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特定非営利活動法人 Tuvalu Overview
2013 年度活動報告書　「はじめに」

　僕がツバルを初めて訪れたのは 1998 年、16 年前の事になります。この間、ツバルも日本も大きく変わ
りました。日本では 311 以降のエネルギーや政治問題に対する関心の高まりとともに、環境問題への意識
が低下し続けています。ツバルでの変化は、気候変動に依る干ばつや、海面上昇に依る被害が増大してき
たこともありますが、首都フナフチ環礁フォンガファレ島への人口集中とそれに伴う都市問題の発生も大
きな変化でした。

　2000 年以降、燐鉱石の採掘の仕事のためにナウル共和国に出稼ぎに出ていた労働者達が、燐鉱石の枯渇
とともに職を失い、自国への帰国を始めました。ナウルから戻った約 2 千人のツバル人は首都以外の離島
出身者が多く、首都のフォンガファレ島には土地を持っていません。ボートなども持ち合わせがありませ
んから、自給自足ができない人が激増したのです。

　人の移動はツバル人だけに限らず、ナウルで商売をしていた中国人も移り住んできました。人口増加と
中国人の商売人の流入の結果、フォンガファレ島は安い中国製品が氾濫する事態となりました。お金がな
くても幸せに暮らせたフォンガファレでの暮らしが、人口集中と消費社会の流入によって変わっていく過
程を、ずっと見守ってきました。

　日本においては、フォンガファレ島で起きた変化に逆行する生活に挑戦しています。2010 年から鹿児島
県曽於市で開始した体験施設事業「山のツバル」での暮らしでは、ツバルの自給自足の生活に習って、お
金に依存しない暮らし方を追求しています。自然農での米作、主なエネルギー源でもある薪を作る仕事、
廃材の活用、大工仕事、庭作り、道具の手入れに至るまで、都会暮らしではお金を介して人に頼んでしま
うことを、極力自力で行う挑戦をしています。ここから見えてくることは、お金に依存することは、ただ
選択をすればよく、選択に失敗すればクレームするだけでいいという無責任な姿勢でいられるということ
です。このことは、現実感の喪失をもたらし、政治や社会問題への無関心という姿勢をより増幅させてい
ます。この背後には化石燃料の大量消費があり、その結果が気候変動につながっています。しかし、気候
変動に関心を寄せる人の数はどんどん減っていっているように感じます。

　世界は広く、それぞれの要素が独立しているようにも見えますが、有機的に関連していて、一つの行いが、
全く予期しない場所での次の事件の引き金になっている。そんな、関連性を見ていると、一人一人が、な
にか一つの行動をすることで、世界を大きく変えることもできるのではないか？とも考えられます。その、
たった一つの行動とは？当団体や私の個人的な活動や選択に、その「たった一つ」が含まれていることを
願いつつ、今後も活動を続けていこうと思っています。今後とも変わらぬご支援のほど、よろしくお願い
致します。

　最後に、ご報告です。4 年にわたって現地駐在員の厳しい仕事を務めてくださった北添春菜さんが、
2014 年 3 月末日、任期を終了し帰国しました。長きに渡り現地事業を精力的に推進してくださったこと、
心より感謝いたします。この経験が今後の人生において大きな糧になることを願っています。

2014 年 6 月 20 日
特定非営利活動法人 Tuvalu Overview

代表理事　遠藤　秀一
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プロジェクト開始から 8年目を迎える今期も、首都のフナフチ環礁フナファーラエリアでの植林を、離島ではヌクフェタウ環礁で

の植林事業を行っています。フナファーラエリアでは 3000 本の植樹が完了。一方、ヌクフェタウ環礁での事業は、老朽化した国

内連絡船の、さらなる不定期な運行状況の影響で、大きな推進を見ることができませんでした。

植樹本数詳細

13A	 4 月 27 日　440 本（フナフチユース）

13B	 5 月 18 日　405 本（台湾ボランティア）

13C	 6 月 22 日　320 本

※	 6 月 27 日　事務所前し試植林 3回め

13D	 7 月 06 日　350 本

13E	 8 月 28 日　420 本（東大研究プロジェクト）

13F	 9 月 18 日　40本（石原大臣記念植林）

13G	 9 月 20 日　250 本（エコツアー）

13H	 11 月 02 日　245 本（TV取材）

13I	 12 月 28 日　130 本（台湾ボランティア）

13J	 1 月 24 日　400 本（パシフィックビーナス）

合計 3000 本

フナファーラ植林状況

2013 年度活動報告書

マングローブ植林事業
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フナフチ環礁、フナファーラでの植林

