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活動しているフィリピンの NGO です。国際協力の現場で学
びながら、新しい価値観と新しい自分を発見してみませんか?
[募集概要]
日程:2018 年 3 月 5 日～13 日
参加費:71,000 円
（フィリピン・イロイロ市現地集合）
定員:20 名
LOOB フィリピン事務局
Lot23 Blk15 NHA2
MANDURRIAO ILOILO CITY
5000 PHILIPPINES
Tel/Fax:63-33-321-2040
info@loobinc.com

[メインの活動]
① ホームステイ体験
② NGO 活動体験
‐ ごみ投棄場＆フェアトレード生産者訪問
‐ 子ども達との交流企画
③プレゼン発表
LOOB JAPAN
〒130-0005
東京都墨田区東駒形２丁目９番１４号
(常駐スタッフはおりませんのでメールでご連絡下さい)

Tel:050-5899-2282
loobjapan@gmail.com

Copyright ©2001 LOOB Inc./LOOB JAPAN. All Rights Reserved.当案内書に掲載される記事、写真、ロゴ等の無断転載・配布を固く禁止します。

団体について

子ども達の教育サポート
若者のエンパワーメント コミュニティ開発
NPO 法人 LOOB JAPAN（現地法人名 Love Our Own Brethren Inc.）は
2001 年からフィリピン・イロイロ市で活動している非政府組織（NGO）
です。青少年育成プログラムを通し、次世代のリーダーを育て、フィリ
ピンが抱える教育・環境・食・雇用の問題を解決していくことを目指し
ています。
【1．国際協力の活動理念】

【２．国際交流の活動理念】

コミュニティ開発、社会活動、自立
支援などの協力プログラムを実施す
ることにより、フィリピンと日本の
参加メンバーの奉仕精神を育てる。

文化的かつ教育的な交流プログ
ラムを通じ、国籍、年齢、性別、
肌の色、信条に関わらず、メンバ
ーが互いに成⾧することを目指
す。

-教育サポート
-食と栄養
-エコ・グリーン
-フェアトレード
-スモーキーマウンテン支援
-国際ボランティアワークキャンプ

ワークキャンプ
とは?

-日本語教室
-ホームステイ
-英語研修
-スタディツアー

What’s LOOB WORKCAMP?
英語で考え、ボランティアやホームステイで社会体験!
将来、国際的なフィールドで活動したいユースが集まり、現地 NGO ス
タッフとさまざまな社会問題に触れながら、英語で考え行動するプログ
ラムです。今回 58 回目を迎えます。
日本人だけで過ごすのではなく、現地のボランティアやファミリーとの
時間を大切にし、一緒に新しい価値観を発見していくことを重視してい
ます。
ソーシャルインパクト

日本人参加者は、フィリピンの現地ユースから文化・風習を英語で学び
ながら、ボランティア活動に参加し、グローバルな視点を養います。
フィリピン人ユースメンバーは、外国人との交流を通して客観的に自国
の現状を認識し、主体性やリーダーシップを高めます。
日本人２名の参加に対し現地のユース１名が無料で参加できるほか、日
本人 1 名につき貧困家庭の子ども 1 名の就学をサポートします。
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LOOB のワークキャンプが面白い３つの理由!
① ホームステイで現地ユースと共同生活!
初日から最終日までフィリピン人ユースが 24 時間行動を共にします。
ホームステイでは社会の核である「家族」と「コミュニティ」のシンプルライフを体験。
もちろん毎日子ども達と思いきり交流することができます。

どのような場所に滞在するの?
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 泊目からはギマラス島に移り、日本では体験
できないことがぎっしりのホームステイ!現地のご家庭でフィリピンライフを体験すると、コミュ
ニティの繋がりから社会がよく見えてきます。

ホームステイはどんな感じ?
ホストファミリーは、LOOB の支援先コミュニティとなります。決して裕福なご家庭ではありませ
んので、生活環境（お風呂やトイレ）は日本と違うことをご了承ください。ファミリーは両親とお
子様がいるご家庭となりますが、具体的な人数などは現地で発表されます。日本人の参加者２名と
フィリピン人ユースメンバー1 名でステイし、男女ミックスにはなりませんのでご安心下さい。

バディ制度って何?
バディとなるフィリピン人ユースメンバーは、皆さまと寝食を供に、シェアハウスからホームステ
イまで同行します。もちろん、毎日の研修やアクティビティにも一緒に参加しますのでとっても仲
良くなります。
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②

NGO 活動で教育＆環境ボランティア!

フィリピンに根差した支援実績を持つ LOOB の活動を体験します。
ごみ山の訪問やフェアトレード体験など、身近で見ることで、地域に学びます。
共に学びあい、成⾧すること、これが LOOB が目指すエンパワーメントです。

ごみ山ってどんなところ?
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。

子どもボランティアは何をする?
イロイロ市ごみ投棄場の近くで LOOB が運営しているチャイルド
マインディングに参加します。親がごみ山で働いている間、小さな
子ども達が安全に時間をすごせるよう面倒をみる活動です。絵本の
よみきかせ、映画放映、ダンス、クラフト等などを行います。
またギマラス島の小学校を訪問して日本文化を教える活動も行い
ます。海外から来た皆さまとの交流は子ども達のドアを世界に開い
てくれます。

マングローブ植林ってどんな活動?
LOOB が過去 10 年間植林してきたギマラス島南部でマングロー
ブ林の再植林のお手伝いを行います。ギマラス島は写真のような
青いビーチが広がる美しい場所です。ファミリーや子ども達とも
一緒に植林を行ったり、住民が進めているエコツーリズムを応援
するために海に浮かぶコテッジに行ったりします。
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③

自分の感動体験をプレゼンする!

