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LOOBとは・・・ 2001年にフィリピ
ン・パナイ島イロイロ市を拠点に
発足し、青少年育成とコミュニ
ティ開発を行っている非政府組
織（NGO）です。日本各地の有
志に支えられ、さまざまな活動
を展開中。

フィリピンと日本の草の根的な
相互理解を促進し、物的・人的
支援の提供でコミュニティを支
援しています。LOOBと協働した
い個人・団体の方を随時募集
中！！

LOOB JAPAN、
JAPAN、やっとこ
やっとこ法人化へ
今年6月28日にLOOBは13周年を迎えました！（日本からゲスト
が来て被災地のアクティビティがあり、全くお祝いムードは全く
なしでしたが > <）。今年3月にはLOOB JAPANは東京都に
NPO法人認証を申請したので、またこれから新しい動きになっ
ていくと思います。夏までには認証が取れる予定です！
ここで、皆さん、LOOBの事業についてもう一度おさらいしましょう。長
年の会員さんもあまり読んでなかったりする「定款」に書いてある
LOOBの事業内容です。
(1) 途上国における地域協力・国際協力事業
(2) 途上国の子ども達への教育・医療支援事業
(3) 途上国の困難な状況にある地域・世帯への物資支援事業
(4) 国際理解・青少年育成事業
(5) その他目的を達成するための必要な事業
これに沿って、LOOB JAPANは法人取得後、(4)の国際理解・青少年
育成事業をを日本で拡大していくことになります。6月7日には、学生
と社会人メンバーが集結し、今後の活動について話しを行いました。
定例会の様子は
次ページ
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NPO LOOB JAPAN キックオフ！
皆さん！
がNPO法人として新た
法人として新た
皆さん！LOOB JAPANが
にスタートを切ります！今後
にスタートを切ります！今後とも
切ります！今後とも変わらない
とも変わらない
ご協力をよろしくお願いします
ご協力をよろしくお願いします。
をよろしくお願いします。新たにスター
トを切るに当たり、
月にメンバーが集まって、
トを切るに当たり、6月
にメンバーが集まって、
キックオフミーティングを
キックオフミーティングを行い、活動の方向性
ーティングを行い、活動の方向性
を共有いたしました。
LOOB JAPANのメンバーの活動テーマは、『人と人とがつながる場所、きっかけを作
る』になりました！より若い世代（小学校や高校など）に生きる力や新しい選択肢があ
ることを知ってもらう。そのスタートとして学生と社会人がバディーとなって、国際理解
のための講演会や交流会に取り組んで行きます。今年の春のワークキャンプに参加
した新しいメンバーも、熱い想いを持ってこのミーティングに出席してくれました！こう
して一つ一つの出会いが次に繋がっていくって、最高に素敵ですよね♪
私は初めてLOOBの国内ミーティングに参加したのですが、みーんなの顔に「楽しい！
という文字が浮かんでいました♪
これまで以上に新たな世界を広げて
いくLOOB JAPANに今後ともご注目下
さい！
また、日本の皆さんに現地の活動を
分かりやすく発信できるよう、ミッショ
ンを3つに分類しました！
子どもに教育を！若者に経験を！コ
ミュニティに力を！です。

2014年
年6月にイロイロに到着した新
月にイロイロに到着した新し
月にイロイロに到着した新しい現地ボランティアスタッフを紹介します！
こんにちは！4月に
ESAPに参加しLOOB
とフィリピンのパ
ワーに魅了され、6
月からボランティア
スタッフになりました、
なっちゃんこと藤田
夏江と申します。「笑
顔は世界共通」を
モットーに沢山のイ
ロイロな出会いを大
切に頑張りたいと思
います！

「マサ」こと井関真大
です。去年の３月に
学生団体Jolybeeさん
とワークキャンプに
参加し、愛に満たさ
れているフィリピンを
見て、この愛につい
て学びつつ、現場で
さらにイロイロの支
援をしたいと思い、ボ
ランティアスタッフと
なりました！これから
頑張ります！

