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1/23，羽田発 23:45，翌朝 6:30 クアラルンプール（KL）到着，空港で朝食を摂りタクシ

ーでマラッカへ向かう．マラッカは街全体が世界遺産である素晴らしい街です．出かけら

れることをお勧めします．ニョニャ料理（中華料理とマレー料理が合体して生まれた料理）

も美味しい．夕食時にトニーさんに予約していただいたブルドックカフェでニョニャ料理

を堪能しました．マラッカの詳細情報について，彼のホームページをご覧下さい．

http://melakajp.com/

マラッカは大航海時代のポルトガルに始まってオランダ，イギリスの統治を受けました．

ヨーロッパ諸国が来る前はサルタンが統制する王国があったそうです．マラッカ海峡は貿

易の要衝ゆえヨーロッパはこの地を統治したかったのでしょう．イギリス植民地時代に多

くの中国人やインド人が労働力として渡来し中国人とマレー人が混血して新しい文化を作

りました．ニョニャ料理はその一つです．マラッカは人種と宗教のるつぼであり多民族国

家マレーシアを知る縮図のような所です．

1/26，マラッカから KL，コタキナバル（ＫＫ）を

経由してラナウに到着．スラゴンホームステイにチ

ェックイン．途中 KL 空港のフードコートで昼食を

摂りました．麺食のコーナーで，たくさん

ある麺や具の中から顧客が好みのものを

選び店員がスープをかける形式をとる店

がありました．写真の内容で約 300 円で

した．

1/27,ラナウのゴルフ場に行きましたがクローズでした．今は雨期であり，1 週間くらい降

り続いたそうです．フェアウェイの芝が少し伸びていました．長雨で地面が緩んでいるの
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で重機による芝刈りができないのだと思います．今朝キナバル山が顔を出したのでプレイ

できることを期待したのですが・・・オープンの日に手ぶらで来られるようロッカーにゴ

ルフクラブなどを保管しました．ゴルフ場でたまたま旧知

の友数人に再会できたことは幸運でした．街に行き日用品

の買い出しをして昼食を摂りスラゴンホームステイに戻

りました．シャワーして午睡の後本日分の日記を記載しま

した．室温は 29.8℃，湿度 63%，天井の固定ファンを回

すだけで少し暑さを感じながらも凌げています．外は日差

しが強いのでフェアウェイが多少とも乾燥して明日はプレイができればよいのですが・・・

1/28,春節です．中国系の人は正月を家族と祝うので彼らが経営するレストランや商店は閉

店しており，街は比較的静かでした．写真は蒸し鶏の具がいっぱい入ったスープ麺で約 150

円でした．

サバ州には米から作る地酒が 3 種類あります．

写真はその一つであるモントクで，米から作る蒸

留酒（19%）です．辛口の美味しい酒でお湯割

りでもオンザロックでもいけます．街の酒屋で買

うとビールの大瓶サイズのものが 1 本 200 円し

ます．郊外のスーパー（Sabindo Supermarket）なら 150 円（但し販売単位が 1 ダース）

で買えます．

「サバ州の地酒」（http://koba.sakura.ne.jp/localLiquor.pdf）をご参照下さい．

1/29,今日からゴルフ場がオープンしました．家内と

二人分の 2 か月のグリーンフィー600 リンギ

（15,000 円）を支払いました．これで 2 か月間毎日

二人でプレイできます．春節の休日とオープンを待

ち焦がれた人が重なったのでいつもより少し混んで

いました．それでも待たせたり待たされたりするこ

とはありません．雨期でフェアウェイに重機が入れずすべてがラフという状況ゆえ，ボー

ルを見つけるのに一苦労．来月に入ればコースは整備されるでしょう．ゴルフ場のマネジ

ャーと相談して今年の「酒パーティー」を 2/25（土）に決定しました．鄙びたゴルフ場に

ふさわしいクラブ立てですね．
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1/29，夕方，スラゴンホームステイのオーナー