2013/04/27　

2007 年の植林開始の式典にも駆けつけてくれたタ

バウ・テイイ議員が先導して、NAPA（Tuvalu’ s	

National	Adaptation	Programme	of	Action）の職員と

ユースグループからも数人の参加がありました。タバ

ウ議員は干ばつなどの被害の後でも、しっかりと根を

張っているマングローブに驚いた様子で、事業の継続

をとても喜んでくださいました。又、NAPA の職員も

海面上昇への適応策としての植林を高く評価していま

した。

2013/08/28

フォンガファレ島で行われている JICA による有孔虫

養殖実験を中心としたフォーラムサンドプロジェクト

チームが植林に参加しました。東大の茅根教授を筆頭

に 10名の院生達が植林しました。

2014/01/29

2011 年の干ばつ被害から完全に復活した様子が観察

できています。

2013 年度活動報告書

マングローブ植林事業
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フナフチ環礁、フナファーラでの植林
2013/09/20

エコツアーチームによる植林。毎年 9月と 1月に開催

しているエコツアーではマングローブ植林も人気のあ

るプログラムの一つです。

天気にも恵まれて 250 本の植林を行いました。

2014/01/29

日本からの客船「ぱしふぃっくびーなす」が寄港し、

乗船客 25 名の方々がマングローブ植林に参加してく

ださいました。

太平洋を一周する日本のクルーズ船としては初めての

ツバル寄港、ツバルに行くことをメインに乗船されて

いた方もいらっしゃって、賑やかな植林となりました。

また、クルーズ船の寄港地では、このようなプロジェ

クトに参加できる機会がなく、気軽に社会貢献に参加

できる当事業を評価してくださる声も多く聞かれまし

た。

2013 年度活動報告書

マングローブ植林事業
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NGO Tuvalu Overview
http://tuvalu-overview.tv/

TOKI TONGO
 Mangrove protect and create new 

land. This plantation can also be 

the comfortable place for fish and 

crabs to live.

 NGO Tuvalu Overview started 

Mangrove planting project in 

Tuvalu from 2006 with the support 

from “Cosmo Oil Eco Card Fund”.

 It’s easy to plant Mangrove. You 

just have to find the seeds, dig the 

hole on the sandy beach and plant 

them there.

 Mangrove planting project protect 

Tuvalu and its food security.

[CAUTION]

○ Mangrove seeds should be planted on the sandy beach 　　　　
     which has 30cm or more.
○ New planted Mangrove seeds need to be looked after 
     properly, make sure no seaweed and rubbish on it.
○ Stamping, breaking or pulling out Mangrove seeds is 
     prohibited.
○ Pig might eat Mangrove seeds, so please keep them away 
     from the plantation.

90
cm

Let’s plant Mangrove!!!

NGO Tuvalu Overview
http://tuvalu-overview.tv/

TOKI TONGO
 TOGO E TAOFI NE LATOU A ONE 
KAE FAITE FOKI NE LATOU A KOGAA 
LAUKELE FOU. TE KOGA FOKI TENEI 
E MAFAI O FAI PELA MESE KOGA E 
OLA LEI A IKA MO TUPA.
 NGO TUVALU OVERVIEW NE 
KAMATA NE IA TE POLOTIEKI TENEI 
ITE TAUSAGA 2006 FAKATASI MOTE 
FESOASOANI O “COSMO OIL ECO 
CARD FUND”.
 TOKIGA OTE TOGO E MAMAA FUA. 
TAU MEA E TAU O FAI, E KELI NE 
KOE SE POKO ITE MATAFAGA, KO 
TOKI EI NE KOE KI LOTO.
 TOKI TOGO E PUIPUI NEIA TUVALU 
MO TE MAUMEA O MEAKAI.

