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近年、アジアを中心に各国で地滑り･水害など多数の災害が発生し、
多くの人々が犠牲となり、地球温暖化も進んでいます。
その原因として、後を絶たない森林の違法伐採があげられ、
年々悪化しつつあります。
この問題の解決の糸口として、アジア諸国での植樹活動および
現地の子供たちに物資を支援し、健全な育成を図ることを目的とし、
2007年4月、特定非営利活動法人ＷＩＴＨを設立いたしました。

｢ＷＩＴＨ｣は、
アジア諸国において植樹活動、
物資支援を行う特定非営利活動法人です。

2007年4月、特定非営利活動法人ＷＩＴＨを設立いたしました。
未来の地球環境の保護に貢献すべく、
今後も活動を継続し、拡大していきたいと考えております。
２０１１年１０月１日～５日の５日間、第７回マングローブ植樹事業として、
フィリピンへ行ってまいりました。
７月に続き2度目のレイテ島訪問です。
マングローブ植樹、及び地元の小学校の生徒達に合計約２００ｋｇの
衣服や文具の支援を行いました。
今後とも「ＷＩＴＨ」の活動にご賛同いただくとともに、
ご支援・ご協力よろしくお願い申し上げます。

代表 橋本 佳幸



■平成平成平成平成23232323年年年年9999月月月月13131313日日日日 13131313：：：：00000000 WITHWITHWITHWITH事務局事務局事務局事務局にてにてにてにて

10101010月月月月のののの植樹植樹植樹植樹ツアーのツアーのツアーのツアーの準備準備準備準備のためのためのためのため、、、、出発出発出発出発するメンバーをするメンバーをするメンバーをするメンバーを中心中心中心中心としたスタッフがとしたスタッフがとしたスタッフがとしたスタッフが

集集集集まりましたまりましたまりましたまりました。。。。今回今回今回今回はははは総勢総勢総勢総勢13131313名名名名でででで荷荷荷荷づくりをしましたづくりをしましたづくりをしましたづくりをしました。。。。

今年今年今年今年2222度目度目度目度目のののの荷荷荷荷づくりですがづくりですがづくりですがづくりですが、、、、現地現地現地現地ではまだまだではまだまだではまだまだではまだまだ物資物資物資物資をををを必要必要必要必要としていますとしていますとしていますとしています。。。。

子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの事事事事をををを想想想想うとスタッフのうとスタッフのうとスタッフのうとスタッフの荷荷荷荷づくりにもづくりにもづくりにもづくりにも自然自然自然自然とととと熱熱熱熱がはいりますがはいりますがはいりますがはいります。。。。

レイテ島まではマニラ空港から飛行機で約1時間程

現地現地現地現地でもでもでもでも大人気大人気大人気大人気、、、、バスケットボールはバスケットボールはバスケットボールはバスケットボールは毎回毎回毎回毎回かかせませんかかせませんかかせませんかかせません。。。。 体重計体重計体重計体重計をををを使使使使ってってってって荷物荷物荷物荷物のののの重重重重さをさをさをさを
量量量量りますりますりますります。。。。

今回今回今回今回はははは何何何何をををを持持持持っていくかっていくかっていくかっていくか？？？？どんなどんなどんなどんな物資物資物資物資がががが現地現地現地現地でででで喜喜喜喜ばれるかばれるかばれるかばれるか？？？？考考考考えながらえながらえながらえながら荷荷荷荷づくりするスタッフのづくりするスタッフのづくりするスタッフのづくりするスタッフの表情表情表情表情はははは真剣真剣真剣真剣そのものですそのものですそのものですそのものです。。。。



■■■■平成平成平成平成23232323年年年年10101010月月月月1111日日日日 7777：：：：55550000 中部国際空港中部国際空港中部国際空港中部国際空港