であるルンキャンさんのお兄さんの家に招待さ

れ，ご馳走をいただきました．集まった人々は

全員家

族で 100 人を超えているということでした．ルンキ

ャンさんは兄弟姉妹 14 人であり，14 人の配偶者と

それぞれの子供ならびにその子供（孫世代）が全員

集合したのですから 100 人を超えても不思議では

ありません．しかし，現在の日本では考えられない

大家族です．写真は 1 月に誕生日を迎えた子供たちを祝福するためのケーキです．

1/31，ゴルフコースに行くと一緒に回りたいと現地の B さんから申し出があり，家内は迷

惑を掛けるのが嫌だと言うので私とツーサムで回りました．彼は毎朝 7:30 の涼しいうちに

スタートするそうです．今日は 9:30 スタートし，ボルネオらしい炎天下で大汗をかきなが

らプレイしました．B さんは，オスマン（スラゴンホームステイのオーナー）さんと同じ高

校の 1 年後輩だということでした．プレイ後，彼に町まで送ってもらいました．

写真は今日のスラゴンホームステイ（http://koba.sakura.ne.jp/99_blank007.shtml）の

夕食メニューです．一人前 12 リンギ（約 310 円）

① 鶏，人参，じゃがいも，蕗のスープ

② 魚のから揚げを甘辛く煮たもの...

③ ゴーヤと卵の炒め物

④ 青梗菜の炒め物

⑤ ご飯

⑥ パパイヤ

⑦ 紅茶またはコーヒー（セルフサービス，

お代わり自由）

2/1，今日で連続 5 日間プレイをしました．

雨期も終盤に入ったようで日照時間が増

えてきました．コースコンディションは

よくありませんが，芝刈りが開始された

ので徐々に改善されるでしょう．フェア
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ウェイの芝がかなり伸びているのでボールを探すのが大変だし，トローリーを引っ張るの

も疲れます．運動だと割り切ってプレイしようとしますがやはりスコアは気になります．

ゴルフ場と道路を挟んだところにレストラン HAW HAW があり，ときどき昼食を摂ります．

ゴルフ場から 10 分位歩いたところにある Kiaburi Plaza に HAW HAW2 が開店しました．

何とポークを提供しています．マレーシアは国教がイスラム教でありハラルが標準です．

しかしサバ州はキリスト教徒が多く住んでおり仏教徒もおりポークを食す人がいます．ハ

ラル準拠，非準拠で店を分けたのですね．しかし，客足が思わしくなくすぐに閉店になっ

てしまいました．

2/3,車をチャーターしてラナウ ー KK（片道

2.5 時間）を往復しました．途中キナバル山

を真近かに見ることができました．カダザン

ドスンの伝統料理をビュッフェ形式で提供す

る店（D'Place Kinabalu 電話：0168332381）

で昼食を摂りました．（一人約 700 円）
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Suling（Bamboo flute）を購入するためサバ州の特産品を販売する店 Kadaiku（電話：

088232121）に行きましたが，在庫がなかったので入荷したら連絡を貰えるよう依頼しま

した．この店はサバ州観光局の直営店であり，質の良い商品を販売しています．

On 5th Feb, Jailly, my friend, took 

us to Kg. Longut in the jungle 

near the border between Ranau 

and Tambunan. We drove on 

Tambunan road about 20 minutes 

from Ranau Golf Course, turned 

to the left to enter into the jungle 

and drove on the rough road 

about 30 minutes. We saw many durian trees, jack fruits trees, taro plants, and 

some animals. According to Jailly there are many wild animals there and they hunt 

them. You can see electric cables in the movies but they don't work. Surprisingly 

there is a primary school. Driving in the jungle -> https://youtu.be/4COnvbE3o78

2/6，2 年前までゴルフコースの前でレストランを経営してい

たショーンに

会いました．彼

は両親を早く

亡くし若いに

もかかわらず

一家の中心に

なり家族を支

えていました．食事に立ち寄るたびに弟や姉妹が彼を親しく

慕っている様子を眺めほほ笑ましく感じたものでした．彼は，

ラナウの町の LAMAN BAYU CAFE でシェフとして働いてい

ます．今日は，そこでスペシャルラクサ（約 200 円）を昼食

として食べました．久しぶりにショーンの料理を美味しく味わうことができました．典型

的なマレー料理の店であり清潔な感じがしました．同店の美人スタフの写真を撮らせてい

ただきました．
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店の場所は，「ラナウについて」（http://koba.sakura.ne.jp/99_blank010.shtml）を

