
フィリピン災害復興支援チャリティーチーム
再建したカボイナン小学校のオープニングセレモニーへの旅

＊このレポートは、6/30～7/7の又吉やよい・天野功一のfacebook記事をまとめたものです。



6/30 又吉やよい
【 いよいよ今週オープニングセレモニー 】
フィリピンへお届けするお洋服などを、沖縄でも集めて下
さっていた方がいましたので
一昨日受け取らせて頂きました。
＊名嘉山 真弓さん＆てぃなちゃん＊
本当にありがとうございます♪♪♪
しかも！！
フィリピンの子供達へプレゼントしたいって事で、てぃなちゃん
が手作りのヘアゴムを沢山作ってくれていました！！てぃな
ちゃん、どうもありがとう♡ 大切に届けさせて頂きますねっ
♪♪♪

★写真は…てぃなちゃんと手作りのヘアゴム、そして再建
中のカボイナン小学校（台風30号により人口の8割が亡く
なられたタナウワン地区にある小学校）

フィリピンチャリティーセミナーの際に関わって下さった、ご協
力下さった全ての皆様。
そして集まった金額と同額を出して下さった長倉顕太様。
おかげさまでいよいよ今週オープニングセレモニーが行わ
れます。本当にありがとうございます！！！



7/1 又吉やよい
【 レインボーアンブレラ★プロジェクト！】
台風30号ヨランダにより、人口の8割の方がお亡くなりになられた地域
タクロバン。
そこで被害を受けた小学校のうち支援の少ない小学校の再建を、フィリ
ピンチャリティーセミナーで集まった金額と、そしてその同額を長倉顕太
氏が出して下さって、現地のNGO Daredemo Heroのご協力のもと行ってお
ります。
そして更に！！！
5月に東京で長倉顕太氏と福本モトイ氏が開催した『運を感じる力養成
プログラム』の収益金 349833円 を今回新たに寄付して頂きました。
その義援金で現在、 『レインボーアンブレラ★プロジェクト！』を準備して
います♪♪♪
というのは、
フィリピンはこれから雨季に入ります。ですが、子供達は傘を持っていま
せん。雨季の中、傘もささずに登下校しなければならなかったんですが、
子供達全員に傘をプレゼントさせて頂くことになりました！！！
それを、7月5日のオープニングセレモニーの際に500人の子供達全員
にお渡しして皆で傘を広げて虹を作って撮影したいと思っています
♪♪♪
ご協力下さった長倉顕太さん、福本モトイさん、
そしてNGO Daredemo Heroのヒロさん、順子さん、
本当に本当にありがとうございます！！！



7/2 又吉やよい
【 プロジェクター★プロジェクト！！ 】
実は…もう1つご報告するプロジェクトがあります。
長倉顕太氏と福本モトイ氏の寄付金により、
もう一つ
『プロジェクター★プロジェクト』を進めさせて頂きました！

NGO Daredemo Hero のヒロさんと順子さんと、再建する際、せっか
くなので日本とフィリピンを繋ぐ世界に一つだけの教室を作ろう！
ということになりました。（順子さん、ご尽力下さり感謝申し上げま
す）

そこにプロジェクターを取り入れて日本と繋いで交流したり、文化
を学んだりして深めていきたいと思っています。

彼ら彼女らはどんなに必死で 働いても 働いても自力で海外に
出るというのは不可能に近い
でも、彼ら彼女らがいろんな世界に触れて見ている世界の幅を
広げたい
「外」とどんどん繋がっていくことで大きな変化となっていくと思い
ます



長倉顕太様と福本モトイ様が開催されました運を感じるセミ
ナーの収益金からご寄付を頂きまして、無事、カボイナン小
学校へプロジェクターとスクリーンを贈呈・設置出来まし
た！！本当にありがとうございました！！

これを使って菅原一博さんの職場のチームが送って下さっ
たフィリピンの子供達へのメッセージ動画を流したり、その他
いろんな形でフィリピンと日本の交流が深まっていきます
♪☆*皆様のご協力に感謝致します☆*



7/3 又吉やよい
【 いよいよ本日出発！！ 】
2013年
11月8日 フィリピンを台風30号ヨランダが襲う
11月〜12月 長倉さんがフィリピンのチャリティーをしたいと話す
2014年
1月元旦〜 又吉やよいフィリピンへ
1月12日 フィリピンチャリティーチーム結成
2月23日 東京にて長倉氏、私とセミナーを開催（全国へ動画
配信）
4月24日〜 フィリピンへ6人のメンバーで義援金 2,369,012円 を
届ける
5月 NGO Daredemo Heroがご尽力下さりカボイナン小学校再建を
進める

