スタディツアー概要
LOOB（ロオブ）は、
「青少年が国を超えて友愛と奉仕の精神を育み、持続
可能な未来の創造に寄与すること」をビジョンに 16 年活動しているフィ
リピンの NGO です。
●コンセプト:将来、国際的なフィールドで活動したいと思っているユースが集まり、フ
ィリピンの社会問題に触れながら過ごす 8 日間。今回のテーマは“フェアトレード”です。
フィリピンの経済成⾧に合わせて深刻化する貧困問題に対しての NGO のエシカルなアプ
ローチを学びます。
●開催日程:2018 年 8 月 22 日（水）～29 日（水）７泊 8 日
●参加費:現地集合 63,000 円（航空券は各自手配で約７万円前後別途）
●定員: 15 名前後
●締め切り: 2018 年７月半ば（航空券が取れる限りは直前でも受付けます）
●渡航前打ち合わせ:LINE で行います。
●活動内容:
• フェアトレード生産者訪問（製作体験） • ホームステイ 3 泊
• ごみ処理施設の視察 • 学校や学童で子どもと交流
• 世界遺産やビーチ観光 • プレゼン発表会
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LOOB のスタディツアーが面白い３つの理由!
①現地ユースと共同生活!
初日から LOOB の現地ユースボランティアが合流し、最終日まで一緒に
活動します。ブラザー、シスターと呼び合う仲になり、フィリピンのこ
とを教えてもらえます。
②現地に根差した NGO 活動から学ぶ!
LOOB が住民組織と共に行っているフェアトレード事業をはじめ、教育
サポートや学童、環境活動をを視察します。
「フェアトレードや貧困・教
育」というテーマで意見交換を積極的に行います。
③現地の体験を英語でアウトプット!
ツアーの最後には、一緒に過ごした仲間とオープンフォーラムで経験を
振り返ります。アウトプットすることでさらに経験を深めることができ
ます。

活動ポイント!

バディとなるフィリピン人ユースメンバーは皆さまと寝食を共にし、毎日の研修やアクティビティに同行します。日
本人と現地ユースメンバーはグループで調査テーマを決定し、下記 1～5 の活動を体験し、最後に発表会を行います。
1．フェアトレード生産者訪問（製作体験）
LOOB が支援する先住民コミュニティとごみ処理場のコミュニティを訪問し、経済発展の一方で増え続ける都市
貧困生活者のお話しを聞きます。LOOB による女性の生計支援プロジェクトにも参加します。フェアトレードの
支援と同時に、教育サポートや学童も視察します。
2．シェアハウス＆ホームステイ 3 泊
最初の 3 泊は LOOB が運営するシェアハウスに泊まります。この施設は LOOB のスタッフやボランティアが共同
生活する男女別のドミトリーです。4 泊目からは日本では体験できないことがぎっしりのホームステイ!受け入
れ先のご家庭は、決して裕福ではありませんが、人と人が協力する暮らしの中で、新しい価値観をたくさん見つ
けることができます。社会の核である「家族」と「コミュニティ」のシンプルライフです。
3．ごみ処理施設の視察
30 年間分のごみが集積されているイロイロ市ごみ投棄場に入り、行政の衛生埋め立て地を見学したり、ウェスト
ピッカーのお宅を訪問させてもらい、インタビューを行います。環境問題や教育問題に触れながら、都市化の大
量消費文化や労働者の尊厳など、さまざまな考えを深めます。
4．学校や学童で子どもと交流
フェアトレードを通して学んだことを現地の子ども達に伝える時間です。公立高校で子ども達と触れることで、
現地の教育現場を体感することもできます。高校生との意見交流も予定しています。子ども達はとても楽しみに
しています。
5．プレゼン発表会
ツアーの最後には、初日から現地ボランティアと一緒に体験した５つの活動を振り返り、アウトプットします。
使用言語は英語となりますが、日本人スタッフが補佐しますのでご安心下さい。
5．世界遺産訪問/観光
もちろん学びだけでなく、パナイ島が誇る世界遺産の教会を訪問したり、観光やビーチに行く時間もあります。
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活動スケジュール
全日程を通して LOOB 現地スタッフおよびユースボランティアが同行してサポートしてくれます。