ご参照下さい．

2/7,連日のゴルフで腰が疲労気味ゆえ今日は

プレイを休んで町まで散歩しました．スラゴン

ホームステイからラナウの中心地まで歩いて

1 時間以上かかります．道の両側には所々果樹

が育っており，水田が広がっています．ここで

は米を 2 年に 3 回収穫するそうです．

Durian was served for dessert at today’s dinner．It is rare at this time. It was just 

freshly-picked at Dr. Othman’s farm. Rich and mellow sweetness spread in the 

mouth and I was deeply impressed by the taste. I am always thankful for the 

hospitality of Slagon Homestay. 

（http://koba.sakura.ne.jp/99_blank007.shtml をご参照下さい）

2/8, 5:30 起床，室温が 20.4℃しかない．ここラナウはキナバル山麓の高原にあり赤道直

下でありながら過ごし易いところです．朝晩の室温は 24℃前後で 20℃を切ることはめった

にありません．日中は 30℃を超えますが湿度が高くないので天井のファンだけで凌げます．

冷暖房は不要です．今朝はめっぽう涼しい．T シャツに長袖を重ね着しました．

今日は快晴でした．キナバル山が終日くっきりと見えました．これで雨期が終わったのな

ら嬉しいのですが・・・フェアウェイがだいぶ固まってきたので早く重機を使用してコー

ス整備をして欲しい．芝が伸びておりボール探しに時間を要します．
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生姜の花と花のあとにできる実, 約 40 円で買ったバナナ

2/10，スラゴンホームステイ（http://koba.sakura.ne.jp/99_blank007.shtml）の夕食

メニュー

① 豆腐，さつま揚げ，茸，人参の炒め物

② 生姜の花，野生の玉ねぎの芽，ヤム芋の炒め物

③ 茹でた白菜に卵を絡めたもの  ④ 赤米...  ⑤ グァヴァ  ⑥ ドリアン

野菜中心であり，薄味で美味しかった．約 320 円

赤米は人間を飢饉から救うため女神フミノドンの血液から作ったという言い伝えがこの地

にあります．毎年 5 月にサバ州全土でフミノドンの偉業に感謝するため収穫祭

（http://koba.sakura.ne.jp/Kaamatan2.pdf）が行われます．
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2/11，スラゴンホームステイで歓迎と送別を兼ね

た BBQ パーティーが開かれました．骨付きラム，

骨付き鶏腿肉，紫芋，玉蜀黍，串刺した野菜（人参，

玉ねぎ，なす），サラダ 2 種類，デザートとして

パパヤ，パイナップルのご馳走でした．写真は 5

人分ですが，食べきれず一部翌日の朝食に回すこと

にしました．骨付きラムが特に美味しく一番人気でした．実は先週骨付きラムの BBQ を

食べたいと要望したらこのような運びになったという次第です．

2/12,中国正月に因んで Ranau Hakka Food Court でオープンハウスが行われました．オ

ープンハウスとは来客すべてを差別せずにご馳走を振る舞う習慣を言い，中国正月，収穫

祭，ハリラヤ，クリスマスのときに行われます．スラゴンホームステイのオーナーであり

サバ州の名士であるオスマン夫妻に同行してオープンハウスに参加しました．連日ご馳走

続きで体重増加に要注意です．

2/13，ゴルフ場のフェアウェイの整備が一向に進まないので幹部に尋ねて重機が故障して

いることが分かりました．当分ボール探しに時間を要すでしょう．
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このバナナ，日本では多分商品になりませんね．ところ