マサ(21)
マサ

なっちゃん(26)
なっちゃん
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LOOB Kidsにインタビュー！
にインタビュー！
ごみ山では、働く大人が子どもを一緒に連れて来ているケースがよ
く見られます。『子どもが安全に過ごせる場所が欲しい』という声に、
LOOBでは子どもを一時預かりするチャイルドマインディングという
活動を毎日行っています！日本でいう学童のような活動です。
そこに来ている子どもたちLOOB Kidsにインタビューをしました！

ジョシュア
くん（11）
くん（ ）

ケニベ
ちゃん（13）
ちゃん（13）

ケニス
くん(12）
くん ）

Q1. 学校のどこが好き？

賢くなれるところだよ。

たくさんのことを学べると
ころ。

クラスメイトや友達に会
えるところ。

英語。面白くて、いつも
いい成績をもらえるから。

理解しやすいからフィリ
ピノ語。

Q2. 好きな科目は何ですか？

算数。僕にとっては算数は
簡単で楽しいんだ。

お皿を洗ったり、家のお母
さんのお手伝いをしたり、
友達と遊んだりしているよ

Q3. 時間があるときは何をしているの？

友達と遊んでいるよ。

バスケやコンピューター
ゲームをして遊んでる！

Q4. 大きくなったら何になりたい？

警察官になって、どろぼう
を捕まえたい。

先生になって、たくさん
の子供たちに読み書きを
教えてあげたい。
教えてあげたい。

船乗りなって、家族のた
めに働きたい。そのため
に勉強を頑張りたい！

『大きくなったら何になりたい？』
大きくなったら何になりたい？』の問いへ真剣に答える子どもたちの目は
キラキラ！みんなの未来が映っているように見えました！
キラキラ！みんなの未来が映っているように見えました！（担当なっちゃん） 3

FAMILY VISITATION
家庭訪問@Calajunan
LOOBではダンプサイトツアーの際にFAMILY VISITATIONをします！
つまり、家庭訪問です。このアクティビティを通して参加者の方はダンプサイトに住む方々の
生の声を聴くことができます！FAMILY VISITATIONで訪れたインタビューの紹介したいと思います！
簡単に家族の紹介から！家族は子どもが3人の5人家族です！お父さんは建設会社に
勤めており、CHONA TRIBUNALさんはお父さんが建設会社に行かないときにWASTE
PICKERとしてダンプサイトに入ってゴミから収入を得ているとのことです。住んで
いる場所はダンプサイトに隣接している家に住んでいます。

今の

をパーセントで
表すと何パーセントですか？

CHONA TRIBUNALさんにとってFAMILY
VISITATIONで日本人が訪れてくれることが本当
に幸せなことであり、心の底から幸せを感じてい
ると話してくれました。また、今回訪れた参加者
の方にここに来るだけで子どもたちを笑顔にでき
ることを知って欲しいと仰っていました。ダンプ
サイトを目の当たりにするとどうしても自分たち
のできることはとても小さなものだと思ってしま
っていました。ただ、この言葉を聞いて自分がこ
こで活動しに渡航して本当に良かったです！！

には
、
どうなって欲しいですか？

を

して欲しい！
でいて欲しい！

お父さんが小学校の3年生で中退をしなければ
ならなかったということで子どもたちには同じよ
うな経験をして欲しくないと仰っていました。そ
の後は自分の好きなように生きてくれたら特に言
うことはないとのことです。子どもがいて家族仲
良く暮らしていられることができて毎日笑顔でい
られて本当に幸せだと話してくれました。そのた
め。子どもたちも毎日笑顔でいてくれることを本
当に願っていると仰っていました！

インタビューを通して、現場の声を聴く
ことの重要性を学ぶことができました。
自分だけの価値観だけで活動してはいけ
ないんだと...。みなさんが笑顔になれる
4
ように頑張ります！(しゅーへー)

フィリピンに行くなら知っておきたい
‘ジンクス’イロイロ！！

【生活習慣】
生活習慣】
【結婚】
結婚】

フィリピンの気候は暑いからなのか
お風呂についてのジンクスが多いです！

人生の一大イベント結婚！
やはり、イロイロとジンクスがありました！
その中の一つを紹介したいと思います。

フィリピンの新婦は
ウェディングドレスを
当日まで着ない!?
当日まで着ない!?

