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特定非営利活動法人 Tuvalu Overview
2011 年度活動報告書　「はじめに」

　2011 年は、初頭に発生した東北での大地震、その後、解決の目処も立たない東京電力福島第一
原子力発電所の甚災に対して、原発を止められるのであれば、化石燃料の使用増加もやむ無しとす
る風潮が広がり、長い期間をかけて形成してきた地球温暖化防止に向けた社会的コンセンサスが大
きく崩れ始めているように感じる 1 年でした。

　当団体としても設立以来原子力利用には反対の立場をとっており、国内の原子力発電所が全停止
することには異論は無いものの、その代替エネルギーは太陽電池パネルをはじめとする自然エネル
ギーであるべきであり、311 を契機にして自然エネルギーの普及がより進んでいくことを期待する
もので、このような点からも 311 以降の国内の状況はとても残念でなりません。また、東京電力福
島第一原子力発電所からは 1 年経過した現在でも、放射能物質に汚染された排気と排水が垂れ流し
の状況にあるという報告もあり、これ以上の海洋汚染を広げない為にも、一刻も早い防止策の実施
を望むものです。シミュレーションによれば同原子力発電所由来の放射能物質の海洋への拡散はす
でに赤道を越えて南下している可能性もあり、海洋資源を中心にした自給自足の生活をしているツ
バルの人々の将来への影響も懸念されます。

　このような状況の中で、今までと変わらずに活動を続ける努力をしていますが、当団体の活動の
片腕を担っている、広報活動、特に国内での講演会・写真展といった機会が劇的に減少してしまっ
ている状況は、活動継続に対して大きな障壁となっています。同様にエコツアーへの興味関心も薄
らいできているようで、年々参加者が減少する傾向にあります。

　反面、海外からの注目は高まりつつあります。特に「ツバルに生きる一万人の人類」事業に対す
る問い合わせは多く、フランスのノージカという水族館で開催された展覧会なども好評だったとの
ことで、国内での活動に重心を置きながらも海外へ活動の範囲を広げていく必要があることを示唆
しているようにも感じています。

　気候変動に関連する活動はともかく根気強く続けていくことが結果への近道であると思われます。
状況は常に揺れ動いていきますが、これからも活動の軸がぶれることがないように、事業推進に努
めて参ります。今後とも変わらぬご支援、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。
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2011 年度植林図（黒色のラインが今年度分）

　事業開始から 6 年目の 2011 年度の活動は、首都フナフチでの植林を継続しながら、昨年調査事業を行ったヌクフェタ
ウ島での植林活動に着手し、プロジェクトの一層の拡充と住民意識の形勢を推進しました。また、離島調査の継続として、
バイツプ島でのマングローブの調査も行い、今後の事業展開への貴重な情報を収集しました。

※マングローブ植林事業は「コスモ石油エコカード基金」の支援で行われています。同社エコカード会員の皆さまには、
この場を借りて、感謝の気持ちをお伝えしたく思います。
コスモ石油エコカード基金の詳細は　http://www.cosmo-oil.co.jp/kankyo/eco/　をご参照ください。
また、基金へのご協力はワンクリック募金などを通しても支援が可能です。下記からのご協力もよろしくお願いします。
http://www.cosmo-oil.co.jp/kankyo/charity/

植林日及び本数
11E　05 月 21 日　362 本　地図範囲外への植林
11F　06 月 04 日　490 本
11G　07 月 30 日　616 本　UNDP
11H　08 月 06 日　577 本
11I　10 月 08 日　536 本　
11J　11 月 26 日　330 本
11K　12 月 24 日　225 本　台湾大使植林
11L　01 月 23 日　235 本　エコツアー

　　　　　 合計　3,371 本

2011 年度活動報告書
マングローブ植林事業
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2011 年 5 月　フナファーラサイト域外への植林

2011 年 6 月　エコツアー

　継続して植林を続けてきたフナファーラエリアの植林サイトが手狭になってきたことと、住民からの要請を受けて、現在の植林
サイトから南に 200m ほど離れたモツロア島の海岸線に試植を行いました。砂の堆積傾向は現在の植林サイトと同じ状況ですが、
無人島の周辺なので、住民の生活（船の往来等）への影響が少ないため試植が成功すれば、今後この付近での植林も推進できる可
能性が見込めます。