[FAKAPULAGA]

○ FUAGA O TOGO E TAU O TOKI I LUGA I TE ONE ETUSA 
     MOSE 30CM POKOO.
○ E TAU KE TAPALE KEATEA A LIMU MO KAIGA KOLA E PIKI 
     ILUGA I FUAGA O TOGO.
○ SE TAU MO KOE O KAKE, UNU IO ME FUTI NE KOE A 
     KAULA TOGO.
○ TAUSI FAKALEI A LUA PUAKA MAI TOGO, MOTE OLA LEI O 
    TOGO.

90
cm

TU FAKATASI TATOU O TOKI TOGO!!!

　当事業は、一昨年辺りから、ツバル国内でも認知度が高まり、

フナフチを訪れる政府関係者や観光客などから、マングローブ植

林に関して質問を受けることが多くなってきていること、また、

フナフチ島以外から植林を視察に来たツバル人に対しても、正し

い情報を簡単に伝える必要が出てきたので、ガイダンスボードを

制作しました。

　現地の看板屋に依頼したため、出来は今ひとつですが、内容は

十分伝わる看板となっています。３月中にフナファーラ植林サイ

トには英語版とツバル語版、ヌクフェタウサイトにはツバル語版

を設置して普及推進を計ります。

■内容

［注意］（左側のセクション）

・砂の深さが 30cm以上ある場所に植える。

・茎についた海草やゴミは丁寧に取り除く。

・登ったり、折ったり、引き抜いたりしない。

・ブタが食べるので、近くでブタを放し飼いにしない。

［説明］（右側のセクション）

マングローブは砂を固定し新しい土地を作ります。又、魚やカニ

などの食料が集まる場所にもなります。Tuvalu	Overview はコスモ

石油エコカード基金の協力の下、2006 年からツバルでマングロー

ブの植林に取り組んでいます。植林は簡単です。種を見つけて砂

浜に穴を掘って植え込むだけです。ツバルを守り食料を確保する

マングローブの植林に参加してください。

看板　ツバル語版↑

←看板　英語版
　	90cm× 90cm　

TOKI TONGO = マングローブ植林

2013 年度活動報告書

マングローブ植林事業
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2013 年度活動報告書

マングローブ植林事業

2014/03/12

ヌクフェタウ環礁の植林サイトに看板設置を行いまし

た。同時に生育状況を観察しました。

潮通しがよく、砂の体積の厚さが少し薄い場所ですが、

苗は流されること無く活着し、支根の成長も確認でき

ました。

船の運行状況によって大きく左右される離島での植林

事業は、不安要素も大きいのですが、ここまで、順調

に成長してくれると、もっと、頑張って植えていこう！

という気持ちにもなります。

尚、当植林事業はコスモ石油エコカード基金と協働で

推進しています。

ヌクフェタウ環礁、での植林
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前期まで教育現場での啓蒙に力を入れてきた当事業ですが、2013 年度は大人を主体に啓蒙活動を展開しています。前期は廃棄物

