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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10月7日～12日の6日間、第20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。
今年8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180kg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9月28日 WITH事務局にて

10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。

今回のツアーのスタッフは経験者ぞろい。それでも30kgもの荷物を詰め込むには

四苦八苦しました！ご苦労様でした。重い分、たくさんの物資が現地の子どもたちの笑顔に変わる、

そう思いながら荷詰めをしました。

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10月7日 中部国際空港

■19:00 セントレアに集合。

今日は日曜日ということもあってカウンターは混雑気味。

列に並ぶこと30分、ようやくチェックイン。

1名が荷物チェックで呼び出し。携帯電話の予備バッテリーが

スーツケースに入っていたからとのこと。

■10:00 セブパシフィック 5J5039便

約30分程遅れてフライト

■平成30年10月8日 マニラ

■1:45（現地時間) マニラ空港

フィリピンに到着。

■3:45 セブパシフィックチェックイン

レイテへ出発する便のチェックイン。夜中にもかかわらず

沢山の人がいます。

搭乗前に待合室前の飲食店で軽食をとりました。

■5:35 セブパシフィック 5J649便

マニラを出発

■6:50  タクロバン着

カウンター前長蛇の列 いざ搭乗！

マニラ到着

LCCなので席が狭い

今回のメンバーです

小腹が空いたのでハンバーガーを食べました
レイテ島が見えてきました 到着。現地は快晴

現地スタッフと合流。荷物を詰め込みました。



■8:10 タクロバンのジャリビー

お昼ご飯を購入。

ジャリビーはフィリピンで有名なハンバーガーチェーンであり、

マクドナルドより人気があります。

■9:45 リモン峠

タクロバンより西へ。リモン峠は第2次世界大戦において

日本軍と米軍との激戦地の一つとして知られる場所。

慰霊碑があるということで訪問しました。

レイテ島では多くの日本兵が亡くなっており、戦後多くの

場所に日本人によって慰霊碑が建てられました。

リモン峠の慰霊碑は隣にある竹細工の店のフィリピン人

の方に管理されていました。記帳したところ、多くの

日本人が最近も訪れているのが分かりました。

リモン峠の後も2か所慰霊碑を回り、スタッフ一同

亡くなった多くの方々に哀悼の意をささげました。

ジャリビーでお昼の買い出し ちょっとつまみぐい リモン峠に到着

慰霊碑の前にて お隣の竹細工の店が管理している 慰霊文

竹細工の店で記帳。多くの日本人が訪れている

2か所目の慰霊碑

慰霊文

3か所目は学校の一角にありました 供えてある塔婆は持ってきたのでしょうか

日本の飲み物がお供えしてありました 多くの慰霊碑は80年代の建てられている



■11：56 オルモック市 レイクダナオ

地元の行楽スポットで昼食。ここでようやく一休み。

湖の真ん中でジャリビーで購入した昼食をいただきました。

■14:20 オルモック市

街中に第2次世界大戦にて砲弾にさらされた建物が

保存してあるということで見学しました。また岐阜出身の

戦没者への慰霊碑を見学しました。

戦後70年以上経ちましたが、レイテ島は我々日本人にとって

色々と考えさせられる島と言えそうです。

■16:00 バイバイ市

途中休憩。

■17:05 ホテル到着

本日の宿泊地、「バンブービーチホテル」に到着。

重いスーツケースを降ろし、部屋へ。

ホテルのスタッフに早めに夕食のオーダーをしました。

■18:00 夕食

ホテルのスタッフによるフィリピン料理を

ただきました。食事をしながら今日の慰霊地のこと、

明日のセレモニー、植樹について話し合いました。

■19:30 就寝