　昨年度から旅行会社が開催する商業ツアーの受入も始めています。マングローブの植林事業への参加は滞在中の貴重なプログラ
ムの一つとなっており、短い滞在期間中にもかかわらず、ツアー参加者達はツバルを守る活動へ積極的に参加してくれています。

2011 年度活動報告書
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2011 年 7 月　UNDP

　別事業でフナフチを訪れていた UNDP（国連開発計画）のスタッフがマングローブ植林に参加しました。ツバルでマングローブ
の植林が行われていることは事前に把握していたようですが、実際に参加した後に、彼らはこの事業の意義を再確認し高い評価と
共に報告することが出来ると話してくれました。

2011 年 8 月　台湾大使館スタッフ植林

　台湾大使館所属の青年ボランティアを中心に植林を行いました。写真に写っている女性はこの植林後に台湾に帰国するよてい
だったので、ツバル滞在の記念となる植林になったようです。フナファーラサイトでは、4 月から続く干ばつの影響で、植林後数
年経過しているマングローブの株にも影響が出てきているのが写真からも分かります。この問題に関しては別ページで報告します。

2011 年度活動報告書
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昨年、調査を行ったヌクフェタウ環礁での植林を 9 月 16 日、現地の小学校の生徒と共に 1200 本の植林を行いました。

ヌクフェタウ環礁での植林事業

小学生も先生もマングローブの植林は初めての体験、事前説明では、マングローブの生態や、植林の目的などの情報提供も行い、

植林への理解を深めた上で、実際の植林を行いました。生徒達は自分たちの手で島を守ることができるという目標を喜んで受け入

れて、暑い日中にもかかわらず、一生懸命に植林しました。植林場所は昨年の調査で宮城先生から指示があった場所を選択してい

ます。今後、発育状況の観察も学校の授業の一環として取り入れ、メンテナンスに関しても当団体の指導の下に、小学生が担当し

ていくスタイルを確立できるように計画しています。

苗木を運ぶ子どもたち。苗木はフナフチ環礁から運搬しました。　上図、植林場所を示す、ヌクフェタウ全体地図を別添

周囲にヒルギ類が自生している植林サイト。将来、大きな森が形成されるのが楽しみです。

植林場所

2011 年度活動報告書
マングローブ植林事業
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2011 年 9 月　干ばつ対策
　2011年4月から10月までツバル国全域で大きな干ばつ被害がありました。一時は非常事態宣言が出されるほど深刻な事態になっ
ていましたが、年末にかけて雨が降り被害は終息したかのように見えましたが、本格的な雨期を迎える 1 月になってから雨量がま
た減り始めていて、今後、乾期での被害が心配されています。

干ばつの影響で枯れてしまったブレッドフルーツの木、半年実をつけることがなく、離島での自給自足の暮らしに大きな被害をもたらした。

海水淡水化装置の水は配給制、1 日に家族バケツ 2 杯という厳しい制限。 NZ 空軍が緊急支援した造水機、給水車が足りず稼働率が上がらなかった。

　このような未曾有の干ばつ被害を、マングローブの植林事業も避けることができず、砂浜の地下を伝って供給されていた真水（雨
水）が充分に行き渡ることが無く、岸から離れて植林された苗が大きなダメージを受けました。ISME の馬場先生の指導で、枯れ
てしまった苗が次の苗の栄養源として活用されるように、今まで植えていた区画の上に重ねて植林をしていく方法を採用し、植林
作業を続行していくことになりました。

2011 年度活動報告書
マングローブ植林事業
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2012 年 1 月　エコツアー
　昨年の震災以降、気候変動への関心が薄れ
続けている中で、5 名の参加者を迎えてエコ
ツアーを開催しました。
　通常であれば雨期のこの季節は雨が多くマ
ングローブの植林ができない場合が多いので
すが、今年は雨期になっても雨があまり降ら
ず、ツアー期間中も晴天に恵まれて植林を進
める事ができました。
　植林方法は ISME の馬場先生の指導にそっ
て、干ばつの被害を受けた区画に 3 本植えで
行いました。

　枯れてしまった苗の根はかなり深く広範囲
に成長していて、このまま砂浜の中で堆肥化
していくことが予想されます。
　この栄養分を足がかりに次に植林した苗が
今まで以上に成長してくれることを期待しな
がら植林を進めています。