がとても美味しいんです．この量で 50～60 円．スラゴ

ンホームステイのある女性スタフは数あるバナナの中

でこれが一番好きだと言っていました．

On 14th Feb, We had spaghetti by Chef Kataoka for 

breakfast. He used dried small fish(ikan bilis), leeks, ginger and Extra Virgin Oil. We 

enjoyed rich breakfast. In having a meal at Slagon Homestay you can choice 

self-catering or its-cooking-and-serving.

朝，雨模様だったのでゴルフを中止し，午後 2:30 頃からお気に入りの道を町まで歩きまし

た．今日は道

路脇の木に

生るパパヤ

が目につき

ました．時々

食べる赤い

バナナが生っている様子を初めて

見ました．スラゴンホームステイ

に戻って池に棲むトカゲを見かけ

ました．
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2/15，ゴルフの後，Kiaburi Plazaまで10分ほど歩き，レストラン899で昼食．Kiaburi Plaza

は新しい商店街です．899 はラナウではやや高級なレストランであり，私が食べた写真①

のラムカレーは約 270 円，桃代が食べた写真②の白身魚唐揚げの甘酢炒めが約 250 円でし

た．何れもご飯は半分にして貰いました．写真①で見る通りラム肉がたっぷり入っており

満足しました．食後，スラゴンホームステイの若い女性スタフに迎えに来て貰いました．

彼女は，

到着する

とすぐに

何か異様

な音がす

ると言い

ボンネットを開けラジエーターの水が空っぽであることを突き止め水を補給しました．し

ばらく車を冷やして無事戻ることができました．ラジエーターの水が空になるなどの経験

をしたことはないので彼女の鮮やかな対応には驚くばかりでした．

On 16th Feb, Chef Kataoka cooked 

pho(Vietnamese soup noodle) for our 

breakfast. He used Kuey Teow, something 

like watercress, bean sprout, mushroom, 

cuttlefish ball and leek. It was very nice.

バナナの王様バランガンです．斑点があって見かけは良くないけど味は最高です．甘味，

酸味のバランスが良く歯ごたえも硬くなく柔ら

かくなく．このバナナの味を一度知ったら病みつ

きになること請け合いです．この量で 80 円．こ

れも見栄えがしないせいか残念ながら日本では

販売されていません．

On 17th Feb，we had Kuey Teow goreng 

seafood for the breakfast. It was very nice. We 

have no Kuey Teow in Japan, but it is common 

in Southeast Asia.
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昼食のためラナウ客家フードコートへ行きました．写真①をよく見て下さい．中央の看板

の左右に'Non-Halal'，'Halal'と記載されています．つまり，向かって左側のコーナーには

ハラルに適合しない料理を提供する店が

並んでおり，右側のコーナーにはハラルに

適合した料理を出す店が並んでいます．箸，

スプーン，フォークなどもハラル料理用と

そうでないものに区別されています．（写

真②）しかも，フードコートの内部の中央

には１Malaysia の表記があります．これ

は「マレーシアは一つ」を意味する標語です．現政権は多民族国家マレーシアの統一意識

を昂揚するためこの標語を掲げています．（写真③）右側のある店の Nasi Kari Hainai（海

南風カレーライス）を食べました．（RM8，約 220 円）（写真④）このフードコートは食

事の選択肢がたくさんあるし何れも美味しそうなので私の HP でも案内することにします．

2/18，今日は久しぶりにいいゴルフができまし

た．アプローチがワンピンに寄り，3 パー，1 ボ

ギー，4 ダブルボギーの 46．プレイの後，当ゴ

ルフ場の NO.2，NO.3 と焼酎で酒盛り．すっか

りできあがって酩酊．昼間の酒はよく効きます．

酒 盛 り

の 前 に

Kasou

を 食 べ

ました．

ご 飯 と
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紫芋を潰してビワモドキ（Dillenia）の葉で包んだカダザンドスン（当地の先住民）の食べ