1名集合に遅刻したため、慌ただしく空港へ。しかし台風の影響でフライトが10:00から

11:00へ遅れ、朝からハプニングの連続です。

■ 11：00 チャイナエアライン CI0151便

もちろん今回もバルサンを全員持参していきました。
今回は中身と容器を分離し、手分けして持ち込んだため、見事没収されず！
※以前、宿泊したホテルでダニに刺されたことがあり、それ以来毎回バルサンを
持参しています。

■ 13：00 経由の台北空港着

中部国際空港の出発が１時間遅れたため、台北発の便まで時間がなく、駆け足で

マニラ行きの便へ向かう。

■ 13：30 チャイナエアライン CI0703便

■ 16：30（現地時間) マニラ空港着

ほとんどのメンバーが一年ぶりのマニラです。

現地は雨。台風の影響もあり、いつもより若干涼しく感じます。

■ 17：30 今晩宿泊する「リビエラマンション」にチェックイン。いつもはチェックインに

今回今回今回今回のメンバーですのメンバーですのメンバーですのメンバーです。。。。橋本橋本橋本橋本・・・・川本川本川本川本・・・・佐佐佐佐々々々々木木木木・・・・江崎江崎江崎江崎・・・・伊藤伊藤伊藤伊藤・・・・三輪三輪三輪三輪・・・・
水野水野水野水野・・・・杉山杉山杉山杉山・・・・田中田中田中田中・・・・小林小林小林小林・・・・檀檀檀檀・・・・椿井椿井椿井椿井のののの総勢総勢総勢総勢12名名名名。。。。

■ 17：30 今晩宿泊する「リビエラマンション」にチェックイン。いつもはチェックインに

手間取り一時間くらいかかりますが、今回はあっさりチェックインできました。

■18:30 ホテル近くにあるショッピングモール「ロビンソン」の中にある「FRiDAY’S」で

夕食です。台風が去っていくとは聞いているものの、皆明日の天気、フライト

を気にしながらの会食です。レイテ訪問が初めてのメンバーは現地へ行ったメンバーに

現地の様子を聞き明日への英気を養いました。

台北空港台北空港台北空港台北空港にてにてにてにて。。。。実実実実はははは写真写真写真写真をををを撮撮撮撮ってるってるってるってる

場合場合場合場合じゃないじゃないじゃないじゃない。。。。

マニラマニラマニラマニラ着着着着。。。。

とりあえずチェックインとりあえずチェックインとりあえずチェックインとりあえずチェックイン。。。。 無事無事無事無事マニラマニラマニラマニラ着着着着をををを記念記念記念記念してしてしてして
Mabuhay！（！（！（！（かんぱいかんぱいかんぱいかんぱい！）！）！）！）

でっかいハンバーガーでっかいハンバーガーでっかいハンバーガーでっかいハンバーガー！！！！
無事無事無事無事ホテルホテルホテルホテル着着着着。。。。大大大大きなきなきなきな荷荷荷荷
物物物物をををを下下下下ろしますろしますろしますろします。。。。



■■■■平成平成平成平成23232323年年年年10101010月月月月２２２２日日日日 3333：：：：00000000 起床起床起床起床

集合したがフライト時間を5:20と間違えていたことが判明（実際4:40！)

皆急いでチェックアウト！

■3：20マニラ空港着

慌ただしくチェックイン！しかしここで杉山さんがパスポートを紛失している事が

判明！しかし国内線では無くてもフライトできるのでそのままチェックイン。

なんとか無事（？）搭乗。

■5:40タクロバン空港着

さすがに辺りはまだ薄明るい感じですが人の往来は意外と多い。

2台に分かれてタクロバンを出発。

■7:00レイテ島戦没者慰霊碑

日本とアメリカの戦没者の慰霊碑に立ち寄りました。

■8:40 バイバイシティ

朝食の時間。毎回フィリピンでの楽しみの一つがジャリビーでの食事！

おなじみのハンバーガーですが何度食べても美味しい！

ホテルロビーにてホテルロビーにてホテルロビーにてホテルロビーにて。。。。またもまたもまたもまたも時間時間時間時間がせがせがせがせ
まっていますまっていますまっていますまっています！！！！