Date
Day1
8/22
(水)
Day 2
8/23
(木)

Activity
【推奨便フィリピン航空 PR2145】
マニラ 17:00 発→イロイロ 18:05 着
もしくは 6 時までに到着する便。前泊も可
フィリピンボランティアと合流
～現地ユースメンバーとチーム作り～
午前:オリエンテーション/市内ミニ観光

～先住民の現状を学ぶ～

Day 4
8/25
(土)

～都市貧困の現状を学ぶ～

Day 5
8/26
(日)

～ファミリーと過ごす～
終日:オープンタイム（フィリピン料理体験、教会 etc.etc）

Day 7
8/28
(火)
Day 9
8/29
(水)

LOOB
シェアハウス

LOOB
シェアハウス

午後:先住民コミュニティ生産者訪問（学童ボランティア）

Day 3
8/24
(金)

Day 6
8/27
(月)

Memo

午前:先住民コミュニティ生産者訪問（バッグ作り体験）
午後:小学校訪問交流 、NG O 講座フィリピン文化紹介
午前:ごみ投棄場の訪問／生産者訪問
午後:現地ボランティアとオープンフォーラム
夕方ホームステイの村へ（＠カラフナン）

～現地の子ども達に伝える時間へ～
午前:高校を訪問して交流 （＠ティグバワン町）
午後:世界遺産、ビーチを訪問
～最終のプレゼン、仲間と最後の時間～
午前:ファミリーとお別れ
午後:プレゼン発表会
ショッピング＆評価会
【推奨便フィリピン航空 PR2142】
イロイロ 10:05 発→マニラ 11:15 着
もしくはこの前に出発する便。後泊も可能

LOOB
シェアハウス

ホームステイ

ホームステイ

ホームステイ

LOOB
シェアハウス
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【参加費について】
参加費 63,000 円（LOOB 会員からの紹介は 5,000 円引き）
参加費に含まれるもの

参加費に含まれないもの

･イロイロ空港送迎

･日本～イロイロ航空券（約 6 万円台）

･現地滞在費（移動費、食費込み）

･海外旅行保険 3,000 円前後。

･現地活動費、訪問先調整費など
･LOOBのTシャツ1枚

各自必ずご加入ください
･お小遣い 5,000～10,000 円前後

･LOOB賛助会費（3,000円）
･プログラム申込金（10,000円）
【予算の見積もり】
参加費 63,000 円＋渡航費 60,000 円＋海外旅行保険 3,000 円
合計:約 126,000 円

【キャンセル・ポリシー】
申込み完了後のキャンセル料は申込金 100％となります。イロイロ到着日の 10 日前からキャ
ンセル料は申込金および参加費 100％となります。現地に入ってから日程を短縮される場合、
参加費はご返金はできませんのであらかじめご了承下さい。

【航空券の手配について】
必ず往復チケットをご予約ください。フィリピン航空（Philippines Air）で下記の便を推奨し
ています。
【①成田発（セブ経由）イロイロ行き】
8 月 22 日（水） フィリピン航空 PR435
フィリピン航空 PR2386
8 月 29 日（水） フィリピン航空 PR2381
フィリピン航空 PR436
【②成田発（マニラ経由）イロイロ行き】
8 月 22 日（水） フィリピン航空 PR431
フィリピン航空 PR2145
8 月 29 日（水） フィリピン航空 PR2142
フィリピン航空 PR432

成田 0935 セブ 1405
セブ 1700 イロイロ 1750
イロイロ 0650 セブ 0740
セブ 1454 成田 1800
成田 09:30 マニラ 13:30
マニラ 1700 イロイロ 1800
イロイロ 1005 マニラ 1110
マニラ 1500 成田 2010

これ以外についてはご相談下さい。
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【申込みまでの流れ】
STEP１
案内書