そして今日！！！

7月3日
再建したカボイナン小学校のオープニングセレモニーに出席する
ため、
5人のメンバーでフィリピンへ向かいます！！！



これには、本当に本当に沢山の沢山の方々のお力をお借りし
てこの現実が創られています！！！

1人1人お名前を紹介したいぐらいですが、余りにも数え切れな
いほど、そして、更に見えない所で動いて下さっていた方々も
全国中にいます！！！

本当に本当にありがとうございました！！！

ほんとは関わって下さった全ての方お1人お1人にお礼をしたい
ところですが、それが出来ませんので、

フィリピンで少しでも役に立てるようなことをさせて頂き、
そして日本社会にとっても、いい方向にいくように、

していくことで皆さんにお礼や恩返しをしたいと思っています。

本当にありがとうございます。

感謝一念

又吉やよい



【 いざ出陣！！】
成田に集いました。
このメンバーで行って参ります！！

夕方にはセブ島に着きます！！

そして寝ずに…深夜にまたタクロバン行きの
空港に移動します。

ではでは！！



7/3 又吉やよい

今！！
セブ島にある
NGO Daredemo Hero に到着したら

なんと！！！

玄関開けたら

目の前でこれがお出迎え！！！

こんなお心遣いに感激！！！(ToT)



【 初日の夜は… 】
7月3日(木) 成田から5人のメンバー
★天野功一
★鈴木祐史
★今村典子
★多田一弥
★又吉やよい
で、セブ島のマクタン空港へ☆
そして、宿泊させて頂くDaredemo Hero Inc のヒーローズハウスに
て夕食会☆*
Daredemoに通っている奨学生のMAMA達が夕食を準備してくれ
て、めちゃめちゃ美味しいご馳走を頂きました！！！（遅い時
間まで…(/ _ ; )）

壁には長倉顕太氏のFB写真＆ファイトクラブの名前入りの横
断幕？と、ナゼかセゲの横断幕？とが貼られていて。。。
様々なおもてなし、お心遣い、本当に本当にありがとうございま
した＊*:.｡. o .｡.:*☆

ちなみに、、、 これを貼ったのをDaredemoの子供達が見て、セ
ゲの横断幕を指差して「アマノ、アマノ」と言ってたって聞いてウ
ケました。笑笑



7/4 又吉やよい
昨夜、Daredemo Heroに着いたら
順子さんから「やよいさん！緊急事態です！」と言われ「明日
のフライトが飛ばなくなりました！」との事。

今回は深夜3時から空港に移動して飛行機でレイテ島へ移動
する予定だった。でも、飛行機が飛ばないならジェット船で行く
しかない。

が！！

飛行機に乗れなかった方々がジェット船に殺到するのでチケッ
トが取れる保証が出来ない、との事。

なので、DaredemoのスタッフRonaが深夜から朝5時頃まで港の
チケット売り場に並んでくれて、全員分のチケットを無事確保。

ってか、実は、勝手にフライト中止した飛行機なんだけど、普通
は航空運賃を返金しないらしい。笑

でも、Ronaと順子さんが何度も粘って交渉してくれて返金される
ことになった。



（つづき）昨日から寝ずに対応してくれている
Ronaと順子さんに感謝でいっぱいです。泣

無事乗れたジェット船ですが、、
実は本来乗る予定だった船にエンジントラブルが発生し、
急きょ別の船に変更になったため、荷物の載せ替え等で遅れ
て出発。

更に！乗り換えた船がなんと！！！
レイテ島に向かっている途中、3〜4回海上で停止。

停止した状態で左右に揺れまくり。

で、皆様にご心配をおかけしましたが
今、無事オルモック港に到着。

あのまま続いてたら吐く人続出だっただろう。笑

順子さんが、トラブルが起こるたびに
「さすがファイトクラブですね」
と毎回言ってくれます♪ 笑



7/4 天野功一
【フィリピンアマノ通信】今回はセブ島レイテ島は
飛行機のはずだったが、立派に欠航。ははは
はは。で。急遽。朝5時半発の高速船でレイテ
島に向かう。でも、出発は遅れるとのコト。写真
は又吉今村。「セゲ」ってセブでは、ＯＫと言う
意味らしい。みんなセゲセゲセゲとよく言ってる
との情報。気をよくしてる。しかし眠い。