一般に関するポスター展示を行いました。また、ポスター展の成果を実施に移すために 11月には清掃活動も行いました。10月の

建国記念日にはウィリアム英王子（Prince	William	）とキャサリン妃が来るという大イベントもあり、相乗効果で首都のフォンガファ

レ島内はずいぶん綺麗になった印象を受けます。

2013/09/24

エコツアー参加者 8名がポスター展の設営に協力して

くださいました。

設営している脇からツバルの人々が興味深げに展示を

見て、分かりやすく整理されていて良い展示だと、感

想を話してくれていました。ツアー参加者もこのよう

な機会でのツバルの人々との意見交換を楽しんで行っ

ていました。

2013/09/24

ポスターは A1 サイズのものを日本で制作し運搬しま

した。パーティション 8枚を使って政府庁舎 1階のエ

ントランスホールに展示しています。10月中旬まで展

示を続ける予定です。

また、清掃活動前にはポスターを見て貰いながら、廃

棄物の基本情報を共有するワークショップも行う予定

です。

清掃活動用の作業着として T- シャツを用意しています。日本で制作し運搬しました。50名の参加者に配布し

ました。プロジェクトタイトルは「Galue	Fakatasi	Mote	Maa	o	TUVALU」となっています。これはツバル語で「清

潔なツバルを建国しよう」という意味となります。

2013 年度活動報告書

廃棄物処理に関する啓蒙事業
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2013/10/12

島内清掃活動の事前打ち合わせをフナフチ青年会と行

う前のポスターセッション。ゴミの種類や処理方法、

清掃活動の意義などを説明し、その後、具体的な作業

方法を検討しました。

検討の結果、一番清掃活動が遅れているカバトエトエ

村のボローピットを中心に開始するのがいいだろうと

いう作業方針となりました。

2013/11/28

清掃活動開始前に 50 名の参加者を集めてのワーク

ショップ。前述のポスター展同様、この事業の目的な

どを説明し、作業方法を共有してから、清掃活動をス

タートしました。

清掃活動には地域住民の協力の他にツバル政府内の廃

棄物管理課（Solid	Waste	Agency）からも協力があり、

ごみ収集用のザック袋の支給をいただきました。また、

ゴミ収集車も町役場の協力で運用しました。

当日は運が悪いことに晴天となり、暑いさなか、青年

会のメンバーは汗だくになりながらゴミ拾いに没頭し

ました。

事前説明を重ねた効果もあって、葉っぱや樹の枝など

はその場に残して、プラスチック、アルミ、鉄製品な

ど選別しながら作業が進んだことは大きな成果でした。

2013 年度活動報告書

廃棄物処理に関する啓蒙事業
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←清掃前

←清掃後

　事業開始以前の青年会との打ち合わせでは、首都のフォンガファレ島全

域をカバーしたいという話でしたが、実際に清掃活動を始めてみると、ゴ

ミの量が予想以上に多く、予定していた 50 名の参加者では、赤枠の中を

清掃するのが精一杯という結果に終わりました。この点は、双方、反省点

となりましたが、青年会や周辺住人からは清掃活動をやってよかった、綺

麗になって助かった、嬉しい、などという感想が寄せられ、是非、次の場

所を行いたいという意見も多数上がりました。

　実際に清掃活動をする意義を当団体も深く感じ、成果も見えましたので、

次年度にも引き継いでいきたいと考えております。

　尚、当事業はコスモ石油エコカード基金と協働で推進しています。

2013 年度活動報告書

廃棄物処理に関する啓蒙事業
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2013 年度活動報告書

ツバルへのエコツアー
　9月 19 日〜 24 日の日程でエコツアーを実施しました。大学生などを含めて 8名の参加者とともに、ツバルの首都フ
ナフチ環礁に赴きました。この時期は、天気が良いので海や島の暮らしを満喫するには最高の季節です。参加された皆さ
んは思い思いにツバルを楽しんでいらっしゃいました

恒例のコーズウェイでの記念写真。島の細さを実感します。 マングローブの植林は当エコツアーのメインプログラムで
す。

大きく育ってね！そんな願いを込めつつ、丁寧に植えてく
ださる姿に感謝です。

有名な洪水サイト、現在では乾季の 9月でも海水が湧いて
くるようになってしまいました。

左：代表の遠藤、右：参加者の近藤さん、近藤さんの参加
レポートを次頁にて紹介させていただきます。

ゴミ問題も深刻です。廃棄場の見学の後、廃棄物啓蒙活動
事業にも参加していただきました。
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第１６回ツバルエコツアーに参加して　　　　　　　　　　近藤千扇

この第１６回ツバルエコツアーに参加して学んだことは、「生き方」
そのものです。

まず、ツバルに来て驚いたのは、ツバルに住む人の 95％以上が幸せ
だと感じていることです。ツバルは日本に比べてものも少なく、人々
はほぼ自給自足の生活をしています。テレビもなく、洗濯機や電子レ
ンジといった家電製品もありません。

それにもかかわらず、道を行き交う人の顔はいつもにこにこしてい
て、日本のように下を向いて歩いている人、携帯に夢中になって周り
をまったく気にしていない人、せかせか急いで歩いている人、しんど
そうな顔をしている人は私の知る限り、誰一人としていませんでした。
島での生き方を受け入れ、自然の中であるがままに生きている、そし
てその生き方を幸せに感じている、そんなふうに感じられました。

島民どうしのつながりが現存しているのも印象に残っています。定期
的にコミュニティで集まり、歌を歌ったり、踊りを踊ったり、祈りを
捧げたりなどの一連の行事が日常行事となっています。子どもから高
齢者までが一同に会し、同じ時間を過ごし、日曜日には、教会で司教
の教えを聞き、とてもきれいな音色で歌を歌っている様子が、今の日
本には薄れてきている地域でのつながりを継承しているように感じら
れました。