　枯れた苗が目にあたりそうになるのを避け
ながら、注意深く植林を行いました。

　下の全体像を見ると被害の大きさが実感で
きますが、　すでに、一部干ばつの被害から
復活している区画もあり、今までの植林が無
駄にならないように、植林を続けていくこと
が大切であると思われます。

2011 年度活動報告書
マングローブ植林事業
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2012 年 2 月　バイツプ島でのワークショップ並びに調査
　一昨年のヌクフェタウ環礁での調査、並びに
今年度での植林活動に続いて、離島での活動の
可能性を把握するために首都のフナフチから船
で 8 時間ほどの離島「バイツプ島」で調査を行
いました。

　この島には国内で唯一の公立のセカンダリー
スクールがあり、港湾工事や学校のメンテナン
ス事業などの日本の支援も入っていますが、気
候変動をテーマとした支援はまだ受けておら
ず、このテーマにおける最新情報を提供して欲
しいという強い申し出に沿って、セミナー形式
のワークショップを 2 回開催し、島内調査の結
果、海面上昇に対する有効な適応策を制作し提
案しました。

　この提案は、後日、島内の長老が集まる会議
で採決され、実行に移される見込みとなってい
ます。まずツバル政府へ予算申請を行い、不足
分を海外のドナーからの支援金を得て実行して
いく予定です。

　2 回開催したセミナーでは、当団体が進めて
いるマングローブプロジェクト、廃棄物管理教
育プロジェクト、ゴーミーの紹介をはじめ、こ
れらの事業の必要性への認識を深める為に、気
候変動や海面上昇の仕組み、現在起きている被
害、今後の予想、また、海面上昇を津波と勘違
いしていたり、聖書にあるノアの方舟の洪水と
重ねて理解している人も多かったので、誤解を
払拭する説明を行いました。

　島内の聞き取り調査の過程で、独自にマング
ローブの植林を進めているという男性を見つけ
ることができ、植林サイトを取材しました。植
林を行っているロンドニ氏の話では、フナフチ
での植林事業をラジオで聞いて、独自にはじ
めたとのことで、事業の成果が離島に確実に波
及している重要な事例として報告させて頂きま
す。島内には比較的大きなマングローブ林があ
り、また、植林サイトでは砂の堆積傾向が強く、
今後、マングローブの植林に際して有効性のあ
るサイトであることも確認できました。
※ バイツプ環礁全体図を別添

バイツプ環礁、ワーフの後ろに教会が見える

マニアパ（集会場）でのセミナー、島の酋長はじめ主要ポストにつく長老達も参加した。

セカンダリースクールでのセミナー、500 名の生徒が参加

バイツプ環礁、エリセフォウ近辺の砂州で成長するマングローブの苗。

2011 年度活動報告書
マングローブ植林事業
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教育ツール「ゴーミー」現地語版の配布

2011 年度活動報告書　
廃棄物処理啓蒙事業

　昨年度に制作したゴーミーの現地語版を制作し、2 月末現在でバイツプ環礁、ヌイ島、ヌクフェタウ環礁の小学校と幼稚園への
配布が完了しました。3 月 1 ヶ月をかけて他離島への配布も完了する見込みです。前回の英語版のレビューを踏まえて、ルーレッ
トの内容もより現実に即したものへとブラッシュアップし、要所要所をツバル語と英語を併記することで、子どもたちがゴミのマ
ネージメントを自然と学びながら英語にも親しめる良い教材になったと、各学校の先生からも高い評価をいただいています。

2 月、バイツプ環礁の幼稚園に配布した際の様子。左は幼稚園のメス校長先生、右は使用方法を説明する当団体職員の平部氏。校
長先生はこの教材の配布を高く評価してくださいました。子どもたちもおなじみのゲーム盤に新しく取り付けられたルーレットに
興味津々で、ルーレットの文字を声を出して読み合うなど、先生も含めた教育がすでに始まっています。実際の行動に繋がるかど
うか時間をおいて観察しながら、さらなる改良と配布に取り組んでいきます。
※ 廃棄物啓蒙事業はコスモ石油エコカード基金の支援を受けて実施されています。

ヌクフェタウ環礁、TUTASI 小学校への配布状況
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教育ツール「ゴーミー」の紹介を含めたバイツプ環礁でのワークショップ

