただきます。 

（申込時期が遅くなるとコストがあがります）。 

＊ 手配希望を頂いてからの座席確認と料金お見積りとなります。 

尚、ご予約後翌日までにご旅行代金全額のご入金が必要となります。 

（クレジットカード決済可能です。VISA, MASTER,JCB のいずれか） 

＊ 航空券につきましては、発券後のキャンセルの場合、100%のキャンセル料となります。 

＊  オーストラリア入国には VISA が必要となりますので事前に取得してください。  

   STWにて1,200円で代行手配可能です。（パスポートコピー提出必要） 

＊  上記スケジュールは予告なく変更となる場合があります。 

 

◯ 帰国発表会（日程未定）  
オーストラリア大使館、横浜ベイサイドマリーナ等、各地のマリーナなどでコース参加者による体験発表会

を開催予定。 発表用の映像・画像などは参加した若者自身による編集を原則とします。  

 

◯ 持ち物リスト  

この時期の気温は 19 度~27 度程度ですが、海上では寒くなることもありますので、暖かい服装もご持参

ください。 

カッパ上下（山用でも OK）、靴は運動靴の他、船内履きを兼ねたサンダル（できればかかとが固定でき

るもの）、ワッチ帽子（スキー帽）、キャップもしくは日よけ帽子、就寝時のためのスエット上下（上は

フード付きがお勧め）、下着は 3 組程度、サングラス、サンスクリーン、大型バンダナ（首をカバーし

たり色々使えます）、水着（水泳希望者）、水泳用ゴーグル（希望者）、就寝時のための夏用シュラフ（船

で簡単なブランケットと枕カバーを用意します、枕はピローケースに衣類を入れて使えば充分です）、

透明なビニール袋数枚（着替えなどを入れておくと便利）、ヘッドランプ（赤の点灯するもの）、大型洗

面タオル（バスタオルを兼ねる）、常備薬（持参の場合はインストラクターに詳細をお知らせください。） 

 

◯ お金 

必要となるのは往路・復路中の食費、初日の夕食、ブリスベン宿泊時の食事費用、それに多少のお小遣

いです。予備も含め合計で 5 万円もあれば充分と想定します。 

 

◯ その他 

・ 原則としてスマートフォンの使用は乗船中禁止、乗船時に預かります。 

今回のコースでは記録画像、映像用に許可される場合がありますが、現地にてスキッパー（船

⾧）が決定します。 

・ 記録画像、映像は後日参加者に配布いたします。 

・ 船内生活：オーストラリアでのトレーニングは 17 日の乗船から 25 日の下船まで全て船内で
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の生活となります。停泊地においては、上陸活動も予定しています。 

・ 英語：乗船中のコミュニケーションは英語が原則となります。ただし、英語スキルのレベルは問題 

となりません。  

・ 楽器：ウクレレ、ハーモニカなど、船内でのエンターテイメント用の楽器の持ち込みはOK。  

 

◯ トレーニング  

ISPA Tall Ship Novice Crew サテフィケート取得 

参加申込みを頂いた後、ISPA Tall Ship ワークブックを配布いたしますので充分な予習をしてきてください。 

 

 

 

 

 
☆ 申込方法  
 
まずは下記担当者宛、参加希望の旨ご連絡ください。 

必要書類（申込書、保護者同意書、健康状態チェックリスト）のご提出をもって参加申込完了

となります。 
 
旅行代理店 株式会社 エス・ティー・ワールド [STW]  (担当：小熊)  https://stworld.jp/ 

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-10-7 五島育英会ビル 6 階 

TEL：03-5784-2894 FAX：03-5784-2648 

MAIL：ryugaku@global-jinzai.org 

営業時間： 10：30～19：30 ・ 定休日：土日祝日 
 
＊参加に際しては事前に開催地域を含む旅行・傷病保険に加入していただくことが条件となります。 

＊申込み後 South Passage の「Voyage Handbook」が配布されますので熟読してください。 

 

 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

コース運営主体 

Windvalley Sailing School  

 

 