そのコミュニティが主体となって、私たちを夕食に迎えてくれたた時
も、笑顔で迎えてくださり、外部者として緊張感を感じていた私たち
にとても親切にもてなしてくださいました。食べきれないほどのお料
理が出され、私たちが食べている間中、みんなで何曲も歌い続けてく
れました。食事後、「ファテレ」という伝統の踊りを披露してくれま
した。最後にはその踊りに加わらせてもらい、みんなで踊ったことで
一体感を感じられました。初会だったにもかかわらず、ツバルの皆さ
んはそれを感じさせないようないくらい、人々は温かく受け入れてく
れました。みんなで共に生きる、その風習が今なお継承されているこ
とを感じられたひと時でした。

自然の中で、そして地域の中で、あるがままに生きている、それがこ
の国の人々にとっての幸せなのだと実感しました。

ツバルはやがて海面上昇によって沈んでしまう国だと言われていま
す。そんなことを言われたら、私だったら不安になり、日々の生活に
も不安を感じてしまいますが、ツバルの人々は笑顔で、幸せそうに生
きています。かといって決して海面上昇の問題をないがしろにしてい
るわけではありません。それどころか、一刻も早く温暖化による海面
上昇を止めてほしい、世界の温室効果ガス排出量を減らしてほしいと
願っています。

実際に、高潮や塩害の被害にも遭い、不安を感じている人も多いと思
います。それでも人々はここツバルに住むことに幸せを感じ、これか
らも島で暮らすことを望んでいます。

現地の方にお話を聞く前、ツバルの方は先進国の人々を恨めしく思っ
ていると予想していました。温暖化の原因を作っているのは紛れもな
く、先進国と一部の発展途上国の高所得者です。でも、お話を伺った

ツバルの方たちは私たちを責めませんでした。それどころか、日本
のことを褒めてくださいましたし、私たちが島に来たことを歓迎さ
えしてくれました。その志に私は胸を打たれたと同時に、温室効果
ガスを大量に出している国の国民としての責務を痛いほど感じまし
た。ツバルを守りたり、そのためにできることをやりたい、そう強
く決心しました。

ツバルの人々の暮らしを垣間見て、ものの豊かさ＝幸せではないこ
と、便利になることが幸せをもたらすことではないことだと知りま
した。私は、便利さを求めて、また、ほかの人においていかれない
ようにと、もの・サービスを買い、便利さを求め、なんでも早く早
くとせかすように、せかされるように生き急いでいるのではないか、
そう思うようになりました。道を歩く人はいつも足早で、無意識に
いつも時間を気にしているように感じ取れます。周りの目を気にし
て、自分の思い通りにいかないことに腹を立て、そのいら立ちを人
やもののせいにしているところも見かけます。

これだけものに恵まれているにもかかわらず、いつも未来に不安を
感じているように感じられます。私もその一人でした。今の自分の
生活が失われることをただ不安に感じ、本当は「こうしたい」とい
う意思があるにもかかわらず、自分は現状に満足している、このま
までいいのだと思い込もうとしていました。受け身になり、周りを
考える余裕がなく、自分の殻に閉じこもって自分がどんどん見えな
くなっていたように思います。

しかし、ツバルを訪れて、ツバルの皆さんの生き方や考え方を知る
うちにそれが本当の幸せではないこと、そして自分がいかに観念や
時間に縛られていたのかを思い知らされました。

ツバルの人たちは時間や観念に束縛されることなく、自分に素直に
生きています。ないものを高望みはしないし、ないからと言って腹
を立てることもありません。確かに生きる環境は自然に左右されま
すが、だからと言って自然に腹を立てることがない。むしろ、自然
に感謝し、共に生きることを望んでいます。

そして、一人一人が夢を持っています。漁師になりたい、先生にな
りたいなど様々です。そこには経済的な不安や自分の欲のためにと
いう後ろ向きな気持ちはなく、自分の将来はもちろんですが、必ず
家族や地域の人々のこれから、そして生きる環境のことが含まれて
いるように感じられました。夢を語るツバルの人の瞳はすごくきれ
いで、イキイキとしていました。