パスポートがないパスポートがないパスポートがないパスポートがない！？！？！？！？

今回今回今回今回おおおお世話世話世話世話になるになるになるになる車車車車。。。。 慰霊碑前慰霊碑前慰霊碑前慰霊碑前にてにてにてにて。。。。

■10:30 ホテル着

今日の宿泊地「Holy Child Pensione」

集合時間まで休憩。今年のWITH Tシャツを配布。

いよいよ植樹に向かうということもあり、メンバーも気合が入ります！

■14:45 出発

ジャリビーにてジャリビーにてジャリビーにてジャリビーにて昼食昼食昼食昼食。。。。 うううう、、、、うまいうまいうまいうまい。。。。。。。。。。。。

ホテルホテルホテルホテル前前前前にてにてにてにて。。。。

朝早朝早朝早朝早くからのくからのくからのくからの移動移動移動移動でメンでメンでメンでメン
バーもバーもバーもバーも少少少少しししし疲疲疲疲れれれれ気味気味気味気味。。。。

いよいよいよいよいよいよいよいよ植樹地植樹地植樹地植樹地へへへへ。。。。盛盛盛盛りりりり上上上上がってますがってますがってますがってます！？！？！？！？

無事到着無事到着無事到着無事到着。。。。部屋部屋部屋部屋のののの割割割割りりりり
当当当当てをてをてをてを発表発表発表発表。。。。



子子子子どもどもどもども達達達達がががが並並並並んでんでんでんで出迎出迎出迎出迎えてくれましたえてくれましたえてくれましたえてくれました！！！！

■15:00植樹地に到着

海岸沿いを歩き、森に入っていくと、、、

現地の子ども達がお出迎え。熱烈な歓迎を頂きました！

さっそく皆で分かれて植樹を開始。

今回は穴をあける、植樹する、波避けを挿すと3つの工程が必要な為、

担当分けした3人の作業者が一緒に植樹をしていきます。現地の

子ども達も積極的に手伝ってくれました。

ありがとうありがとうありがとうありがとう！！！！



今回は２時間に渡り、合計５OO本を植樹しました。

メンバーの想いを込めて植えた苗達の今後の成長がとても楽しみです。

今後も苗の成長を報告していきたいと思います。



作業も終わり皆で休憩。

メンバーは子ども達とふれあいながら、植樹をした達成感に浸っていました。

現地で作った手作りモニュメントの土台に石版を着けます。

重い石板がちゃんとくっつくか心配しましたが、さすが、メンバーに職人が

竹串竹串竹串竹串がががが植植植植えたえたえたえた部分部分部分部分ですですですです。。。。 子子子子どもたちとどもたちとどもたちとどもたちと遊遊遊遊びながらびながらびながらびながら休憩休憩休憩休憩。。。。

さすがにさすがにさすがにさすがに疲疲疲疲れましたがれましたがれましたがれましたが植樹植樹植樹植樹をををを
やりきったやりきったやりきったやりきった感感感感じがしますじがしますじがしますじがします。。。。

現地現地現地現地のこどもたちものこどもたちものこどもたちものこどもたちも本当本当本当本当によくによくによくによく
手伝手伝手伝手伝ってくれましたってくれましたってくれましたってくれました。。。。