物です．ほどよい甘味があり美味しい．

2/19，朝食は片岡シェフによる冷製パスタ．食

材は，パスタ，イカ，胡瓜．付け合せは，クレソ

ンもどき，チキンソーセージ，卵の炒め物．他に

キャベツ，トマト，ピクルスのサラダ．大変美味

しかった．

スラゴンでは雨が降っていたが 2.5 ㎞離れたゴ

ルフ場は曇りのち晴れ，問題なくプレイできました．昨日と打って変わって 55 打の大叩き．

2/20，プレイ後アイスランド(*)で，今日到着する友人 3 人に備えてビール 1 カートン（24

缶）を 100 リンギ（約 2,700 円）で購入．昨年は 90 リンギ程度だったと記憶しており，

諸物価が少し値上がりしているように感じます．それでもこの店は他に比べて酒類が安い．

サバ州のすぐ近くに連邦が直轄するラブアン島があり，そこでは酒，煙草，チョコレート

などが無税で販売されています．アイスランドはそこから仕入れてくるらしい．ひと月以

上散髪していなかったので美容院でカットして貰いました．カット代 10 リンギ．

(*)http://koba.sakura.ne.jp/99_blank010.shtml の便利なお店を参照

Happy birthday, dear Kataoka!!

I don't know how old he becomes today, so I 

prepared one candle for him. Because it's 

certain he is under one hundred. Thank you 

very much Dr. Othman and Dr. Lungkiam for 

celebrating my friend on the birthday and 

cooking nice dinner for us.

2/23 の朝食は片岡シェフによる Mee Goreng．Mee とは麺，Goreng とは炒める，揚げる

の意味，焼

きそばです．

2/24 の 朝

食は鶏肉ソ

ーセージ，
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サラダ，スープ，トースト．緑色のパンはパンダンで着色されています．ケーキもパンダ

ンで着色されたものが多く販売されています．

写真は料理用バナナです．天ぷらにしたりサツマ

イモのように蒸かしたりして食べます．

Mt.Kinabalu Golf Club でプレイしました．グリ

ーンフィーが 100 リンギ（18 ホール，約 2,700

円），二人用バギー代が 65 リンギでした．現在

フロントナインだけが利用できます．景観が素晴

らしく手を伸ばせばキナバル山に届くようでし

た．フェアウェイ，グリーンともアンジュレーシ

ョンがかなりきつく難しいコースです．高度が高

いのでボールはよく飛びます．

2/24，ラナウから 2 時間かけて Keningau Golf & Country に行きプレイしました．グリ

ーンフィーが 63.6 リンギ（約 1700 円），二人用バギー代の一人分が 40 リンギ（約 1,080

円）．フラットな林間コースであり，距離がたっぷりあります．コースからキナバル山が

見えました．

On 25th Feb I played with Mr Patric, Mt Yahin 

and Mr Mahmud on Ranau Golf Course. 

They're all Kadazandusun and like playing 

golf. Mr Mahmud is a good player. Before 

tee-off all of us had smiley faces but after 

playing we had tired ones.
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On 25th Feb we had SAKE party with the people involved in Ranau Recreation Golf 

Club.     Sake Party → https://www.youtube.com/watch?v=OhRn7GLhufA

2/27，昨晩から朝にかけて土砂降りだったのでいつ

もと違って昼食後プレイをしました．久しぶりにキ

ナバル山が姿を見せてくれました．夕方また雨が降

り出しました．今年は雨期がなかなか明けないよう

です．昨年はこの時期渇水で大騒ぎしていたの

に・・・

2/28，今朝の朝食は片岡シェフによるミーフーン

ゴレン，食材は，鶏肉，もやし，青菜，卵，生姜，

にんにく．ミーフーンとは米粉で作った細麺です．

ゴレンとは「炒めるまたは揚げる」こと，Very 

Good！

スラゴンホームステイでは雨が降っていましたが2.5km離れたゴルフ場は降っていないと

いう情報を得たのでゴルフに出掛けました．日照りがなく風も爽やかでフェアウェイは湿

っていましたけど汗をかかずに気持ちよくプレイをしていました．ところが 7 番ホールを

カップインした頃土砂降りになってしまいました．3 日前にやって来られた吉村さんは 1
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週間しか滞在されないということです．雨期が長引きコースの整備が遅れています．例年