2011 年度活動報告書　
廃棄物処理啓蒙事業

　マニアパ（集会場）におけるセミナーで時間をかけてゴーミーを紹介し、廃棄物のマネージメントを行うことの大切さを説明し
ました。このセミナーには小学校の高学年から長老達までが参加していたので、廃棄物が環境に与える影響や、今後起こるかも知
れない海面上昇が、管理されていない廃棄物に与える影響など、島民の理解と意識を深めることに繋がったと高い評価をいただき
ました。

　同様のセミナーをセカンダリースクールでも行いました。マングローブ植林事業を含めた総括的なセミナーの中で、廃棄物処理
に関しても時間をかけて説明を試みました。セカンダリースクールでは廃棄物の処理を比較的厳しく指導しているので、500 名の
生徒の中には頷きながら話を聞いている子供もいました。このセミナーもシアウテレ校長先生以下評判が高く、他の離島の小学校
での実施の提案もいただいています。

今回も、ゴーミーの組み立てはには、エコツアー参加者に参加して貰いました。マングローブ植林同様、沢山の人達が係わること
でプロジェクトが着々と進行しています。
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2011 年度活動報告書　
エコツアー

2012 年１月　エコツアー
　地球温暖化への興味が薄れている中で、旅行代金も高く期間も長いツバルへのエコツアーは、年々参加者が減少していますが、
今年度は 6 月と 1 月に 1 回ずつ開催しました。6 月のツアーは「ナショナルジオグラフィックツアー」という名前のツアーで、旅
行会社とタイアップして開催しました。ナショナルジオグラフィック誌が認定しているスタディーツアーで環境に対する学習の場
として高く評価されて開催されたツアーです。
　1 月は当団体が企画運営する通常のツアーです。雨期でしたが運良く晴れ間ものぞき、予定していたプログラムをすべて楽しん
で期間終了となりました。ただ、ツバルからフィジーへ戻る飛行機が 1 週間ほど遅延してしまって、社会人で参加された方々には
厳しい旅行となってしまったかもしれません。今回の遅延はフィジーでの集中豪雨の為、飛行場が使用できなかったことが原因だっ
たようで、あきらめるしかないのですが、もう少し安定して飛行機が飛ぶようになるとツアーも安心して開催できるのですが・・・
問題もありますが、参加してくださった皆さんは喜んでくださっているので、今後も引き続き実施していこうと考えています。

　相変わらず笑顔の絶えないツアーです。ツバルに来るとなぜ
か笑顔が増えるのは不思議ですね。

　大潮の時期でしたが、今年は高い潮位を観測することはなく、
ホッとしました。
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2011 年度活動報告書　
ツバルに生きる一万人の人類