重い石板がちゃんとくっつくか心配しましたが、さすが、メンバーに職人が

多くいることもあり、なんとかくっつけてみました。しかしボンドが乾いて

固定されるかは明日確認です。

■17:00 植樹地出発

現地の人達とは明日のセレモニーまでしばしのお別れ。

帰る途中レストランで休憩。植樹の疲労で喉はカラカラ！

皆生き返ったように寛ぎました。

初めての植樹地ということもあり、植樹の話で盛り上がりました。

皆、自分の植えた苗の成長を楽しみにしているようです。

ここで朗報！パスポートを紛失した杉山さんでしたが、

マニラの日本大使館で、渡航証明書を発行してもらえることが

分かりました！これで日本に帰ることができます。

接合面接合面接合面接合面にボンドをにボンドをにボンドをにボンドを付付付付けますけますけますけます。。。。

竹竹竹竹でボンドがでボンドがでボンドがでボンドが乾乾乾乾くまでくまでくまでくまで固定固定固定固定しますしますしますします。。。。

くっつくかなくっつくかなくっつくかなくっつくかな！？！？！？！？

村長村長村長村長とととと握手握手握手握手。。。。今日今日今日今日はありがとうござはありがとうござはありがとうござはありがとうござ
いましたいましたいましたいました。。。。



■18:00 ホテル着

日本から持ってきたバルサンをセットします。

■19:00夕食

ホテルの近く、海辺のBBQのお店で串焼きを食べました。市場が近い

こともあり、人通りが多く店も賑わっています。フィリピンといえば串焼き！

メンバーもお腹が空いていたため、あっという間に出てくる料理を

平らげました！ごはんには今回も「ふりかけ」が大活躍！？

スタミナも付き、明日のセレモニーへの期待が増してきました。
いろんないろんないろんないろんな種類種類種類種類のののの串焼串焼串焼串焼きききき
がありますがありますがありますがあります。。。。

店員店員店員店員がそのがそのがそのがその場場場場でででで焼焼焼焼いてくれるからいてくれるからいてくれるからいてくれるから美味美味美味美味しいしいしいしい！！！！

■21:00 ホテル着

バルサンがまだ部屋に効いていて皆むせる！目と喉がすごく痛いです。

明日に備え各自就寝。

いよいよセレモニーです。

やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり串焼串焼串焼串焼きはうまいぜきはうまいぜきはうまいぜきはうまいぜ！！！！料理料理料理料理はまだかはまだかはまだかはまだか？？？？飲飲飲飲みみみみ物物物物はははは？？？？おおおお腹腹腹腹をををを空空空空
かせたかせたかせたかせた皆皆皆皆のののの怒号怒号怒号怒号がががが飛飛飛飛びびびび交交交交っていますっていますっていますっています。。。。

乾杯乾杯乾杯乾杯！！！！串焼串焼串焼串焼きのニオイがたまりませんきのニオイがたまりませんきのニオイがたまりませんきのニオイがたまりません。。。。 ごごごご飯飯飯飯にふりかけはかかせませんにふりかけはかかせませんにふりかけはかかせませんにふりかけはかかせません！！！！

トイレはトイレはトイレはトイレは水洗水洗水洗水洗、、、、シャワーもちゃんとシャワーもちゃんとシャワーもちゃんとシャワーもちゃんと

ついてますついてますついてますついてます。。。。



■■■■平成平成平成平成23232323年年年年10101010月月月月3333日日日日 7777::::30303030 起床起床起床起床

メンバー数人で近所のピッツア マリエで朝食。ぐっすり寝れたおかげで

植樹の疲れもとれました。

■8:30ホテル集合

いよいよ子ども達が待つセレモニーへ。待ち遠しいです！

■9:00 セレモニー会場着

屋根つきの屋外運動場（バスケットコート）が会場です。

ブラスバンドによる音楽の中、入場するメンバー。

旗を振って歓迎してくれる一同に感激！

朝早朝早朝早朝早くからやってるピザくからやってるピザくからやってるピザくからやってるピザ屋屋屋屋？？？？ モーニングメニューモーニングメニューモーニングメニューモーニングメニュー。。。。 水水水水をををを貰貰貰貰おうとしたらコイおうとしたらコイおうとしたらコイおうとしたらコイ
ンのンのンのンの投入口投入口投入口投入口がががが。。。。。。。。

