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広尾の精神女子大学 BE ＊ hive で開催した写真展の様子
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特定非営利活動法人 Tuvalu Overview
2019 年度活動報告書　「はじめに」

　テレビを消したらコロナも消える。と言う名言を先日聞き

ました。同様に、テレビで取り上げないから環境問題は消え

てしまった。と言う今の状況です。

　新型コロナウイルスは、発生したと言われている昨年末か

ら半年が経過しているのにもかかわらず、いまだに全容が解

明されていない不思議な病気です。病気というよりかは何者

かによって操作されて発生した社会災害では？という印象も

あります。

インフルエンザが流行すれば友人知人で一人くらいは寝込む

人がいますが、この半年、コロナウイルスで寝込んだ友人知

人は皆無です。これは感染者数がインフルエンザよりも少な

い、という事実を示していると考えられますが、では、なぜ

感染者数も死者数もインフルエンザより少ないのに、これだ

け大騒ぎをして生活や文化や経済に悪影響を及ぼさなければ

ならないのでしょうか？とても不思議な気持ちを抱えながら

この半年を過ごしています。

　コロナウイルスはツバルの隣国のフィジーでも感染者が確

認されたために、ツバルは鎖国状態が続いています。フィジー

発の飛行機が運行を見合わせている上に、日本からフィジー

への直行便も運休しています。

　幸い、ツバルが鎖国になる直前に当法人理事で今年度も現

地駐在を担当している河尻京子氏がツバル入りする事ができ

たので、現地での活動は継続できていますが、日本からのエ

コツアーや調査チームのコーディネートなどの協力支援は全

て中止になってしまいました。その上、いつ再開できるかわ

かりません。この文章を書いている時点では北京で第二波が

発生してロックダウン直近というニュースも聞こえてきてい

ます。

　新型コロナウイルスが発生した背景の一つに環境破壊があ

げられています。農毒（農薬）散布や抗生物質の環境流出に

よる生物多様性の喪失、そして、高温化などの気象状況の変

化なども要因として考えられます。

　経済優先で地球も自然も無料の天然資材として搾取し続け

てきたツケが回ってきたことを実感している方々も多いと思

います。今までの経済至上主義の世界は一見豊かでも、一つ

歯車が狂えば人が死んでしまうくらいに危うい状況にあった

ことも明確になりました。

　これから私たちがどう生きていかなければいけないのか？

その方向をコロナ災害は私たちに提示してくれています。

　しばらくは海外出張もできそうもないので、ツバルでのマ

ングローブ植林などの活動を日本から支援しながら、鹿児島

の「山のツバル」での食とエネルギーの自給プロジェクトを

進めていこうと思います。

2020 年 6月 17日

遠藤　秀一

ツバルオーバービュー代表理事

ヌクフェタウ環礁に植林したマングローブの様子。順調に育っています。（2020 年６月 15日、現地駐在員河尻氏撮影）
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フナフチ環礁、アバラウ島での植林

2019 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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講演会・写真展