今回の旅を通じて、自分の生き方を見つめ直すきっかけとなりまし
た。これまでの自分の夢や大切にしたかったものを思い返すと同時
に、これから自分がどう生きたいのか、何を大切にしていきたいの
かが見えてきた気がします。今の生活を急にがらりと変えることは
難しいですが、日々自分の夢を思い描き、それに少しでも近づける
ように、できるところから取り組んでいこうと決めました。

このような決心がついたのも、Tuvalu Overview 代表理事の遠藤さ
んをはじめ、島を案内してくださったコーディネーターの北添さん、
ツバルの皆さん、一緒にツアーに参加したみなさん、企画に関わっ
たみなさんのおかげです。本当にありがとうございました。

2013 年度活動報告書

ツバルへのエコツアー
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山のツバル事業
2010 年から開始した当事業は、今年で４年目となります。施設整備を行いながらの自然農の米作は今年で 3期目。また、
昨年、庭に日陰をつくっていた杉の木を伐採したので、今年からは庭を開墾して畑作りも始めました。畑も自然農です。
講演会や海外出張、一昨年の交通事故の影響もあり、大きな進展がないようにも見えますが、田舎暮らしも慣れるにつれて、
作業の幅が広がってきています。

稲作では、苗を田植えするのではなく、籾を直に下ろす直
播きに挑戦しました。写真は稲の発芽の様子。

1反すべてに田植ができませんでしたが、直播きでも問題
のない実りを得ることが出来ました。

大切な自然再生エネルギーである薪を保管するために、大
きな薪小屋を作りました。

日本蜜蜂はなかなか安定した飼育状態に持ち込めません。
今年は写真のような巣箱に挑戦してみました。

椎茸やナメタケなどのキノコ作りにも挑戦しています。 昨年、杉を切って日当たりが良くなった庭に畝を立てまし
た。自然農での野菜つくりのスタートです。
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講演会・写真展
講演会や写真展は年々その回数が減ってきています。環境問題が主流ではなくなった、デフレの影響で、その日の暮らし
以外のことを考える余裕のある人が少なくなった、とか、そもそも政治がダメ！など、色々理由があるとは思いますが、
気候変動はそのような理由とは無関係に進行しているように思います。そんな現状も踏まえて、お話をさせて頂いていま
す。講演をさせて頂ける機会があればせ是非お声掛け下さい。

大崎市立長岡小学校での環境事業。大崎市のエコアクショ
ン推進事業による授業です。

ツバルを紹介しながら、低炭素社会の暮らしの基礎のお話
をさせて頂いています。

早稲田大学国際コミュニティセンター（ICC）にて。 過疎化した小学校ではこの程度の人数での講演会も珍しく
はありません。

J-WAVE で昨今の気候変動や地球温暖化への日本の方々の
意識などについてお話をさせていただきました。

2013 年 4 月でつ現地事務所駐在員を退職した北添春菜さ
ん、最後にテレビ出演も果たしました。
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新しい駐在員のご紹介

ツバルオーバービュー現地駐在員着任に寄せて
このたび、タリア・ティロウは特定非営利活動法人ツバル オー
バービューの現地スタッフに着任させていただきました。これ
までの経緯と新たな目標についてご挨拶を兼ねてご報告させて
いただきます。

はじめに、私の長期間の日本での留学をサポートしてくださっ
た皆様に深くお礼を申し上げます。留学の仕組みを作り上げて
くださった小池百合子さま。その意志を受け止めて実現してく
ださった社団法人日本環境教育フォーラムのみなさま。そして、
実質的な教育環境を提供してくださいました JET 日本語学校、
香蘭女学校高等学校、立教大学のご関係者の方々。
みなさまの努力とお心遣いに、改めてお礼を申し上げます。

2008 年、初めて日本を訪れた私を、自分の子供のように叱り
慰め心身ともに支えてくれたホストファミリーにも、感謝の気
持を改めてお伝えします。ツバルで生まれ育った私が日本の習
慣に馴染み、恥ずかしくないマナーを身につけることができた
のは、ひとえにホストファミリーのみなさんのおかげです。ま
た、様々な局面で支えてくれた大切な友達のことも決して忘れ
ることはできません。みなさん、いつでもツバルに遊びに来て
ください。ツバルの美味しいご飯と、ゆるやかな時間を楽しん
でいただけるように、精一杯おもてなしをさせていただきます。