7/4 天野功一
【フィリピンアマノ通信@レイテ島上陸】港の街。
オルモックの光景。１１月の台風のあとはこのあ
たりでも死体があったそうだ。合掌。

▲動画はこちらをクリック

https://www.facebook.com/photo.php?v=591614860935948


7/4 天野功一
【フィリピンアマノ通信@レイテ島の復興はまだま
だ】今回教室が復興する学校とは別の学校。
校庭には、まだまだテントがいっぱい。

▲動画はこちらをクリック

https://www.facebook.com/photo.php?v=591665070930927


7/4 又吉やよい
★写メは…昨日、
スーツケース2つを引きずり、更にリュックを背負って成田空港
まで行ったやよい。

なぜ荷物が多いかって、現地に届ける衣類やら再建した教室
に飾る日本の和グッズやら、日本やその他のDVDやら、ふりか
けやら、、、めんつゆやら、
様々なものが入ってるからです♪♪笑



7/5 天野功一

【フィリピンアマノ通信＠レイテ島内のクルマでの移動実況中
継】

今、レイテ島。セブ島⇒高速船⇒３回洋上で停止。はははは
は。⇒レイテ島の港・オルモック⇒レイテ島内移動３時間⇒タク
ロバン。と移動。

この中で、レイテ島内移動３時間の疑似体験をあなたにさせて
差し上げるぜ。

動画は又吉やよいとの自撮り。動画は短い。これが３時間続く
と想像して欲しい。笑うぜ。でも、こんなに車中で揺れたりジャン
プしてても最後には爆睡してるやよいどんと私。コッチがもっと笑
えるぜ。ははははは。

▲動画はこちらをクリック

https://www.facebook.com/photo.php?v=591966470900787
https://www.facebook.com/photo.php?v=591966470900787
https://www.facebook.com/photo.php?v=591966470900787
https://www.facebook.com/photo.php?v=591966470900787


7/4 又吉やよい

【 桜プロジェクト！！】
今、カボイナン小学校で
再建した教室
（フィリピンと日本の交流教室）
の壁に、
子供達と一緒に
手形の

桜の木を描いてますっ！！！
♪♪＼(^o^)／♪♪



天野功一
【フィリピンアマノ通信＠もうひとつの小学校でのイベントを紹
介】
ファイトクラブを主宰する長倉顕太さん Kenta Nagakura＆Motoi 
Fukumoto福本モトイ・占い師蒹医師笑。の合同セミナーでの売
り上げをモトに、傘がなくて困っていたレイテ島のこどもたちに傘
の寄贈をするというこのプロジェクトにも参加しました。↓↓記事
をシエアします。↓↓写真には、NO-GUARD FULL-CHIN Tシャ
ツでマジメでピュアなイベントに参加してるカタの後ろ姿が。はは
ははは。

＜レインボーアンブレラ計画 Daredemo Hero Inc FBページ記事
より＞
今回、レイテ島カボイナン小学校除幕式に合わせて、同じタナ
ウアン市にあるセントラル２小学校で600人の生徒に傘の寄贈
を行いました。

（次のページへ）



（つづき）

この小学校は、未だに校庭が避難所として使われており、テン
トが張り巡らされています。
一カ月前、視察訪問をした際、小さなテントの中にたくさんの子
供たちが集まっていました。
「何をしているの？」と聞くと「傘がないから帰れない」とのこと。
校長先生と相談し、現在必要な支援は、雨期に向けての雨
具ということで、ファイトクラブ様のご支援のもと、早速600本の
傘を寄贈することに決めました。

寄贈日当日も、雨が降り出し、子供たちはさっそく真新しい傘を
広げ、雨が止むのを待つことなく、自宅に帰ることができました。

ご協力いただきました、ファイトクラブの皆様、寄贈活動に活動
いただきました大田区縁プロジェクト様、ご協力ありがとうござい
ました。
JUNKO



7/6天野功一

【フィリピンアマノ通信＠DAREDEMO HEROの奨学生自
宅訪問】

セブ島の奨学生の自宅訪問。ノーヘルのバイクふた
り乗りで向かう。ジャングルっぽい風景の中に奨学生
「ふたごちゃん」の自宅があった。本来は家を建てたら
いけない場所のようだ。ふたごちゃんのお母さんは
我々と一緒に今回セブからレイテ島に渡り、ボランティ
アスタッフとして活動したヒト。ふたごちゃんはお留守番
だった。自分の生活もたいへんだと思うが、ヒトの為に
なりたいという気持ちが大きい。おそらくふたごちゃんた
ちはそんなママを見て、強い人間に育って行くだろう。
私がホントのパパだと言ったらウケた。部屋の中で
DAREDEMO HERO の2つのバッグが輝いてた。娘たちよ。
またあおう。



