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2018 年度活動報告書　「はじめに」

　2019 年 7 月 21 日は参議院選挙でした。長く続く悪政が、

少しでも良い方向へ変化して欲しいという願いを託して、野

党や新党に投票した人も多かったと思います。しかし、現状

維持を理由に現与党に投票した人もあり、さらに若年層では、

変化を嫌って投票に行かない人、も多かったようです。

　変化を望まずに、行動しない人が増えているのでしょうか？

その背後で、気候は大きく変化していっています。今ある既

得権を失いたくない富裕層の現状維持を望む勢力が気候変動

防止活動の障壁にもなっています。変化を望まないことが最

大の変化を作り出してしまっているわけです。

　変化を目の前にすると、怖い！という心理が働きます。恐

怖とともに不安も湧き上がってきて、ますます行動が起こせ

なくなります。恐怖も不安も乗り越えて変化を迎え入れてい

かなければいけない時代になりつつあります。

　2019 年５月、豪メルボルンの独立系シンクタンク「ブ

レイクスルー（Breakthrough-National Center for Climate 

Restoration）」が、30 年後に気候変動の影響によって、人類

文明が終焉に向かうかもしれない──。というショッキング

なレポートを発表しました。

https://docs.wixstatic.com/ugd/148cb0_a1406e0143ac4c46

9196d3003bc1e687.pdf

　同年 1 月のオーストラリアの夏は異常な高温に見舞われま

した。最高気温 49 度を記録した場所もありました。その後、

６月以降には猛烈な寒波に襲われています。同じ時期、アメ

リカのモンタナ州では季節外れの降雪に見舞われ、ワシント

ンでは豪雨による洪水。熱波に襲われているヨーロッパでは

広範囲で大きな雹による被害が発生しています。

変化を望まない気持ちが、大きな変化を生み出している。
　このような状況に対して、現在、800 以上の自治体が「気

候非常事態宣言（Climate Emergency Declaration, 略 :CED）」

を発令しています。この中にはニューヨーク市なども含まれ

ています。そのような宣言をした上で、二酸化炭素の排出量

を減らしていこうと、行動を始めているのです。

　しかし、大企業のオーナーなどの富裕層に忖度する自民党

政権は、気候変動の問題にも正面から向き合おうとしません。

それどころか、マスコミをコントロールして、本来伝えるべ

きニュースを隠蔽することが目立ってきています。このまま

では、私たちは文字通り「井の中の蛙」です。気がついたら

周囲が煮えたぎったお湯になってしまわないように、まず、

井戸の中からもっと広い世界を自分の目で見てみましょう。

　今日付けの BBC ニュースでは、2020 年末までに各国政府

が効果的な打開策を策定しないと間に合わなくなる、という

チャールズ皇太子の談話を紹介しています。あと、１８ヶ月

しかありません。

https://www.bbc.com/news/science-environment-

48964736?fbclid=IwAR2FF-pbgH3K9Rrrx2G9NzI7Owg4S9sh

eNMLoyvruLe8iKYsiCBnF0FR31A

　子供を守るためではなく、自分自信の数年後の未来を守る

ために、今すぐ始めなければ！変化できることがあれば、恐

れずに、その変化を成し遂げていきましょう！　

　2019 年７月２４日

　代表理事　遠藤　秀一

2019 年６月時点での気候非常事態宣言の発令状況。　　http://u0u1.net/Z3LP
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フナフチ環礁、アバラウ島での植林

