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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。
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。
そして今年、2018年8月6日～11日の6日間、第19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。
昨年10月に続きレイテ島への訪問です(8年目)。
マングローブ植樹、及び地元の小学校の生徒達に合計約450kgの
衣服や文具の支援を行いました。また今回のツアーに関しては
大阪コミュニティ財団（東洋ゴムグループ環境保護基金）様より
助成金をいただいて事業を行いました。
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

｢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。



■平成30年7月18日 WITH事務局にて

8月からの植樹ツアーの準備のため、ツアー参加スタッフによって荷詰めが行われました。

荷物の重量の制限は１人なんと30Kg！中身はほとんどが現地の子どもたちに寄付する

衣類やボール、文具などです。重さを測りながらスーツケースに詰め込みました。

今回は初参加の大学生が多く、用意された物資に圧倒されながらも手分けして

荷造りをしました。30kgの荷造りは思っていた以上にハード！

暑い中ご苦労様でした。

レイテ島まではマニラ空港から飛行機で約1時間程

日本

フィリピン

首都マニラ

タクロバン空港

レイテ島

バイバイ



■平成30年8月6日 中部国際空港

■18:30～19:00 セントレアに集合。

今回は大学生10人、社会人5人でのツアー。

セントレアにて初めて顔合わせするスタッフもいることもあって

あらためて自己紹介をしました。

■21:30 セブパシフィック 5J5039便

■平成30年8月7日 マニラ

■1:45（現地時間) マニラ着

フィリピンに到着。

■2:30 空港内のジャリビーで食事

日本では馴染みがありませんが、フィリピンでは

マクドナルドよりポピュラーなハンバーガーチェーン店です。

■3:15 セブパシフィックチェックイン

バスで空港内を移動

■5:15 マニラ出発

■6:20  タクロバン着

セブパシフィックにチェックイン

今回の参加メンバー

セントレアにていよいよ搭乗

マニラ到着

陽気な蜂という意味らしい

大学生は初体験のハンバーガーチェーン、

ジャリビー

マクドナルドとはまたちょっと違うテイスト

チキンにコーラ、カロリーは高め



広い空港内。バスで移動 国内線搭乗ターミナルを移動します
レイテまで一時間と少しのフライト

■6:40 タクロバン空港

現地スタッフがお出迎え。初対面の方は自己紹介。

車に荷物を詰め込み、出発。途中第二次大戦時、アメリカ軍の

マッカーサー元帥が上陸した場所にてモニュメントを見学。

■8:30 途中休憩

夜通し移動のため、途中何度か休憩をはさみながら移動しました。

■13:00 ダイビングショップ到着

今回、アクティビティとしてスキューバダイビングの体験コース

を実施しました。

タクロバン到着。すっかり明るくなりました

空港にて。雨上がり

空港にて記念撮影

マッカーサーのモニュメント

モニュメント前にて

記念撮影



移動途中、トイレ休憩 ダイビングショップに到着 綺麗な海！ まずはプールでダイビングの体験

■15：00 BBQ

お昼ご飯は、現地のBBQ。今回のツアーで初めての本格的なフィリピン料理を

堪能しました。

■17:00 ダイビングショップ出発

■20:00 ホテル着

出発してここまで長い道のりでした。みんな疲れ気味。

早めの就寝となりました。

■平成30年8月8日 レイテ

■7:30 ホテル出発

■8:00 朝ごはん

途中市場にてパンをいただきました。

■8:10 WITHが2014年に建設した小学校の

校舎を見学に行きます。

校舎は小学校内にありますが、実際には

KINDERGARTEN（小学校

入学前の子どもを対象にしたクラス）の教室として

使われています。

教室の中を見学、元気いっぱいな子どもたち。

既に4年経ってますが問題なく校舎を使っているようです。

まずはベーシックな料理焼き鳥 甘～い完熟マンゴー

売店にて朝ごはんを購入 WITHにて建設した校舎を見学



■8:40 学校出発

■9:00 ベイウォーク

船に乗ってダワホン島へ出発。

子どもとの交流、大学生もつい笑顔に

校舎前にて撮影。この校舎がずっと子どもたちに役だってく
れればと願います。

初めての人は「この船乗るの？」と

不安に。でも乗ってしまえば快適です。



■12:00 ダワホン島到着

■13:30 ダワホン小学校到着

学生たちが総出でお出迎え。熱烈な歓迎を

うけました！ここで昼食をいただきました。

島だけあって海鮮類を中心としたフィリピン料理で

おもてなしいただきました。

■14:30 物資の贈呈

学校の先生を通して、子どもたちへノートや

鉛筆などの文具を贈呈しました。これらは主に

イオンにおける黄色いレシート運動で購入した

物や寄附いただいた使わなくなった文具になります。

ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

■子どもたちとの触れ合い。子どもたちの

屈託のない笑顔には心洗われる気持ちです。

ダワホン島、見えてきました ダワホン小学校到着
芸能人が来たのか！というくらい
の歓迎っぷり

蟹がおいしい！日本でいう渡蟹の一種です たくさんの料理をいただきました！ はるか日本から持ってきた文具

先生に贈呈しました
言葉は通じてなくても、子どもと楽し
い時間を過ごすことが出来ました。

上陸



■15:00 港へもどる

港に堆積したゴミの山を見学しました。レイテでは天草の