天野功一
【フィリピンアマノ通信＠教室の壁面にはこんな絵が】
レイテ島・教室再建プロジェクトの除幕式。前日教室の壁
画作成。水性のペンキを手に塗ってレイテ島のこどもたち
と共同作業。あなたの分も私が勝手に押しといた。ははは
はは。よーく見るとどこかにあなたの名前も？



7/5 又吉やよい
2か月で状況が変わっている



7/4天野功一
【フィリピンアマノ通信@復興した教室】
４月には無かった教室ができてる。２月
のフィリピンチャリティセミナーのお金が
使われてる。明日が除幕式。



7/5 又吉やよい

校舎の外壁に
『 ファイトクラブ 』！！！
『 DAREDEMO HERO 』！！！



7/5 又吉やよい

フィリピン レイテ島
タナウワン地区
カボイナン小学校

そろそろオープニングセレモニー
（除幕式）
始まります＊*:.｡. o .｡.:*☆

市長も来て下さっています





天野功一
【フィリピンアマノ通信@レイテ島のかっちょイイマイケルジャクソン
ズ】
4月に続いてここで彼らのパフォーマンスを見た。
新メンバーも加入してるぜ。今回は笑いの要素も織り込み済だ。
ん。腕を上げたな。イカすぜ。かっチョイイ。
女の子がキャーキャー言ってるじゃないか。そのあたりは、とって
もうらやましいぜ。ははははは。

▲動画はこちらをクリック

https://www.facebook.com/photo.php?v=594096344021133
https://www.facebook.com/photo.php?v=594096344021133
https://www.facebook.com/photo.php?v=594096344021133


天野功一
【フィリピンアマノ通信＠私が泣かされた「LET IT GO」 】
今回フィリピン・レイテ島・カボイナン小学校除幕式に参加した。
市長ご夫妻も参加。しっかりとプログラムがあって、いろんな歓
迎のレセプションが用意されてた。マイケルジャクソンの曲での
少年チームのダンスや美しい伝統的民族ダンス。などなど。
素晴らしかった。
不純な感じの汚れ切ってる私には、どれも沁みた。中でも「LET 
IT GO」を歌ってくれた混声合唱隊。なんと日本語だ。やや声が
小さくなってるが、われわれの為に一生懸命特訓をして準備し
てたのが伝わる。素敵だ。私は泣かされた。是非、ご覧下さい。▲動画はこちらをクリック

https://www.facebook.com/photo.php?v=593270970770337
https://www.facebook.com/photo.php?v=593270970770337
https://www.facebook.com/photo.php?v=593270970770337


天野功一
【フィリピンアマノ通信@セレモニー】
ファイトクラブはここでは有名な団体。校舎の壁にも名前
が刻まれてる。私は教育上の観点から長倉さんのエロ本
のマズイ部分を隠してあげてる。小学生がニヤニヤして見
て通るので。





7/6 又吉やよい

これから日本へ帰国します！！
フィリピンでお逢いした全ての皆さん！！
日本から想って下さってた全ての皆さん！！
そして今回もまた大変お世話になった
Daredemo Heroのヒロさん、順子さん、Rona！！
本当に本当にありがとうございました！！
沢山の想いに溢れて感謝や感動でいっぱいの中、
日本へ戻ります＊*:.｡. o .｡.:*☆



7/7 天野功一
【フィリピンアマノ通信＠レイテ島小学校の復興式・式
次第】
式典の立派なプログラムを頂きました。又吉やよいの
スピーチについても掲載されてます。尚、午前中は市
長も奥様と夫妻で参加。「日本の皆さん、ファイトクラ
ブさん、ありがとさん。いっぱいいっぱい感謝しちょりま
す。」とイッパイ話してらっしゃいました。英語で。おそらく。
ははははは。