2019 年９月 25日〜１１月９日

広尾の精神女子大学が運営している BE ＊ hive　特別

展示室にて「沈みゆく声」と題した写真展を開催しま

した。修学旅行のコースにもなっている BE ＊ hive に

は期間中たくさんの方々が訪れてくださいました。

開催にかかった費用は賛助会員の皆様の会費を活用さ

せていただきました。ありがとうございました。

2019 年 10 月 26日

BE ＊ hive　特別展示「沈みゆく声」の会期中にギャラ

リートークを行いました。入場者数は 20 名ほどでし

たが、活発な質疑応答もあり、大いに盛り上がったトー

クショーとなりました。

2020 年２月９日

宮崎オーガニックフェスティバルにて、屋外ステージ

でのトークショーと、屋内スペースでの写真展と講演

会をさせていただきました。

講演会には 80名ほどの方が参加され、高い意識を持っ

た宮崎の方々と深刻な問題を共有できたことは大きな

成果でした。

開催にかかった費用は賛助会員の皆様の会費を活用さ

せていただきました。ありがとうございました。

2019 年 6月 8日

ワールドオーシャンズデイのこの日、海から環境問題

を考えようというコンセプトで、鹿児島県環境未来館

でトークショーを行いました。キリバスに長年在住し

ていた旧知のオノ・ケンタロ氏との２本だてのトーク

ショーでした。

土曜日だったこともあり、子ども連れの家族も何組か

いらしていました。その子たちの将来を考えると、と

ても複雑な気持ちになりました。
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マスコミ対応

2019 年１０月７日から１週間、共同通信のカメラ
マン兼コーディネーターとしてツバルを訪問し取材
活動を行いました。

９月の選挙で首相になったばかりのカウセア・ナタ
ノ首相へのインタビューは、各紙に配信されました。

ツイート

共同通信との単独会見に応じるツバルのナタノ首相＝１
５日、首都フナフティで、遠藤秀一氏撮影・共同

健康講座　治りにくい手指の痛み
なぜ、女性の手は痛くなるのか！？
11/16開催｜女性限定【300名】募集

東京新聞 地方版記事

にっぽんルポ
日本各地を記者が訪ね歩き、毎日を懸命に
生きる人々や地域の魅力を伝えます

ニュースあなた発
あなたの取材リクエストや情報提供を、本
紙記者が調査・取材し、記事にします

孤児たちの闘い
東京レター
スポーツのしおり
リポート福島

写真広場
地域のチカラ
ビジュアル夕刊
望　～都の空から
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【国際】

海面上昇で国土消失危機　ツバル首相　「人工島」計画

2019年10月17日 朝刊

　【フナフティ＝共同】南太平洋の島
国ツバルのナタノ首相は共同通信との
単独会見に応じ、地球温暖化による海
面上昇で国土消失の危機があるとして
「人工島」の造成を計画していること
を明らかにした。首相は「海抜五～十
メートルまで埋め立て、海面上昇で
も、すべてのツバル人が住めるように
したい」と述べた。

　九月の首相就任以降、国内外のメデ
ィアと会見に応じるのは初めて。

　ツバルには九つの島があり、人口は
約一万人。海抜は平均一～二メートル
で、海面上昇で水没の危機にある。

　フナファーラ島の環礁地帯を、近く
から採取した砂を使って埋め立てる計
画で、予定面積は約十六平方キロ。

　首相は「ツバルの総面積は約二十六
平方キロなのでこれでも大きなメリッ
トがある。事業に二百億～三百億円かかるので、支援をお願いしたい」と日本など各
国の資金援助に期待した。

　ナタノ首相は、今世紀末に海面が最大一メートル強上昇する恐れがあるとする気候
変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の最新の報告書に危機感を表明。「世界に温
室効果ガスの排出削除をもっと求めたい」とする一方「埋め立て計画はツバルの人々
の命や生活にとって重要だ」と実現に意欲を示した。工事開始時期は明らかにしなか
った。

この記事を印刷する

東京新聞の購読はこちら　【１週間ためしよみ】　【電子版】　【電子版学割】

企画特集

アクセスランキング

【社会】那珂川増水で壊滅的被害　観光や…
【社会】東京五輪の札幌移転　危険はマラ…
【政治】「即位礼正殿の儀」来月２２日　…
【政治】恩赦５５万人、閣議決定　罰金刑…
【茨城】再び鬼怒川氾濫「早く堤防を」　…

特集・連載一覧

シェア 14 シェア 14

関連記事ピックアップ

チリ、デモ激化８人死亡　大統領、
地下鉄値上げを凍結

Recommended by

久しぶりに大きな紙面でツバル紹介をしていた
だきました。

新コロナ問題以降はこのような海外取材は難し
くなると思われるので、一般の人にとって、ツ
バルは忘れられてしまうかもしれません・・・
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山のツバル

2013 年に畝を立てた庭の自然農の畑が、いよいよ畑

らしい収穫をもたらしてくれるようになってきました。

自然農は耕さない、肥料、農毒（農薬）を使わない、

気候変動対策に最も有効な農法です。問題は時間がか

かること。

コロナ災害で自分でも食べ物を作れるようになりた

い！と考える人も増えたようです。農機具を買い揃え

るのは大変ですから、金銭面でも自然農はお勧めです。

ツバルのプロジェクトにも関わってくれている、環境

アクティビストの清水イアン君が遊びに来てくれまし

た。

体験施設として、もっと沢山の人たちの学びの場になっ

てほしいと思いながら整備をしてきましたが、コロナ

災害の影響で、しばらく体験事業はお休みしなければ

ならないことは、とても残念です。

秋には無事に稲刈りを行う事ができました。今季は梅

雨の長雨と豪雨が影響して収量が減ってしまいました

が、自家用にするだけですので、大きな影響はありま

せん。

2020 年から、山のツバルに近い田んぼを借りること

ができました。また開梱からやり直しですが、新たな

気持ちで望んでいこうと思っています。

今後ともよろしくお願いいたします。

山のツバル事業は変わらずに淡々と進んでいます。今

年度は東京出張や海外出張が重なったために大きな事

業は行えなかったものの、地に足をつけた暮らしを続

けられたことには感謝以外何もありません。

写真は４月、大量の薪を割る代表理事の遠藤です。毎

年この時期は薪割りで忙しく、これが終わると田植え

の準備を始めます。