全員さすがに疲れたのか、早めの就寝になりました。

途中ブルーシートのかかった家を散見 ユニセフによる屋根の補修だそうです レイクダナオに到着。広い湖です

コテージの中へ 対岸までロープがひいてあります

ロープを引っ張って水上を移動

湖でのランチ。なかなか快適です

工場の中に、戦争当時の建物があります。

現在も倉庫として使われている

ホテル到着 今日の部屋です。 ご飯前にちょっと一服 夜ごはんです。いただきます！



■平成30年10月9日 レイテ

■7:00 起床

ホテルで朝ごはんを頂きました。

セレモニーに備えWITHのTシャツに着替えました。

■8:45 BONTOC ELEMTARY SCHOOL訪問

8月に引き続きこちらの小学校を訪問しました。

子どもたちの熱烈な歓迎の中入場、WITHスタッフも

満面の笑みに。

子どもたちの挨拶、歓迎のダンスに引き続き、

小学校の校長や村長、DENR(天然資源省）の挨拶と

歓迎の御言葉をいただきました。

WITHスタッフからも挨拶のスピーチをしました。

現地スタッフに翻訳していただきました。

挨拶のあとは物資の進呈、そしてレクリエーション。

快晴。朝から食が進みます セレモニー会場に到着 中では子どもたちが待っています

WITHスタッフ入場！ 日本の旗を振って応援してくれました

全員着席 歓迎のダンス

歓迎のダンス

スピーチはとにかく声を張りました 学校から感謝状をいただきました

DENRからのスピーチ DENRからも感謝状をいただきました 村長からもスピーチをいただきました 先生へ文具の進呈



全員でビンゴ大会。賞品は日本のお菓子 WITHスタッフが目を出します。

細かっ！

数字を読み上げる瞬間はみんな静かに

ビンゴの瞬間

お菓子の詰め合わせをプレゼント

最後はビンゴできなかった子どもたち
にも１つずつ配りました

最後は全員で

記念撮影

■10:45 セレモニー終了

植樹のサイトへ移動

■11:20 サイトにて昼食

サイトの小屋にて、現地スタッフと一緒に昼食を

いただきました。

バーベキューやマンゴーなど豪華フィリピン料理！

スタッフもセレモニーを終えてお腹を空かして

いたので、あっという間に食べてしまいました。

子どもたちと写真をとりました 植樹サイトへ移動



既にサイトでは昼食の準備ができてました この焼き鳥の現地独特の味付けが最高！ 小屋でワイワイ話しながら昼食 フィリピン料理をいただきました

食後、まだ潮が引けてないので少し待機。

植樹の手伝いに先ほどの小学校より子どもが

集まってきました。スタッフも一緒に川に入り

植樹までの間、子どもたちと遊びました。

■12:40 植樹開始

WITHスタッフ、子どもたち、現地のスタッフも一緒に

苗を植えました。昨年、そして8月に植えた苗も

波に負けずまだまだ残っています。サイトに補植する

形で実施しました。苗が新しい芽が吹き、根を伸ばして

下ろしていくのが楽しみです。

川辺で水遊び 大人も混さり、たくさんの子ど
もが集まりました。

昨年完成したモニュメント

用意した沢山の苗 奥までずらっと苗が
用意してあります。

植樹を前に現地スタッフが苗
をはこびます





■14:30 植樹終了

終了後、小屋でおやつにしました。

手伝ってくれた子どもたちにもパンとジュースを

配りました。WITHスタッフも一休憩。疲れた後は

甘いものが欲しくなります。

■15:20 ホテルへ戻る

着替えて、少し休憩。荷物をまとめて

チェックアウトしました。

■19:15 タクロバン到着

本日の宿泊ホテル「ANGELA PENSION HOUSE」到着

■19:35 夕食

ホテル近くのショッピングモール「ロビンソン」にて

夕食。

■22:00

就寝。明日はマニラへ戻ります。

■平成30年10月10日 タクロバン

■4:00 起床

飛行機が6時台の便のため、早い起床です。

■4:45 タクロバン空港

チェックイン

部屋へ戻ってきました。疲れました 今夜のホテルに到着 夕食は日本料理の店。ラーメンは日本食か？

チェックイン。 待合ロビー。朝からたくさんの人で混雑し
てます

飛行機に搭乗



■6:45 セブパシフィック 5J5649便

およそ25分遅れての出発です。

■8:00  マニラ着

■10:10  ホテル到着

「ROTHMAN HOTEL」と「RIVERA MANSION HOTEL」に