STEP２
お申込
み

STEP３
お振込
み

この案内書（PDF）を読む。

ホームページにある下記の申込みフォームから
お申込み下さい。
www.loobinc.com/form_camp.html

お申込みフォームを受理しましたら、フィリピン事務局からメールいたします。
13,000 円を下記口座にお振込みいただき、正式な申し込みとなります。
残金は、現地で日本円のままお支払い下さい。
【ゆうちょ銀行から振込む場合】

締め切りは?
7 月中旬です。

口座番号:（記号）10010（番号）78764681
口座名義:トクヒ）ロオフ゛

シ゛ャハ゜ン

【ゆうちょ銀行以外から振込む場合】
ゆうちょ銀行
店名

〇一八（読み

店番

018

ゼロイチハチ）

普通預金

口座番号 7876468
口座名義:トクヒ）ロオフ゛

STEP４
航空券

シ゛ャハ゜ン

上記と平行して、国際航空券との手配を進めて下さい。
・STEP３のお振込みは国際航空券が確定してからでも OK。
・日本から他の参加者と一緒にいけるよう、事務局と調整して下さい。
・LOOB で代理手配も可能です（手配無料）

STEP５
準備

都内で事前研修を予定しています。詳しい日程はメールでお伝えします。事前研
修に参加できない方は、オンライン説明会も随時可能。LINE:yukieloot までご
連絡下さい。
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LOOB プログラム参加者 持ち物チェック表
（2018 年版）

バックパックまたは中くらいスーツケース

カバン

貴重品

預ける荷物は＿＿＿キロ以内に、手荷物は＿＿キロ以内に。
１．パスポート

パスポートはコピーを 1 枚、ご持参下さい。

２．国際航空券

１～5 は貴重品袋（一つにまとめて）LOOB シェアハウスの

３．財布（現金）
４．海外旅行保険証

洗面具

衣類

ロッカーで管理して下さい。
（*持参するお金は、１万円札１枚より、1,000 円 10 枚にしよう!
両替の融通がききます）

洗顔／お風呂セット

シャンプー、石鹸、洗剤などは現地で買うのがお得です。

バスタオル／タオル

大 1、小２くらい

帽子・サングラス

日焼け、熱中症対策に、帽子は必ずお持ち下さい。

Ｔシャツ

T シャツ３～４枚（LOOB T シャツ無料進呈）

⾧ズボン／短パン

ジーンズや短パンなど汚れてもよい服

寝る服

パジャマより、部屋着などリラックスできる服。

靴下

汚くなっても良い靴下を１足持ってきてください。

⾧袖

１枚。飛行機内は激寒（＞＜）
。パーカーや薄めの⾧袖服。

クロックス／サンダル ホームステイ中もクロックス系が便利です。

勉強

その他
＆
あると
便利
グッズ

折り畳み傘／

6~12 月の雨季は、折り畳み傘とレインコート必須でお願

レインコート

いします。1～5 月は乾期なので、日傘があると便利です。

水着

海は水着でなくても T シャツ等で OK です。

筆記用具

ノート＆ペン

電子辞書

電子辞書があると便利です。

日焼け止め

焼けたくない人は日やけ止め

虫除け

虫除けクリームやスプレーは必要です。現地でも買えます。

お土産/日本食/ネタ
カメラ/iPhod など

現地の方に記念になる小さなものがあると喜ばれます。大
人数に少しずつ配れるもの、話のネタになるもの。
電子機器は、110～240V と書いてあれば変圧器なしで
OK!

携帯用トイレット

ホームステイ先に１ロール支給しますが、それ以外の場所

ペーパー

にないので、一人１ロールご持参下さい。

ビニール袋

濡れた服などを入れるのに、数枚あると便利。

ハンガーなど

洗濯ばさみ付きハンガーがあると便利☆

海で遊べるもの

ゴーグル、スノーケルとかあれば

ノートパソコン

持参 OK です。Wifi が使える環境も多いです。
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