現地で実際に経験したこと感じたことをアウトプットします。
１週間共に過ごした仲間との最後の時間になります
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。

なぜプレゼンをするの?
キャンプ中に嬉しかったこと、びっくりしたこと、大変だったこと、悩んだこと、これらは全てあ
なたの経験に基づいた「感動体験」です。一緒に過ごした仲間とこの経験を共有して下さい。プレ
ゼンに向けて、スタッフが英語の作文作り、パブリックスピーチの方法をお手伝いします。
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ワークキャンプ日程表
事前研修①

＊事前研修に参加

参加者の顔合わせ、フィリピン＆NGO 基礎知識

＠都内

イプで対応可能

事前研修②
テーマ決め、現地活動準備

できない方はスカ

＠都内

事前研修③
テーマ決め、現地活動準備
3/5

＠都内

指定航空便利用（詳細は P6）

（月） 夜:歓迎夕食会、フィリピン人ボランティアと合流

LOOB
シェアハウス
（イロイロ市）

3/6

～現地ユースメンバーとチーム作り～

（火） 午前: 英語チームビルディング （市内ミニ観光）
3/7

LOOB
シェアハウス

午後: NGO 講座、フィリピン文化紹介

（イロイロ市）

～ごみ山の現状から都市貧困問題を学ぶ～

LOOB

（水） 午前: ごみ投棄場、家庭訪問
午後: ごみ山住民によるフェアトレード製作体験

シェアハウス
（イロイロ市）

学童（子ども達とのアクティビティ）
3/8

～海と共に暮らすギマラス島でホームステイ開始!～

（木） 午前: ギマラス島へ、トラピスト修道院

ホームステイ
１泊目

午後: マングローブ植林体験
3/9

～ファミリーと一緒にマングローブ植林～

（金） 午前: オープンフォーラム（意見交換会）

ホームステイ
２泊目

午後: マングローブ植林体験
3/10

～村人が運営するエコツーリズムを体験～

ホームステイ

（土） 終日: 無人島／フローティングコテッジで遊ぶ!～

３泊目

3/11

ホームステイ

～ファミリーと大自然の食生活を満喫しよう～

（日） 午前: ホームステイで自由時間

４泊目

午後: フィリピン料理を作ってみようタイム
フレンドシップナイト
3/12

～イロイロ市に戻って最終のプレゼン～

（月） ギマラス島からイロイロ市へ
午後:プレゼン発表、評価会

LOOB
シェアハウス
（イロイロ市）

ショッピング、お疲れ様パーティ
3/13

指定航空便利用（詳細は P6）

（火）
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Join us now &
Let’s Take Action!

【参加費について】
参加費 71,000 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

･日本からイロイロの航空券（約 6 万円台）

･現地滞在費（移動費、食費込み）

･イロイロ空港税（200 ペソ＝540 円）

･現地活動費、訪問先謝礼など

･海外旅行保険

･LOOBのTシャツ1枚

（3,000 円前後。各自必ずご加入ください）

･LOOB賛助会費（3,000円）

･お小遣い（5,000～10,000 円前後）

･プログラム申込金（10,000円）
【予算の見積もり】
参加費 71,000 円＋渡航費 60,000 円＋海外旅行保険 3,000 円
合計:約 134,000 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。

【パスポート・ビザ】
パスポートの有効期限は入国時 6 ヶ月＋滞在日数以上が必要。フィリピンの滞在が 29 日以内な
ので、ビザは必要なしです。

【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】
3 月 5 日（月）
フィリピン航空 PR435
フィリピン航空 PR2386
3 月 13 日（火） 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】
3 月 5 日（月）
フィリピン航空 PR431
フィリピン航空 PR2145
3 月 13 日（火） 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
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【プログラム申込み方法】
STEP１

ワークキャンプの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。

お申込み

http://www.loobinc.com/form_camp.html

STEP2
お振込み

お申込書を受理しましたら、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】
口座番号:（記号）10010（番号）78764681
締め切りは?
２月 16 日（金）です

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

口座番号

ゼロイチハチ）

普通預金
7876468

口座名義:トクヒ）ロオフ゛

STEP3
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。
・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）

STEP4
渡航準備

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スカイプで対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。
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安心の 24 時間サポート体制

NGO LOOB 日本人スタッフ＆フィリピン人スタッフ
（メディカルスタッフ）

あなた

現地ボランティア

－お知らせ－

ホームステイ先

キャンプにされた後に、スタッフとして活動した方も募集中!
詳 しく はイ ンターン＆スタッフのペ ージをご 覧下 さい。
http://www.loobinc.com/volstaff01.html
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LOOB プログラム参加者 持ち物チェック表
（2017 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 シェアハウスのロッ

３．財布（現金）
４．海外旅行保険証

洗面具

衣類

勉強

その他
＆
あると
便利
グッズ

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。飛行機内は激寒です（＞＜）。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。

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いし

レインコート

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

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。

カメラ/iPhod など

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、それ以外の場所にな

ペーパー

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かも☆

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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