2018 年度活動報告書

マングローブ植林事業

2019 年 02 月 12 日

3 年間、驚異的な体力で植林を続けてくれた松浦克彦

さん（写真右）が任期満了となり、その隣の河尻京子

さんが、後任として着任しました。

左端は代表の遠藤、その隣は、今回シニアアドバイザー

へと昇任したアピネル・チリさんです。

2019 年 02 月 13 日

今期、植林事業に積極的に参加してくださった、SDA（セ

ンブンスデイ・アドベンテスト・チャーチ）の２人と

一緒に苗床前で記念撮影。

右端は Venu さん。政府の IT 関連部署勤務。その左

は、新任の河尻京子、その隣は、SDA 小学校の校長の

KIMA さん。

「日本人がツバルを守ろうと奮闘してくれているのに、

ツバル人が何もしないのは恥だ！これからも協力させ

てほしい。」と話してくださいました。

2019 年 1 月 22 日

台湾大使館スタッフ、南太平洋大学の学生なども参加

して賑やかに植林を行いました。

この事業はコスモ石油エコカード基金とのパートナー

シップで実施されています。

フナファラエリアのアバラウ島での、マングローブ植

林は 2016 年からの３カ年の植林本数が約 69,000 本

となりました。

2016 年度　15,222 本

2017 年度　21,857 本

2018 年度　32,078 本

　　　合計　65,157 本（約 2 万平米の植林面積）

写真は３月 10 日５人で 5,000 本を植えた時の様子。

炎天下の白い砂浜での植林は、照り返しもあり過酷な

作業です。
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2019 年 01 月 30 日

平塚中等教育学校での環境授業の様子。ちょうどこの頃から金

曜日には、中高生が学校をストライキして環境保護を推進する

デモンストレーションを行う『Fridays For Future』が始まって

いたので、日本のマスコミが取り上げない（取り上げられない？）

海外で進行している被害やイベントを知るための方法や、SNS

上で公開されている生の声や映像に触れることの大切さなど、

2018 年度活動報告書

講演会・イベント開催

2018 年 12 月 04 日

ポーランドで開催されている COP24 において「Climate-forced 

displacement」と題したサイドイベントを Unitarian Universalist 

Congregation Serving（UUCS）、Refugee International と共催で

開催しました。ツバルオーバービューからは理事の河尻京子が

主催団体として企画から関わり、ツバル代表としてマイナ・タ

リア氏が登壇しました。（写真左から２番目の男性）

このイベントの主題は、すでに発生していて、今後さらに顕著

になるであろう「気候変動の影響で強制的に居住地を追われる

ケース」を取り上げたものです。

現在の国際法上では「環境難民」として保護する取り決めがな

い中で、気候変動の被害によって、国内または国外へも移動を

迫られる可能性と法整備の必要性について、アラスカと南太平

洋からの代表がそれぞれが体験する気候変動の影響とともに報

告しました。

ツバルから参加したマイナ・タリア氏は「海面上昇が理由で移

住を余儀なくされることが現実になりつつある。しかし、われ

われは違う場所で第二の国民にはなりたくない」と心情を訴え、

島が水没することについて「失うのは陸地だけではない。文化

も言語もアイデンティティーも失ってしまう」と、気候変動の

影響の大きさを訴えました。

気候変動問題をはじめとした社会問題を考える上での基礎とな

るノウハウなども取り込んでお話ししました。

少し、難しかったかもしれませんが、必要な時に、思い出して

くれると嬉しいと思っています。

©️Joel Sheakoski
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山のツバル事業
　田舎暮らしの多拠点居住にも慣れてきたところです。今期はお米の作付け面積を増やしたことが一番大きなトピックス
でした。以前の田んぼにも田植えをしながら、さらに日当たりの良い田んぼ一反を開墾して、田植えまで夫婦２人で進め
られた経験はとても貴重なものとなりました。自然農の田んぼだったら、いつでも１反くらい開墾できるぞ！という自信
が身についた感じです。　http://yamano.tv/ に日々の暮らしをアップしています。

パレットでのお米の苗の育て方は、相変わらず難しいので
すが、温度管理が大切なことがわかりました。

開墾中の田んぼ。周囲に溝を掘りつつ畔を作り直し、水漏
れ穴も塞ぎます。為せば成る！この一言に尽きます。

新燃岳がたまに噴煙をあげます。この噴煙はエルモにそっ
くりです。悪いものを食べてしまってほしい！

庭の自然農の畑の調子は毎年良くなっていっています。今
年はエンドウ豆も豊作でした。

囲炉裏と炭の取り扱いにも随分慣れてきました。写真の鮎
は地元の漁師さんが販売しているもの、新鮮で美味です。

おが屑トイレを屎尿分離式に改造して、家具調にアレンジ
してみました。屎尿分離は大きな効果が確認できています。
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その他の活動

島サミット出席のために来日したツバル首相との面談

光景。今回は過密スケジュールだったので、ホテルの

一室でディナーミーティングとなりました。

日程に余裕があるときは、所用に付き合うこともあり

ます。

右から遠藤、理事の河尻、エネレ首相、首相夫人です。

J リーグが行なっている慈善事業『サポユニ for smile』

の受け入れ協力を行いました。

日本のサッカーファンから提供されたユニフォームを

発展途上国の子どもたちにプレゼントするというユ

ニークな試みで、今年は８回目の実施です。ツバルの

子供達もサッカーは大好きなので、そのプロリーグの

ユニフォームが貰えるなんて！夢のようなイベントと

なりました。

https://www.jleague.jp/news/article/12425/

番外編

妊娠した野良猫に出会ってしまい、どうしても放置で

きない！という妻のリクエストに応えて、山のツバル

で出産、育児を見守ることになりました。

元気な４匹の子供が生まれて、しばらく賑やかでした

が、母猫も含めて里親さんが見つかって、子猫１匹を

残して、皆、それぞれ、新しい家族の元で元気に生活

しています。

山のツバルには現在３匹の猫がいます。朝はちょっと

騒がしい時もあります。

昔から懇意にしてくださっている長崎の会社が開発し

た発酵ビワ茶を南太平洋に紹介するプロジェクト！同

じく昔からお世話になっている南洋貿易の方々と作戦

会議の様子。

このお茶は体内の余剰糖分を排出する効果が確認され

ているので、糖尿病が多い南太平洋にはうってつけと

思います。売り上げの一部がツバルオーバービューの

活動支援にあてられます。

「美軽茶」で検索してみてください。