壇上の席に座りまずは挨拶とメンバー紹介。

そして村長（ＣＡＲＬＩＴＯ ＧＡＬＩＡ）さん登場。昨日の

植樹の時にもお越しいただきました。

会場会場会場会場のアーチをくぐるとのアーチをくぐるとのアーチをくぐるとのアーチをくぐると、、、、、、、、、、、、 子子子子どたちがどたちがどたちがどたちが旗旗旗旗をををを振振振振っておっておっておってお出迎出迎出迎出迎ええええ！！！！ バスケットコートをバスケットコートをバスケットコートをバスケットコートを囲囲囲囲むようにたくさむようにたくさむようにたくさむようにたくさ
んのんのんのんの子子子子どもどもどもども達達達達がががが来来来来てくれましたてくれましたてくれましたてくれました。。。。

メンバーもメンバーもメンバーもメンバーも感激感激感激感激！！！！

歓迎歓迎歓迎歓迎のののの垂垂垂垂れれれれ幕幕幕幕。。。。

WITHのののの紹介紹介紹介紹介。。。。

村長村長村長村長さんがさんがさんがさんが出迎出迎出迎出迎えてくれましたえてくれましたえてくれましたえてくれました。。。。



続いて、現地の人達による神様へのお祈り。

フィリピンはキリスト教の影響を大きく受けています。

今度は日本。メンバーによる国歌「君が代」斉唱。

村長さんにも歓迎のスピーチを頂きました。

そして子どもたちによるダンス。

まずは高学年の部、そして低学年によるダンス。

みんなとってもかわいい！皆癒されました。

そして村長、校長から感謝の盾を授与されました。

村長村長村長村長さんスピーチさんスピーチさんスピーチさんスピーチ。。。。国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱。。。。おおおお祈祈祈祈りのりのりのりの時間時間時間時間ですですですです。。。。

男女男女男女男女にににに分分分分かれてダンスかれてダンスかれてダンスかれてダンス。。。。ちょっとしちょっとしちょっとしちょっとし
たたたた恥恥恥恥じらいがかわいらしいじらいがかわいらしいじらいがかわいらしいじらいがかわいらしい。。。。

低学年低学年低学年低学年によるダンスによるダンスによるダンスによるダンス。。。。

会場皆拍手喝会場皆拍手喝会場皆拍手喝会場皆拍手喝さいですさいですさいですさいです！！！！

続いてメンバーの三輪によるスピーチ。

英語によるスピーチですが子どもたちには

まだ英語を勉強できていない子たちもいるので

イマイチ伝わっていない様子！？やはり来年は

たどたどしくてもタカログ語にしようと思います。

いよいよ物資の授与式です。皆1年、この日のために

物資を集めて、カバンに詰めこんで持ってきました。

今回は全員に、その場で配るのではなく、代表の方に

授与し、後で皆で分けてもらいます。一人一人に渡したい

のですが、それをすると暴徒化するとまでいかないですが

混乱してしまうケースも多いのでまとめて渡します。

校長校長校長校長によるによるによるによる盾盾盾盾のののの贈呈贈呈贈呈贈呈。。。。 村長村長村長村長によるによるによるによる盾盾盾盾のののの贈呈贈呈贈呈贈呈。。。。 三輪三輪三輪三輪によるによるによるによる英語英語英語英語によるスピーチによるスピーチによるスピーチによるスピーチ。。。。