2013 年 11 月にお休みをいただき、ツバルに一時帰国をさせて
いただきました。当初、数ヶ月のお休みのつもりでしたが、高
校生という多感な時期に突然始まった日本という今まで生まれ
育った環境とは全く異なる国での 6 年近い留学を振り返ると、
それはまるでジェットコースターに乗って、突き進んだ一瞬の
出来事のようにも感じます。私は一度、足を止めて私の未来に
ついて、特にこの先進みゆく方向について、時間をかけてしっ
かり考える必要があると思いました。その旨を日本環境教育
フォーラムの担当の方に相談したところ、快く応じてくださっ
て、最終的には道半ばだったと思いますが、留学を終えること
となりました。この 6 年間の中で学んだ知識や経験は、私の
人生の中では一番大切なものです。みなさんのお力添えにお応
えできるように、この経験と知識を活かして今後とも精一杯頑
張って行きたいと思っています。

2014 年になって、いくつかのイベントで特定非営利活動法人 
ツバル オーバービューの皆さんと協働させていただく機会があ
りました。特に、首都フナフチ環礁の南端部にあるフナファー
ラというエリアで続けられているマングローブ植林事業に参加
させていただいた時に、この活動に象徴されるツバルオーバー
ビューの進もうとしている方向が、私が現在ぼんやりとイメー
ジしている方向と合致する部分が多いと感じました。

マングローブの植林をしながら、フナファーラの美しい砂浜と
グリーンに輝く椰子の木立を眺めた時に、もともとこの島の南
太平洋の自然が大好きだった私は、この植林事業のような活動、
ツバル人の手によってツバルを守ることができる活動に深い意
義を感じました。

日本に滞在している時、沢山の方々から、あなたの国は将来海
の中に沈んでしまうのでしょう？と聞かれたことを時々思い出
します。まさかそんなことはないだろうと思っていた時もあり
ました。しかし、新聞やテレビのニュースを理解できるように
なるにつれ、不安に感じることも増えてきました。しかし、ツ
バルオーバービューが長年続けている様々な地道な活動に参加
することで、その不安を自らの手で払拭できるのではないか？
と活動に参加しながら考えることがありました。

またツバルオーバービューの活動のもう一つのコンセプト「日
本とツバルの架け橋となる」という活動主旨は、いままでお世
話になりっぱなしで、なんのお返しもできていない私が、日本
の皆様に恩返しするための最高の方法ではないかと感じまし
た。せっかく覚えた日本語と日本での経験を活かして、日本と
ツバルの架け橋の役割を私自身が担うことができたら、これこ
そ私が求めていた役割ではないかと思いました。
その思いをツバルオーバービューの代表理事で、私の国の環境
親善大使でもある遠藤秀一さんに相談してみたところ、現地事
務所の駐在員を探していたということもあって、とてもいい機
会をいただくこととなりました。ツバルを世界の人々に紹介し
ていくことで、気候変動や地球温暖化問題の解決策の糸口を生
み出し、具体的な活動の架け橋となろうとする遠藤さんの姿勢
と団体の方向性には強い共感を感じますし、その活動に直接参
加できる立場をいただいたことを誇りに感じています。

また、私は写真を撮影することもとても好きなので、写真家で
もある遠藤さんに撮影技術などを教えていただきながら、素敵
な写真を撮影してツバルを国外の人々に案内していく事ができ
るようになることも、一つの目標となりました。

ツバル帰国後早々にこのような素敵なチャンスをいただけたこ
とは、ひとえに日本滞在中のみなさまの暖かいご支援の賜物で
あると改めて感謝の気持をお伝えするとともに、恩返しができ
るように精一杯頑張っていきます。また、いつか、日本で皆様
にお会いできる日を夢見て、ツバルと私たち人類の未来を守る
活動に専念していくことをお約束して、着任の挨拶とさせてい
ただきます。

Talia Tilou
2014 年 6 月 1 日

写真左の Talia Tilou Kofe さんが駐在員に着任しました。
右はアドバイザーの Apinelu Tili 氏