と違って快晴の下でよく整備されたコースを楽しんでいただく機会がなく気の毒です．

3/2，朝食は Chef Kataoka による冷製パスタ

(pasta served cold)，バナナの天ぷら(pisang 

goreng)とバランガン（バナナの王様と呼ばれる

品種）．冷製パスタを Slagon Homestay の Dr 

Othman と Dr Lungkiam にお裾分けした．Dr 

Lungkiam's feeling: I had it adding chili and I 

like it very much.

ラナウゴルフ場は雨期後の整備が遅れておりコースコンディションが良くないので，吉村

さん，西山さんと Mt. Kinabalu Golf Club へ出かけました．ここは州政府が運営するコー

スであり，顧客が少ないにも関わらずよく整備されたサバ州を代表する美しいコースです．

快晴の下でプレイを開始しました．昨晩の雨でフェアウェイが濡れており急坂でバギーが

制動を失いスリップし始めたので急ブレーキを踏んだらスピンし危うく横転するところで

した．7 番ホールを開始する頃から霧がかかり雨も降りだしましたが，どうにか 9 番ホール

を終え，後半は中止することにしました．スタート前に 18 ホール分を支払っていたので後

半分を返金するよう申し出ると気持ちよく半額を戻してくれました．帰路，Kinabalu Pine 

Resort でマレー料理を食べました．味がよく価格も妥当ゆえまた行こうと思っています．

3/3，ラナウゴルフ場の雨期後の整備がほゞ完了し，ボール探しに時間を掛ける必要がなく

なりました．このゴルフ場では色々な果物や野菜が育っています．ゴルフ場のスタフが大

きな木に登って Sayur Patai と呼ばれる豆を採っていました．
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On 3rd March Momoyo was celebrated her birthday by all of guests and staffs of 

Slagon Homestay and its owner, Dr Othman and Dr Lungkiam. I'd like to say a word 

of thanks to all with her.

Momoyo’s Birthday → https://youtu.be/iKhtKs8FyXQ

3/4，ラナウでの今冬の主要行事を終え殆どの日本人滞在者はスラゴンホームステイを後に

されました．草茫々だった 1 番ホールがやっと整備され見違えるようになりました．今日
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は桃代と二人で雨期後の整備がほゞ終了したラナウゴルフ場を回りました．ボルネオの日

差しが容赦なく照り付けますが高原ゆえ木陰に入ると汗が引き心地よさを感じます．「ラ

ナウのゴルフ場」（http://koba.sakura.ne.jp/99_blank008.shtml）をご参照下さい．

3/5，今日も晴天の下でプレイしました．2 番ホール

は 300m 弱の短いミドルホールです．2 打目が崖越

えのショットにな

るのでいつもは崖

の手前に刻んでス

リーオン，ワンパットを狙います．今日はドライバーが

飛んだのでツーオンを狙ったらダフッて谷に吸い込まれ

ました．止む無く崖の手前 80 ヤードのところから 4 打

目を打ったら何とチッ

プインパー．こんなこと

があるからゴルフは止

められません．

There is a big tree of 

"seyur petai" beside 

NO.5 hole. Two 

puppies make an hollow in the tree into their house.

