2019 年ホームステイ＆キッズキャンプ
プログラム募集要項

★ＬＯＯＢの活動理念と活動内容
LOOB（ロオブ:正式名称 Love Our Own Brethren Inc.）は 2001 年に
フィリピン政府に登録された非政府組織（NGO）です。日本とフィリピ
ンのボランティアが交流活動を通じた草の根協力を行っています。
日本では特定非営利活動法人 LOOB JAPAN として東京と大阪を中心に現
地 NGO LOOB を支援する活動を実施しています。
キャンプで行くギマラス島はフィリピン有数のマンゴー
名産地です。LOOB はこの島でマングローブ植林やエコ
ツーリズム啓発を通して地域の人々を応援しています。
2019 年 4 月 28 日（日）～5 月 6 日（土）－６泊７日
参加費 62,000 円
【参加費】
イロイロ市現地集合 62,000 円

【開催地】
イロイロ市、ギマラス島

お問い合わせ:
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 (小林)

【定員】
日本から５名
【メインの活動】
・マンツーマン英語/文化研修
・ホームステイ
・キッズキャンプ補佐
・市内観光

（8 時間）付き
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2019 GW 漁村ホームステイ＆キッズキャンプとは?
キッズキャンプは、LOOB がフィリピン・イロイロ市の子ども達を対象に毎年 5 月に実施して
いる野外活動です。都市部のごみ山の近くに住んでいる子ども達にフィリピンが誇る海や山の大
自然を体験してほしいという想いから 2008 年にスタートし、今回で 15 回目を迎えます。
今回のテーマは「環境保護」で、マンゴーが有名なギマラス島を拠点に美しい山や海の観光スポ
ットを回りながら、ごみ問題や海洋汚染などを体験し、社会にアクションを起こしていきます。
日本から来た参加者は、現地でのホームステイやマンツーマン英会話を体験したあと、キッズキ
ャンプの運営スタッフとチームビルディングを行い、裏方スタッフとして関わって頂きます。
皆様の参加により、3 つの地域の子ども達 40 人が無料でこのキャンプに参加できます。

【参加資格】

＊20 歳以上の学生または社会人
＊心身ともに健康で、英語でのコミュニケーション能力がある方
＊現地の文化や生活習慣を尊重して、団体行動ができる方
＊子ども活動、野外活動の経験がなくなくても OK です
＊親子参加も大歓迎です。
航空券の高い時期ですの

で、日程は前後しても大
丈夫です。LOOB シェア
ハウス(1 泊 2,500 円、食
事付）をご利用下さい。

【応募締切り】

2019 年 4 月 13 日（土）

【日程と参加費】

2019 年 4 月 28 日（日）～5 月 4 日（土）－６泊７日
参加費に含まれるもの↓
･イロイロ空港の出迎え
･現地滞在費（シェアハウス、ホームステイ）
･マンツーマン英会話
･賛助会員費（3,000 円）
･申込金（10,000 円）
･キャンプ活動費、LOOBT シャツ
･朝食、夕食。

62,000 円
参加費に含まれないもの↓

･日本～マニラの国際航空券
･マニラ～イロイロの国内航空券
･海外旅行保険
（3,000 円前後。各自加入必須）
・昼食（１食 300 円ほど）

【パスポート・ビザ】
パスポート帰国時まで有効であることが必要です。フィリピンの滞在が 29 日以内ならビザは
必要なしです。
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【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。LOOB では、フィリピン航空（Philippines Air）で日本
（成田、名古屋、関西、九州）から～イロイロまでのチケット購入をお勧めしています。
これ以外の便を利用する場合は、ご相談下さい。

推奨便:【成田からセブ経由でイロイロへ】
往路: フィリピン航空 PR435 成田 09:35 セブ 13:35
フィリピン航空 PR2386 セブ 13:50 イロイロ 16:40
復路:

フィリピン航空 PR2385 イロイロ 11:20 セブ 12:30
フィリピン航空 PR436 セブ 15:00 成田 20:30

【キャンセルについて】
お申込後のキャンセルは申込金 13,000 円を除く全額を返金します。現地に来てからのキャン
セルは返金できませんのでご了承下さい。

★申込方法★
１．オンラインフォームから申込みください。
http://www.loobinc.com/form_camp.html
２．航空券チケットを手配し、確定したら事務局に便名などをお知らせ下さい。
３．参加費 62,000 円のうち、申込金 13,000 円を渡航前にお振り込み下さい。
振込先は事務局からの返信メールにございます。
残額 49,000 円は日本円で現地でお支払い下さい。
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★プログラム日程