先生たちにはボールを送らせていただきます。

また、校長、村長にも物資の贈り物です。

続いてはバスケットボール対決！

毎回恒例の現地の人とのスポーツ交流です。

使用したバスケットボールは中部学院大学様から

みなさんへみなさんへみなさんへみなさんへ物資物資物資物資のプレゼントですのプレゼントですのプレゼントですのプレゼントです。。。。

ボールはボールはボールはボールは現地現地現地現地でででで大変大変大変大変

喜喜喜喜ばれますばれますばれますばれます。。。。

使用したバスケットボールは中部学院大学様から

頂きました。

相手は昨日植樹を手伝ってくれた村のメンバーで

構成されたチームです。

日本チームは高さで圧倒するメンバーを先発として起用！

しかしすぐ息があがり序々に相手ペースに！

白熱した試合の結果、5-2でフィリピンチームの勝利！

勝利したフィリピンチームには賞品をプレゼントです。

続いてスプーンでボール運びゲーム！メンバーと子ども達の

混成チームでいくつかに分かれリレー方式で一番早くボールを

運んだチームが勝利です。

いざゲームいざゲームいざゲームいざゲーム開始開始開始開始！！！！ 日本日本日本日本のシュートのシュートのシュートのシュート！！！！ フィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンの猛攻猛攻猛攻猛攻！！！！防戦一方防戦一方防戦一方防戦一方！！！！

フィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンの勝利勝利勝利勝利！！！！やっぱりバスケはやっぱりバスケはやっぱりバスケはやっぱりバスケは強強強強いいいい！！！！ みんなポロポロボールをみんなポロポロボールをみんなポロポロボールをみんなポロポロボールを落落落落としていますとしていますとしていますとしています。。。。 うまくリレーできるかなうまくリレーできるかなうまくリレーできるかなうまくリレーできるかな！？！？！？！？



今度は現地のゲームで遊ぶことになりました。

椅子取りゲームの要領で、真ん中の男性陣の足に挟んだ

茄子を周りを囲む女性陣が取るゲーム。音楽がかかっている間

皆でくるくる円を周り、音楽が止まった瞬間一斉に

女性が男性の茄子を取っていきます！

茄子を取る度に女性陣の歓声が、、、

セレモニーも佳境、校長からお礼のスピーチ。

最後は記念撮影です。みなさん本当にありがとう。

そしてみんなでお昼ご飯です。

音楽音楽音楽音楽がががが流流流流れてるれてるれてるれてる間間間間はくるくるとはくるくるとはくるくるとはくるくると、、、、、、、、、、、、 音楽音楽音楽音楽がががが止止止止まったまったまったまった瞬間男性瞬間男性瞬間男性瞬間男性めがけてめがけてめがけてめがけて！！！！ 茄子茄子茄子茄子をををを取取取取ったものだけがったものだけがったものだけがったものだけが残残残残りますりますりますります。。。。

先生達先生達先生達先生達とととと記念撮影記念撮影記念撮影記念撮影。。。。 今日今日今日今日のののの名名名名バイプレイヤーバイプレイヤーバイプレイヤーバイプレイヤー、、、、
吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部のみなさんのみなさんのみなさんのみなさん。。。。

スペシャルゲストスペシャルゲストスペシャルゲストスペシャルゲスト、、、、迷迷迷迷いいいい込込込込
んだんだんだんだ犬犬犬犬「「「「セレモニーだワンセレモニーだワンセレモニーだワンセレモニーだワン」」」」

子子子子どもたちはごどもたちはごどもたちはごどもたちはご飯飯飯飯にににに焼焼焼焼そばというそばというそばというそばという

炭水化物炭水化物炭水化物炭水化物コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション。。。。 蟹蟹蟹蟹やややや海老海老海老海老などなどなどなど地元地元地元地元のののの食材食材食材食材によるによるによるによる