分かれてチェックイン。

ところがホテルの予約のトラブルでチェックインできず。

ホテル予約の対応を日本のスタッフに依頼し、

荷物をホテルに預け昼食へ

■11:50 ロビンソンにて昼食

ホテル近くのショッピングモール「ロビンソン」へ

日本の「カレーハウスCoCo壱番」が出店していたので

ここで昼食。味はほぼ日本のままに感じました。

■14:10  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。

イントラムロスにある「マニラ大聖堂」へ。フィリピンのカトリック教の

本拠ということで多くの教徒が訪れていました。この国では8割以上

がキリスト教信者といわれていますが、改めて実感しました。

アジア最大級のパイプオルガンが有名とのことですが、あまりの人の

多さに中に入れず断念。

■14:30  スターバックス

イントラムロス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。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。

マニラに到着しました 空港を出て一服 ホテルまで途中、高速道路を利用。空港周り
の高速道路も大分整備されてきました

ホテル到着 ショッピングモールへ CoCo壱番でカレーライス。フィリピン
でも変わらぬ美味しさ

マニラ大聖堂にて

信者の長い行列！

とても中までいけません。

「フィリピン」の国名の由来ともなった、
スペインの王フェリペ2世像



■15:10 イントラムロスの独特な街並みを

見ながらチャイナタウンへ。多くの店があります。

チャイナタウンからキアポマーケットへ。昔の

アメ横のように多くの店が軒を連ねています。

平日なのにこの混み様！食品、洋服、生活用品、

アクセサリー、バッグ、宗教関連グッズなど

あらゆるものが売っています。

マーケットを抜けると、大きな教会に到着。

■15:40 キャポ教会

400年の歴史がある古いローマカトリックの教会です。

「ブラックナザレ」と呼ばれる黒いキリスト像が有名です。

こちらもミサで中は人で一杯でした。

■16:20 LRTカリエド駅

WITH初の電車移動です。

かつてODAにより、鉄道の製造・保守など日本との

関わりが深いマニラの鉄道。

多くの人が利用しています。

■17:00 ホテル着

なんとかホテルの問題も解決。

ホテルで一休憩。

■18:30 日本橋亭

ホテル近くの日本料理屋で夕食

■22:00

就寝

城壁に作ったスターバックス 店内もお洒落にできています 徒歩でチャイナタウンへ

途中果物を露店で購入 チャイナタウンには様々な店が並ん
でいる。中華料理屋も多い

汚れた川。時折メタンガスのような泡が出てくる。都心部ではゴミ
の不法投棄が絶えない。広範囲に広がる分、スモーキーマウンテ
ン以上に深刻かもしれない

キャポマーケット。数えきれな
いお店が並ぶ

駅下にも店が並ぶ 電車がやってきました。

日本製です！



■平成30年10月１１日 マニラ

■9:00 起床

近くのカフェで朝食

■10:00 ホテル集合

スモーキーマウンテンの視察に行く予定だったが

途中、治安が悪くなっているとの連絡が入り中止に。

色々なグループによる抗争が絶えないとのこと。

■12:15 ロビンソンにて昼食

自由行動となり、お土産など購入

■22:00 就寝

■平成30年10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

空港内のラーメン「凪」で昼食

近年フィリピンに多く出店しているラーメン屋で東京が本店。

フィリピンには16店舗が出店している。空港内にも大きな

看板があります。

■ 16:05マニラ発（5J5038）

大幅に飛行機が遅れました。

■ 20:45 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。

カフェで朝食 ロビンソンで買い物。カラフルな果物が
フィリピンっぽい

ロビーにて集合。空港へ

チェックイン。混雑してます 空港内でラーメンをいただきました。 フィリピンでは豚骨味がうけるようです

なかなか飛びたたず 美しい日没

セントレア到着

解散。みなさまお疲れ様でした！