夜にシャワーを浴びると
目が見えなくなる！？
夜にシャワーを浴びるフィリピーノは
確かにほとんどいません！！
このジンクスのためなのですかね...?

なんとフィリピンでは、
新婦はウエディングドレスを式の当日まで
着るべきではないとされているのです！
さもなければ、結婚の予定は
なくなってしまうとのことです…。

髪が濡れたまま寝ると
頭がおかしくなる！？
...毎日、髪が濡れているまま
寝ている自分は頭がおかしいのか...?
いや、ジンクスですからね！笑

そのため、体型の維持はより入念にやると
のことです。もし、入らなくなっちゃったら、
大変ですもんね…。

【体型】
体型】
耳が大きい人は長生きする！？
日本では耳たぶが大きいと
お金持ちになれると言いますが、
フィリピンでは長寿になれるとのことです！

天然パーマの人は
憂鬱で短気な人！？
もしかしたら、天然パーマの人は
フィリピンでは避けられてしまうかも...
冗談です。笑
スタッフに聞いたところ、ジンクスはジンクスで
あり、真剣には考えないとのことでした！
ご安心してフィリピンにお越しください！:)
みなさん、楽しんでいただけたでしょうか？海外に来ると、日本の当たり前が当たり前ではないことが多く
あります。自分はそれも一つの海外の楽しみ方なのかなと思います。是非、自分でもジンクスや文化など 5
について調べてみて、より深く海外に行く際に楽しめるようにしてみてください！！（担当：しゅーへー）

2013前半 キャンプ＆ツアー受入報告
JICA Hokkaido Studytour

・1/7-8

Merry 04 Camp

・2/11-25
・2/13-20

関西国際大学サービスラーニング
関西国際大学サービスラーニング

前半は、7つのキャンプ＆ツ
アーとESAPを実施。現地では
LOOBキッズを卒業した多くの
若者がボランティアとして、ス
タッフとして運営のサポートに
入ってくれてます。

JOLYBEE

・2/27-3/7
・3/10-21

NGO ALPHA

・3/10-21

ギマラス島ワークキャンプ
・4/30-5/4

無人島キッズキャンプ
無人島キッズキャンプ

2014後半 予定！
今年6月の新学期が始まって、LOOBでは週1回の音楽教育（鍵盤ハーモニカ）、週1回の栄養教
育を実施させてもらってます。後半もスタディツアーやキャンプで新しい予定が満載ですが、それと
平行して、年内に実現しそうな（ぜひさせたい）プロジェクトが少なくとも2つあります。
一つは、前号でもお伝えしたLOOBシェアハウスの本格的な運用です。まだ２階部分は建設中です
が。。ゲストハウスとして開放するだけでなく、語学教室を開 LOOBシェアハウスへようこそ！
いたり、ワールドカフェを開いたり、市内の語学学校の生徒
さんを招いて勉強会やチャリティディナーなど行ったりといろ
いろな案がでてます。
もう一つは、イロイロ市内の学校や企業でSmile For
TwoというTable For Twoさんの活動のローカル版を
計画しています。さて、どこまで達成することができるでしょ
うか？来年１月号でこれらの報告ができるがんばります！

編集後記
集後記

2014年7月号も最後までお読みいただきましてありがとうございます。現在LOOB現地スタッフは過去最多を記録
してます。このメンバーは、活動も1日3回の食事もずっと一緒で、これに4歳ノガブが参戦し、食事中は相当な騒
がしさです。今回はいつもより少ない6枚構成！でしたので、もっとLOOBを知りたいという方は、以下で検索下さ
いね！★Facebook（NGO-LOOB-Official）：週に2回ほど、現地の写真に日英語を付けて発信中。
★ブログ：http://loobinc.exblog.jp/ 現地インターン＆ボランティアの詳しい活動が知りたい方にお勧め。
★Twitter：loobinc 6月から1日1ー2本、何気ない日常をつぶやき中。これからキャンプシーズンがんばるぞう！
LOOBに関するお問い合わせは、info@loobinc.comまで。（2014年7月7日 ゆきえ）
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