バッタ(belalang)だそうです．ゴルフ場のシャワー室で見

つけました．こんな所で擬態しても意味がないのに・・・

3/10，今日の昼食は LAMAN BAYU CAFE（友人ショーン

がシェフを務める）で Tang hooh Goreng （米粉で作っ

た細麺の炒め物）を食べました．薄味で美味しい．チリを少し加えたら実にいい味でした．

6リンギ（約160円）ラナウについて（ http://koba.sakura.ne.jp/99_blank010.shtml ）

をご参照下さい．当地のレストランにはチリが必ず置いてあり店により風味が異なります．

朝食時のデザート用としてバナナ一房（16 本）を買いました．3 リンギ（約 80 円）



18

On 11th Mar a beautiful bird flew into the 

open deck in Slagon Homestay and lost 

the way, so I caught it and let it out.

今日はコンペが予定されていたけど参加者

が少ないせいか中止されました．コンペに備えてコースはよく整備されていました．コン

ペで仕事をするつもりでいたキャディーは当て

が外れたようなので頼むことにしました．キャデ

ィーフィーは 9 ホールで 15 リンギ（約 400 円）

です．地元のプレイヤーと一緒に回りました．

Some vegetable or fish shops are lining up along the golf course. There is a 

restaurant among them which is managing by Mahmud's family. You can be at 

home there because of being served by his wife, daughters and granddaughter. I 

had mee goreng, kuih seri muka and coｆfee for lunch and payed only Rm 6.5. 

Inexpensive and good taste!!

Kuih Seri Muka とはもち米，ココナッツミルク，砂糖，パンダンリーフから作るケーキで

す
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3/12，今回の滞在も余すところあと 3 日，3/15 に KL を経由して帰国します．1/23 に出

国しマラッカを経由して 1/26 にラナウ到着しスラゴンホームステイにチェックイン．

3/14 にチェックアウトを予定しておりスラゴンに 47 泊することになります．明日は後片

付けと帰国準備をするので本日が今回滞在の最

後のプレイになりました．ゴルフの回数は 38 回．

ラナウのゴルフ場のグリーンフィーはひと月分

が約 4,000 円なので回数が多くても費用は気に

なりません．スキルは向上しませんけど 2kg 減量

が成果です．今年は雨期が長引いていることと芝

刈り機の故障が重なり雨期後のコース整備が例年に比べてひと月以上遅れました．芳しく

ない状況でしかプレイできずに帰国された方には気の毒に思います．「ラナウのゴルフ場」

（http://koba.sakura.ne.jp/99_blank008.shtml）をご参照下さい．

We enjoyed 'steamboat' with Miyake's family 

in Kota Kinabalu on the final night in Borneo. 

The taste is good, the volume is enough and 

the price is resonable(RM37/person). The 

information about the restaurant is as follows; 

SRI MAJU STEAMBOAT (Serve No Pork)

016 844 9939 / 088 447161

Lot G34, Ground Floor, Kompleks Asia City Phase 2A, Jalan Asia City

昨日（3/15），22:30 羽田到着．桃代のスーツケースが破損していたので後日保険処理が

可能なよう対処し 23:30 羽田を出発，0:30 帰宅．午前中溜まっていた郵便物の処理をし，

午後 e-tax により確定申告をしました．12 万円強戻りそうなので，還付金で次回のボルネ

オ往復チケット 2 人分を購入することが期待でき眠気が和らぎました．

以上
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Itinerary

X'portation From To Place

23-Jan mon

TAXI Home 19:00 HND 20:30

Malacca

D7 523

HND 23:45

24-Jan tue

KUL 6:30

TAXI KLIA2 8:30 Holiday Inn 11:00

25-Jan wed

26-Jan thu

TAXI Holyday Inn 9:30 KLIA2 12:00

AK5112 KUL 14:30 BKI 17:05

Ranau

TAXI KKIA 17:30 Slagon 20:00

27-Jan fri

|

13-Mar mon

14-Mar tue TAXI Slagon 9:00
Jesselton 

Hotel
11:00 KK

15-Mar wed

AK5111 BKI 9:45 KUL 12:20

D7 522 KUL 14:40 HND 22:30

TAXI HND 23:15 Home 0:15