養殖が盛んです。養殖用の道具が使い捨てになって港

に溜まりました。漂流したゴミをあいまって島の人の力

だけではどうにも出来ないモノになっていました。スタッフ

一同改めてゴミ問題の深刻さを痛感しました。

■17:15 ホテル着

■17:30 サッカーゲーム

地元の女子サッカーチームと、ゲーム。近年フィリピン

ではサッカー人口も増えてきており、プロリーグも発足

しました。地元チームは高校生を中心としたチーム。

一緒に汗を流して楽しみました。

■19:00 ホテルへ戻る

■20:30 港にて夕食

■22:30 就寝

時間を忘れ暗くなるまでサッカーを楽しみました。またゲームを出来る日を楽しみにしています。

港の売店で夕食。

海からの心地よい風を

楽しみながらのご飯。

明日の予定を確認し

明日に備えます。



■平成30年8月9日

■7:00 ホテル出発

今日も売店にてパンを購入し、朝ごはんに。

■7:45 BATO 市庁へ

市長と面会。7月に岐阜県岐阜市の

柴橋市長よりBATO市長への親書を

預かりましたのでその受け渡しをしました。

かつて柴橋市長が市長になる前、BATOを訪れた

こともあって、前BATO市長より柴橋市長へ

市長就任のお祝いの親書を頂いたお返事になります。

これを機に両市の友好が深まればと思います。

■8:30 BONTOC ELEMTARY SCHOOL訪問

昨年に引き続きこちらの小学校を訪問しました。

大学生による英語のスピーチ、物資の贈呈、ミニゲーム

により現地のスタッフや子どもたちと交流をしました。

市庁前にて

親書を渡しました

日本のお菓子をお土産に持ってきました

市長室にて記念撮影

昨年10月以来の訪問の小学校です
歓迎ムード一色

日本の旗を振ってお出迎え

いよいよセレモニーです！ 英語でスピーチをしました。通じたかな？緊張な面持ちのメンバーです

6月、岐阜市庁舎にて柴橋市長と面会しました

ホテル出発 朝ごはんのパンを購入



子どもによる歓迎のダンス 小学校、村より感謝状をいただきました！ありがとうございます いよいよレクリエーションの時間です

子ども・大人が一緒にミニゲームを

愉しみました

ビンゴゲームではお菓子などが貰えます

この時は子どもも静か

子どもたちが元気だったのが何よりです。

今後も小学校への物資による支援をしていきます。

来年また会えるのを楽しみにして学校を後にしました



■12:00 植樹サイトへ移動

サイトにて昼食をいただきました。フィリピン料理と

たくさんの果物、そして豚の丸焼きをいただきました。

こちらでは豚の丸焼きは高価な食事であり歓迎の

証となっています。ありがとうございました！

■13:10 植樹

小学校の子どもたちも参加してみんなでマングローブの

苗を植えました。「力強く育ってほしい」「森になって欲しい」

スタッフそれぞれ願を込め植えました。将来が楽しみです。

たくさんのお食事！ みんな手でかぶりつき！ 豚の丸焼き、現地の人でも滅多に食べません

みんなで一緒にたべました お手伝いの子どもが続々と集まってきました いよいよ植樹に向かいます子どもたちに食べ物と飲み物を配りました







昨年完成したモニュメント

現地スタッフと記念撮影

苗を育てる囲い

の竹細工づくりを

お手伝い

■14:30  旧サイト

2年前まで植樹をしていたサイトに訪れました。

これまで植樹した苗の現状を見学します。

現在はこのサイトでの植樹・管理は終了していますが

2011年よりこのサイトにておよそ5年間植樹を実施しました。

これまでのWITHの実績の一つ。先程植えたところもこのよ
うに育って欲しい

右下の写真が2011年に植えた

苗。高い部分では3mくらいまで

伸び、頼もしいマングローブに

なりつつあります

2011年

2018年



■17:30 ホテル着

各々休憩して、夕食をとりました。

■平成30年8月10日

■0:00 ホテル出発

■3:00  タクロバン空港着

チェックイン。それぞれ軽食を摂る。

■6:25 タクロバン発

■7:40 マニラ着

■10:00 イントラムロス

観光名所として有名なマニラのイントラムロスに

訪れました。かつてフィリピンを統治していた

スペインが敵の侵入を防ぐため16世紀に建設した

城塞都市。intra（内）＋muros（壁）なので

「壁の内側」という意味だそうです。

その城壁を利用して作られたスターバックスにて

休憩。城壁の中のスターバックス として有名な店。

まさに都市のその内と外とを隔てている城壁に

設けられた半円形の空間がこのお店。19世紀ごろ

までは軍の保管庫として使われていたそうです。

苗が波に流されないよう試行錯誤作った波除け。
順調に育っている模様です。今後も見守ってい
きます

一瞬わからないけどスターバックス 観光客がたくさん訪れるスポットです お洒落な店内

売っているものは普通のスタバの商品 このあたりはスペイン統治時代の建築物が多く残っている街で多くの観光客が訪れます



■10:30 ホセ・リサール記念館

サンチアゴ要塞にあるホセ・リサール記念館に

訪れました。 フィリピンの英雄であったホセ・リサールが

処刑された場所でもあります。ここは第2次大戦には

日本軍も占拠していた要塞でもあります。わずかながら

フィリピンの歴史に触れることが出来ました。

■11:30 ホテルへチェックイン

■12:00 モールオブアジア

フィリピン最大級のショッピングモールで

ある「モールオブアジア」にて自由行動。

お土産など購入しました。

■22:00 就寝

■平成30年8月12日 マニラ

いよいよ日本へ出発です！

■ 12:30 ホテル出発

■ 13:30 マニラ空港着 チェックイン

■ 15:20マニラ発（5J5038）

■ 20:30 セントレア着

みなさん大変お疲れ様でした！

セントレアにて解散。

モールオブアジア 空港にてチェックイン

搭乗。スタッフお疲れ気味 セントレア到着

解散。みなさまお疲れ様でした！