料理料理料理料理がががが盛盛盛盛りだくさんりだくさんりだくさんりだくさん！！！！

先生先生先生先生もごもごもごもご一緒一緒一緒一緒におにおにおにお食事食事食事食事。。。。



■12:40 植樹地

昨日接着した記念碑を見に行く。無事くっついている！いよいよモニュメントで

記念撮影。ここがWITHの植樹地である証です。

■13:10 ホテル着

荷物を車に詰め込みタクロバンへ出発。

■14:30「ＺＩＰ ＳＯＵＴ ＨＥＲＮ ＬＥＹＴＹ」

無事無事無事無事くっついているかなくっついているかなくっついているかなくっついているかな？？？？？？？？

石板石板石板石板ににににWITHのののの文字文字文字文字！！！！念願念願念願念願のモニュメントですのモニュメントですのモニュメントですのモニュメントです。。。。

昨日昨日昨日昨日はははは気付気付気付気付かなかったがかなかったがかなかったがかなかったが桟橋桟橋桟橋桟橋のののの入口入口入口入口にににに

ARIGATO（（（（ありがとうありがとうありがとうありがとう)のののの文字文字文字文字がががが！！！！

■14:30「ＺＩＰ ＳＯＵＴ ＨＥＲＮ ＬＥＹＴＹ」

7月に訪問したチームも立ち寄った空中滑走の

アトラクションがある観光名所に寄りました。

過去何人か事故で死亡した人もいるそうですが、

何名かで挑戦！全員無事でした。

■18:50 タクロバン

ロビンソンで夕食。

■20:30ホテルに到着

ＡＥＮＧＥＬＡ ＰＥＮＳＩＯＮ ＨＯＵＳＥにて宿泊。

明日はマニラへ戻ります。

全員無事生全員無事生全員無事生全員無事生きておりますきておりますきておりますきております！！！！ 長長長長いいいい移動移動移動移動でメンバーもでメンバーもでメンバーもでメンバーも少少少少しししし疲疲疲疲れれれれ気味気味気味気味。。。。。。。。。。。。 本日本日本日本日のホテルのホテルのホテルのホテル。。。。

辺辺辺辺りはすっかりりはすっかりりはすっかりりはすっかり暗暗暗暗くなっていますくなっていますくなっていますくなっています。。。。

部屋部屋部屋部屋でくつろぐでくつろぐでくつろぐでくつろぐ前前前前にバルサンのにバルサンのにバルサンのにバルサンの準備準備準備準備！！！！ 今回宿泊今回宿泊今回宿泊今回宿泊のののの部屋部屋部屋部屋。。。。



■■■■平成平成平成平成23232323年年年年10101010月月月月４４４４日日日日 4444::::30303030 起床起床起床起床

まだ辺りは真っ暗ですが、誰も寝過ごすことなく起床。

いよいよレイテ島を後にします。

■6:05 タクロバン空港

予約の都合で、フィリピンエアラインとセブパシフィックに分かれて

マニラへ戻ります。まずはセブパシフィックがフライト。

■7:20 マニラ着

ここで後発のフィリピンエアラインのチームがフライトしていない事が

判明！なんとストライキ！3名がタクロバン空港で足止め。。。

■9:15 リビエラマンション

再びジャリビーでの朝食を経由して一日目と同じ宿泊地「リビエラ

マンション」に到着。ここでホテル内で杉山さんのパスポート発見！

とりあえず一安心。夕方には後発メンバーもフライトでき、マニラで

合流。これまでの疲れがどっと出て皆ぐったり。

今日は早めの就寝となりました。

ホテルロビーにてホテルロビーにてホテルロビーにてホテルロビーにて。。。。暗暗暗暗っっっっ！！！！ 空港空港空港空港をバックにをバックにをバックにをバックに撮影撮影撮影撮影。。。。でもでもでもでも真真真真っっっっ
暗暗暗暗でわからずでわからずでわからずでわからず。。。。

今日は早めの就寝となりました。

■平成平成平成平成23232323年年年年10101010月月月月5555日日日日 7777::::00000000 起床起床起床起床

無事最終日も全員そろって出発。

■10:35 マニラ発

■20:50 セントレア到着

先発先発先発先発メンバーメンバーメンバーメンバー。。。。 マニラマニラマニラマニラ空港空港空港空港にてにてにてにて。。。。このこのこのこの頃後発頃後発頃後発頃後発メメメメ
ンバーはンバーはンバーはンバーは、、、、、、、、、、、、

セントレアにてセントレアにてセントレアにてセントレアにて！！！！

みなさんおみなさんおみなさんおみなさんお疲疲疲疲れれれれ様様様様でしたでしたでしたでした！！！！