プロジェクト概要
　ツバルに生きる全国民、1 万人のツバル人の生の声と素敵な笑

顔を撮影し、その情報を世界に発信していくために、2007 年に

開始した「ツバルに生きる一万人の人類」事業は、ツバルの離島

である、ヌクラエラエ環礁（2007 年）、ニウタオ島（2009 年）、

ヌクフェタウ環礁（2010 年）の 3 島への取材遠征を終え、今年

2012 年は首都のフナフチ環礁から北に 100km ほど離れたバイツ

プ環礁へ遠征隊を派遣しプロジェクトを継続しました。

　国内でも最大面積を誇る同島の面積は 5.8 k ㎡、国内に唯一設

立されている公立のモトフォウアセカンダリスクールの生徒数（約

480 名）を算入した島の人口は約 1500 人とされており、このプ

ロジェクトを進める上ではフナフチ環礁に次いで難易度の高い島

と予想していた島でした。

　遠征チームは 1 月 24 日に貨客船マヌフォラウにて同島に到着

し、3 月 9 日の 1 ヶ月半の期間に 803 名の島民の取材を行いまし

た。前出の 3 島では島民全員への取材を目標に事業を進めてきま

したが、この島での人口数を考えると全員取材は物理的に不可能

と思われたので、取材結果を充実させることを優先し、村落住民

とセカンダリースクールから選抜された 47 名を対象としてイン

タビューと撮影を行いました。

　インタビュー内容は過去の 3 島の反省も踏まえて、下記の 5 点

を行いました。

　１，幸福度調査　今、幸せですか？　その理由は？

　２，何をしているときが一番楽しいですか？

　３，将来の夢は？

　４，100 年後の未来の世代に残したい物はありますか？

　５，気候変動や海面上昇に対する意見

１，４、は今回の調査から追加された質問となり、5、の気候変動

に対する意識調査は統計を出すに至るほど緻密な調査を行うこと

ができなかったものの、概略で数字を出すとおおよそ 72.7% の島

民が気候変動に対する経験や意識や意見を持っていることが分か

りました。また、１、の幸福度調査では、乳幼児を除く 607 名か

らの回答を集計した結果 98.7％から幸せであるという回答を得る

ことができました。消費経済に過剰に依存していない離島だから

遠征チーム　左から遠藤、平部、タレシ、北添

バイツプ環礁（Google earth より）

こそ、このような幸福な暮らしが続けられているだということを改めて認識することができ、大きな成果を得られたと考

えています。

　その反面、気候変動やそれに伴う海面上昇は、島民を心理的に圧迫しており、正確な情報提供や適応策などの提案が急

務と思われたので、2 回の気候変動セミナーと海面上昇に対する適応策の立案と提案も併せて行いました。インタビュー

と撮影結果はプロジェクトの WebSite（http://10000.tv）や GoogleEarth のインターフェース等で順次公開していきます。

グーグルで検索すると、ツバルは小さい国だと書かれています。でも私に

とってツバルはとても大きな国です。なぜなら、ここに生きる人々の心が

大きいからです。私はこの美しい国を離れたくはありません。私達は自然

を大事にしなければなりません。そうすれば自然もそれに応えてくれます。

Angela   17   学生
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気候変動の被害状況
　今回の滞在中には 2 回の大潮があり、その状況の観察や

島民への聞き取り調査などから、海面上昇が原因と思われ

る被害として、ラグーン側では満潮時の海水の浸水、外洋

側では海岸浸食、また、気候変動の影響として、降水量の

変化、特に昨年発生した大規模な干ばつ被害に関する情報

などを収集しました。

海岸浸食
　海岸浸食は主に島の西側の外洋側で顕在化しており、と

ころどころで椰子の木の倒壊などが見受けられる他、被害

の大きなところでは、浸食により高さ２ｍほどの地層が露

出している部分もありました。この浸食は同じく島の西側

に建設された港の工事後から始まったとする意見もあり、

海水の浸水
　特に大潮の時期の満潮時（King Tide）にラグーンを取

り囲む道路の浸水などの被害報告が目立ちましたが、主食

としているプラカ芋畑への塩害の報告や井戸水への影響

の報告もありました。IPCC の第三次報告書にあるように、

その関連性も検討する余地がありますが、海面上昇の被害

の一部であると捉えるのが妥当ではないかと思います。

1900 年からの 100 年で平均海面が 17cm 上昇したという

数字の裏付けとなる情報として捉えることもできると思い

ます。

浸食被害、椰子の木の倒壊 浸食被害、高さ 2m もある露出した地層

浸水被害、昔の小学校前の様子、以前建設された護岸を超えて浸水が進んでいる 浸水被害、低い部分では道路の上にまで海水が流入してきている
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気候変動の被害状況