（国際線は事務局と調整してね!）

Day1
午前:イロイロ空港到着 スタッフお迎え
4/28（日）
オリエンテーション
Day2
午前 マンツーマン研修 *1
4/29（月） 午後 スタッフとチームビルディング
夜
シェアハウス
Day3
午前 マンツーマン研修
4/30（火） 午後 スタッフとチームビルディング
夕方から ホームステイ
Day4
午前 マンツーマン研修
5/1（水） 午後 スタッフとチームビルディング
夕方から ホームステイ
Day5
午前 LOOB Kids キャンパー到着
5/2（木）
キッズキャンプ開会式
午後 キッズと一緒にギマラス島へ *3
環境活動
夕方
ギマラス島に滞在
Day6
午前 青いサンゴ礁の海を満喫しよう!
5/3（金）
閉会式、イロイロ市へ戻る
午後 ショッピングタイム
Day7
午前:イロイロ空港出発
午後便で帰国
5/4（土）

LOOB
シェアハウス宿泊
LOOB
シェアハウス宿泊
ホームステイ 1 泊目
*2
ホームステイ 2 泊目
宿泊地:ギマラス島
LOOB
シェアハウス宿泊

1. マンツーマン研修
フィリピンのことで英語で学ぼう!家族、食、信仰、仕事＆キャ
リアなどフィリピンの価値観を英語で学んだり、街にでかけて珍
しいものを発見したりワクワクのマンツーマン研修です。

2. ホームステイ（2 泊）
まずは、フィリピンの生活を体験しよう!キッズキャンプに参加
する子ども達の村でフィリピン人ボランティアと一緒にシンプル
ライフのホームステイを体験します。地域共同体のあり方や、本
当の豊かさとは何かを考えるきっかけになるでしょう。

3. キッズと一緒にギマラス島へ
10 代のキッズキャンパーや高校生ジュニアリーダーと一緒に、マ
ンゴーが有名なギマラス島の観光スポットを回り、ごみ問題や海
洋汚染などの身近問題を考えます。この青い海で思い切り遊びな
がら、社会にアクションを起こしていきます。
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LOOB プログラム参加者 持ち物チェック表

チェック

預ける荷物は＿＿＿キロ以内に、手荷物は＿＿キロ以内に。
（航空会社の重
量制限をご確認下さい）

カバン
１．パスポート
２．国際航空券
貴重品

３．財布（現金）
４．海外旅行保険証

パスポートはコピーを 1 枚、ご持参下さい。
１～5 は貴重品袋に入れて、一つにまとめてください。
シェアハウスのロッカーをご利用頂けます。
（持参するお金は、１万円札１枚より、1,000 円 10 枚のほうが両替の融
通がききます）

５．携帯電話など

洗面具

衣類

その他
＆
あると
便利
グッズ

ロッカーの鍵

忘れた方は LOOB で 100 円程度でレンタル可能です。

洗顔／お風呂セット

シャンプーや石鹸は現地でもすぐ買えます。

バスタオル／タオル

大 1、小２くらい

帽子

暑さ対策に、帽子を必ずお持ち下さい。

Ｔシャツ
⾧ズボン／短パン

ジーンズや短パンのラフな格好で OK です。LOOBT シャツを進呈します。

寝る服

パジャマより、部屋着などリラックスできる服。

⾧袖

飛行機内は激寒です（><）。パーカーや薄めの⾧袖服。

クロックスやサンダル

学校もホームステイ中もクロックスやサンダルが便利です。

折り畳み傘
／レインコート

6～12 月の雨季は、折り畳み傘を必須でお願いします。
3～5 月は乾季で日差しが強いので傘があると便利です。

水着

海なら汚れても良い T シャツなどで OK。

サングラス

日差しが強いのであると便利。

日焼け止め、虫除け

虫除けスプレーやかゆみ止めクリームなど。

お土産/日本食/ネタ

先生やファミリー、現地ボランティア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がお勧め。

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
ペーパー

公共の場にないので持ち歩きましょう。ホームステイ先に１ロール支給し
ますが、ご自分で随時買い足して下さい。

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＆洗濯ばさみ

ハンガー数本、下着も干せる洗濯ばさみ付きハンガーが便利☆

海で遊べるもの

水中眼鏡やスノーケル?

ノートパソコン

Wifi がある場所も増えてきたので、使えます。

LOOB ホームページ

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

（日本とフィリピンの活動の全てを掲載しています）
LOOB Facebook オフィシャルページ

検索:NGO-LOOB-Official

現地スタッフブログ「ハロハロ de イロイロ」

http://loobinc.exblog.jp/
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JOIN US!
LOOB is FUN!
① Preparing for
kid campers.

②Camp starts!
Our team is
gonna win!

③Experience
Filipino way of
cooking.

④Beautiful
hour...

⑤We got
1st prize!
⑥We only
part to meet
again!
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