干ばつ
　ツバル周辺ではラニーニャ現象が発生すると干ばつに見

舞われる関連性が過去から指摘されています。特に、昨年

4 月から始まったとされる干ばつは半年以上続き、秋には

国家緊急事態を宣言するなど、大規模な被害に繋がりまし

た。バイツプ環礁でもその影響は甚大で、雨期を迎えた 2

月においても、枯れたブレッドフルーツの木や、葉を全部

落としてしまった椰子の木などが見受けられ、島民からは、

唯一の水資源である、雨水タンクの水が干上がってしまっ

間違った理解
　首都フナフチにおいても、環境教育の不足を感じること

は多々ありますが、バイツプ環礁のような離島部において

は、特に中年層から高齢者にいたる世代において、気候変

動のプロセスや原因という基礎的な知識がないために、海

面上昇を津波のイメージと重ねて理解していたり、島の大

半の人口が崇拝するキリスト教の影響により、海面上昇は

起こらないという回答を寄せる例も目立ちました。その結

果、将来に対する行動を阻害しているようにも見受けられ

たので、正しい情報を提供できる場として、気候変動全般

の基礎知識を紹介するセミナー形式のワークショップを、

アイランドカウンシル、及び、EKT( ツバル国で大勢を占め

るキリスト教会 ) との協働で 2 回開催しました。

たり、ココナッツの中身が干からびてしまって、ココナツ

からの水分補給もできなかったという声や、ブレッドフルー

ツが収穫できずに食料にも困窮した、という話などが寄せ

られました。

　離島に住む大半のツバル人は自給自足に軸足をおいて生

活しているため、今後、このような干ばつが続くことがあ

ると、離島での生活がなり立たなくなる可能性があります。

島の集会場で開催されたセミナー、200 人を超える人が集まった モトフォウア・セカンダリースクールでのセミナー、500 名の生徒が参加

昔使われていた井戸、現在は塩害や生活排水の混入で飲用には向かない 干ばつで枯れてしまったブレッドフルーツの木
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気候変動に対する適応策の提案
　2 回開催したワークショップでは、気候変動のメカニズム、

海面上昇の原因、などの基礎情報から、将来予測、すでに、

世界で起きている被害などを紹介しました。特に、大きな

土木工事などを海外の支援に頼りがちな島民に対して、今

すぐに、自分達の手でできることをはじめなければ手遅れ

になる可能性があることを強調して説明し、前もって策定

した気候変動へのこの島独自の適応策を紹介し、支援が来

ることを待っているだけではなく、あきらめずに何かをは

じめることが重要だということを強調しました。

　下記に適応策概略を紹介します。

終わりに
　セミナー時に提案した適応策は、後日アイランドカウン

シルにて採択され、島の事業として推進していくための予

算書作成などが急ピッチで進められ、ツバル国に書類を提

出する準備が始まっています。

　このように、外部の人間のアドバイスを快く受け入れる

ことは希であり、それを、さっそく行動に移していこうと

する島民の姿勢からも、この島における気候変動の被害の

深刻さを感じることができると思います。

　今後、当団体としても、この適応策実施に関しての資金

調達やプロジェクト管理などの支援協力を進めていくと同

時に、今回「ツバルに生きる一万人の人類」事業で得た貴

重な結果を、早急に公開し有益なパルブリックアウェアネ

スの形成に引き続き役立てていきます。

　この事業は、皆さまからの貴重なご支援、特に「家電エ

コポイント」制度を通しての支援金も活用して進めてさせ

て頂いております。みなさまの心あるご支援、ありがとう

ございます。今後とも皆さまからの支援を無駄にせず、活

動を続けて参ります。よろしくお願いいたします。

実施のための資金提供を呼びかける為に集まった長老会議のメンバー

Tuvalu Overview　13/02/2012
Adaptation PLAN for VAITUPU Atoll: Raising the Main Road

［Plot Plan］

Planting FETAU

CAUSEWAY

適応策全体図。黄色破線がコーズウエイ建設部分、全長 2.5km

SECTION A

▼ PRESENT LEVEL =PL

▼ PL+50cm

ROAD
Garden Garden

Tuvalu Overview　13/02/2012
Adaptation PLAN for VAITUPU Atoll: Raising the Main Road

［Section Detail: Section A］

▼ FL=PL+50cm

FETAU

▼
Sea level of KT

HOUSE

Fill in if desired by the landowner

To prevent soil erosion

Landfill using sand from the lagoon

Pile up rocks and use cement to solidify

Make soil by using 
compost and plant 
flowers or vegetables 

適応策断面説明図、島民の手で工事が進められる簡単な仕組みを提案している。

Tuvalu Overview　13/02/2012
Adaptation PLAN for VAITUPU Atoll: Raising the Main Road

［Detail Plan］
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適応策平面図、段階的に工事を進められる計画となっている。
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　冒頭でも触れたように、気候変動や地球温暖化への注目が希薄な状態が続いており、講演会や写真展の依頼も極端に減
少してきています。その為、今期は講演会 4 回、写真展の開催 2 回に留まりました。それぞれの講演会や写真展は内容の
濃いものとなっていますが、広報の場を模索する作業は来期でも大きな課題になると思われます。

栃木県、足利高校での講演会 海外青年協力隊主催「アースプラザ」で写真展と講演会

宮崎のオーガニックカフェ「天空カフェ　ジール」での講演会
九州での活動も裾野を広げて行く努力をしています。

フランスのブローニュにある水族館を併設するノージカという
海洋研究所、ツバルに生きる一万人の人類を中心にした展示

国内の広報事業とは別に、ツバル国にてセミナー形式のワーク
ショップを開催しました。セカンダリースクールの生徒 500 名

を対象にした会と、島民全体を対象にした 2 回を行いました。
正確な情報がなかなか入手できない離島には必要な事業です。
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　2010 年度より新しく開始した「山のツバル」事業は、研修施設の準備工事と研修受入の試験運用を続けています。代
表理事の遠藤が妻と共に住み込みで、お金をかけず手作りで準備作業をしている為に時間がかかっていますが、準備作業
を通して着々と田舎暮らしの知恵や農業の技を蓄えています。来期中には運営細目を決定し、本格的な研修生の受入開始
を目指して調整を続けていきます。

稲作は初めての経験でしたが、上手く実ってくれました。 お米を自分で育てることができる喜び、沢山の人たちと共有し
たいと思います。

田舎暮らしのメインの燃料は薪、薪割りも随分慣れました。薪
は自然エネルギーでしかも再生可能なので、低炭素エネルギー
の代表選手でもあります。

釜戸、薪風呂、薪ストーブ、そして囲炉裏、火の使い方も慣れ
てきました。家の中で火を見ているとなにか癒されます。いず
れは囲炉裏で炭ではなく薪を使って料理できるようになりたい
ものです。

梅仕事や漬け物、山菜の処理、野菜の保存方法など、身につけ
なければならない知恵や技は多岐にわたります。早く身につけ
て研修の役に立てればと頑張っています。

屋根も床下もすべて代表理事の遠藤がメンテナンスしています。
常にあれこれ忙しく働いている割には、手仕事での出来高はな
かなか進まないので、まさにスローライフです。
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2011 年度活動報告書
事業総括と展望

　昨年度までは順調に進んでいたマングローブ植林
事業は、今期になって未曾有の干ばつ被害に直面し、
一時期は継続不可能かと思われましたが、自然の力
は強く、マングローブの苗は少しずつですが力を取
り戻し成長をはじめています。
　2012 年の乾期に再度干ばつに見舞われる恐れも
ありますが、ツバル国内の意識が高まってきている
現状を鑑みると、着々と積み上げていくことが大切
であると実感しています。
　引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。

フナファーラサイト 2012 年 1 月の様子

ゴーミーを手に喜ぶ子どもたち（バイツプ環礁、幼稚園）

廃棄物管理啓蒙事業
　ゴーミー現地語版の配布は各所で高い評価を得て
ほぼ事業が完了していますが、もう少し台数が欲し
いという要望が相変わらず強いので、次年度も継続
して配布することを検討しています。また、目標に
していたアルミ缶などの買い取り制度の確立と、買
い取り後の資材のリサイクル化に関しては、ツバル
フィジー間の輸送の問題、フィジーでの信頼できる
業者確保という難題に直面しており、未だ目処が立
たない状況です。
　このような状況ですが、こちらの事業に関しても
引き続きご支援頂けますようお願いいたします。

200 人近い島民が集まったセミナー

バイツプ環礁におけるセミナー
　当セミナーはもともとはマングローブ植林事業へ
の理解と意識を高めるために計画していましたが、
一昨年のヌクフェタウ調査時に行ったワークショッ
プの評価が高く、他の離島からもリクエストがあっ
たために、進行中のプロジェクトの説明を兼ねて、
気候変動全般の情報提供を行う形で、1 時間ほどの
セミナーをバイツプ環礁で 2 回開催しました。
　その際、将来起こるであろう気候変動の情報を提
供することで、島民がただただ恐れてしまうような
事態になっては逆効果なので、事前にバイツプ環礁
の調査を行い、島民の努力を主体にして達成できる
適応策（別添）を制作し、セミナーの最後に紹介し
ました。その後、島のリーダー達が集まってバイツ
プ島の開発計画を検討する会議の中で、当団体が提
案した適応策が採択され、実行に移されることにな
りました。
　しかし、少量のセメントを購入する資金もままな
らない自給自足の暮らしには、やはり、最低限の支
援を海外から行う必要があります。こちらも広く支
援者を募っております。ご検討の上、ご協力頂けま
すとたいへん助かります。 バイツプ島のカウアリキ（リーダー達）との記念撮影、中央は酋長のサミア氏
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別添１　ヌクフェタウ環礁全体図

植林場所
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別添２　バイツプ環礁全体図

ロンドニ氏
植林場所

マングローブ林


