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    日本日本日本日本はははは猛暑猛暑猛暑猛暑でででで熱中症熱中症熱中症熱中症のののの患者患者患者患者がでているとがでているとがでているとがでているとフィジーフィジーフィジーフィジーののののテレビテレビテレビテレビ（（（（NHK    world））））がががが伝伝伝伝えていえていえていえてい

ますますますます。。。。フィジーフィジーフィジーフィジーにににに着任着任着任着任したしたしたした 1 月月月月からからからから４４４４月月月月にかけてはにかけてはにかけてはにかけては、、、、日本日本日本日本のののの猛暑日猛暑日猛暑日猛暑日をををを凌凌凌凌ぐぐぐぐ強強強強いいいい陽射陽射陽射陽射しをしをしをしを感感感感

じることがじることがじることがじることが多多多多かったのですがかったのですがかったのですがかったのですが、、、、７７７７月月月月のののの平均気温平均気温平均気温平均気温はははは一年一年一年一年でででで一番低一番低一番低一番低いいいい 23℃℃℃℃（（（（18℃℃℃℃～～～～28℃℃℃℃））））でででで、、、、
過過過過ごしやすいごしやすいごしやすいごしやすい日日日日々々々々がががが続続続続いていますいていますいていますいています。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに一番気温一番気温一番気温一番気温がががが高高高高いのはいのはいのはいのは 1月月月月からからからから 4月月月月でででで、、、、平均気平均気平均気平均気

温温温温はははは 27℃℃℃℃（（（（22℃℃℃℃～～～～31℃℃℃℃））））となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。フィジーフィジーフィジーフィジーはははは「「「「常夏常夏常夏常夏のののの楽園楽園楽園楽園」」」」とととと称称称称されますがされますがされますがされますが、、、、実実実実

りりりり豊豊豊豊かなかなかなかな果樹果樹果樹果樹やややや挿挿挿挿しししし木木木木ですぐにですぐにですぐにですぐに葉葉葉葉をつけをつけをつけをつけ繁茂繁茂繁茂繁茂していくしていくしていくしていくキャッサバキャッサバキャッサバキャッサバ（（（（ダロダロダロダロ芋芋芋芋とととと並並並並ぶぶぶぶフィジーフィジーフィジーフィジー

のののの主食主食主食主食）、）、）、）、それにそれにそれにそれに美美美美しいしいしいしいサンゴサンゴサンゴサンゴ礁礁礁礁のののの海海海海をををを見見見見てててて、、、、またまたまたまたフィジーフィジーフィジーフィジーのののの冬冬冬冬であるであるであるである 7月月月月のののの温暖温暖温暖温暖なななな気候気候気候気候をををを
経験経験経験経験してしてしてして納得納得納得納得しましたしましたしましたしました。。。。 
パパイヤパパイヤパパイヤパパイヤととととヤシヤシヤシヤシのののの木木木木にはにはにはには、、、、数回数回数回数回のののの開花分開花分開花分開花分のののの大小大小大小大小のののの果実果実果実果実がががが鈴鈴鈴鈴なりしていますなりしていますなりしていますなりしています。。。。パンパンパンパンのののの木木木木やややや

マンゴウマンゴウマンゴウマンゴウのののの木木木木ではではではでは数回数回数回数回のののの開花分開花分開花分開花分のののの果実果実果実果実がががが同時同時同時同時にににに実実実実ることはないようですがることはないようですがることはないようですがることはないようですが、、、、実実実実りりりり豊豊豊豊かなかなかなかな木木木木

であることにであることにであることにであることに変変変変わりはありませんわりはありませんわりはありませんわりはありません。。。。マンゴウマンゴウマンゴウマンゴウのののの木木木木はいたるはいたるはいたるはいたる所所所所にあってにあってにあってにあって、、、、首都首都首都首都ののののスバスバスバスバでもでもでもでも幹幹幹幹

周周周周りりりり 3m 前後前後前後前後のののの巨木巨木巨木巨木をををを何本何本何本何本もももも見見見見ることができますることができますることができますることができます。。。。マンゴウマンゴウマンゴウマンゴウのののの木木木木がががが巨木巨木巨木巨木にににに育育育育つことにはつことにはつことにはつことには驚驚驚驚

かされましたかされましたかされましたかされました。。。。パパイヤパパイヤパパイヤパパイヤのののの木木木木はははは空空空空きききき地地地地などにもなどにもなどにもなどにも見見見見られられられられ、、、、収穫収穫収穫収穫されることなくされることなくされることなくされることなく落果落果落果落果してしましてしましてしましてしま

ううううマンゴウマンゴウマンゴウマンゴウややややパパイヤパパイヤパパイヤパパイヤのののの実実実実もももも多多多多いようですいようですいようですいようです。。。。 
パンパンパンパンのののの木木木木のののの実実実実はははは甘甘甘甘みのみのみのみの少少少少ないないないないサツマイモサツマイモサツマイモサツマイモにににに近近近近いいいい味味味味でででで、、、、大大大大きさはりんごのきさはりんごのきさはりんごのきさはりんごの「「「「世界一世界一世界一世界一」」」」よりよりよりより

少少少少しししし大大大大きいときいときいときいと感感感感じましたじましたじましたじました。。。。ダロダロダロダロ芋芋芋芋はははは味味味味もももも食感食感食感食感ももももサトイモサトイモサトイモサトイモにににに近近近近いといといといと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、キャッサバキャッサバキャッサバキャッサバ

のののの味味味味とととと食感食感食感食感はははは甘甘甘甘みのみのみのみの少少少少ないないないない栗栗栗栗だとだとだとだと表現表現表現表現しておきますしておきますしておきますしておきます。。。。スバスバスバスバではどのではどのではどのではどのマーケットマーケットマーケットマーケットでもでもでもでも米米米米がががが入入入入

手手手手できるのでできるのでできるのでできるので、、、、ごごごご飯飯飯飯をををを主体主体主体主体としたとしたとしたとした食事食事食事食事をしていますがをしていますがをしていますがをしていますが、、、、隣国隣国隣国隣国トンガトンガトンガトンガにににに赴任赴任赴任赴任したしたしたしたボランティボランティボランティボランティ

アアアアからはからはからはからは、、、、毎日毎日毎日毎日ダロダロダロダロ芋芋芋芋のののの食事食事食事食事をををを続続続続けているとのけているとのけているとのけているとのメールメールメールメールがきましたがきましたがきましたがきました。。。。 
    次回次回次回次回ははははフィジーフィジーフィジーフィジーでででで見見見見かけたかけたかけたかけた動物動物動物動物につにつにつについていていていて報告報告報告報告したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県のののの「「「「かにっこかにっこかにっこかにっこ館館館館」」」」

にににに情報情報情報情報があるかどうかがあるかどうかがあるかどうかがあるかどうか知知知知りませんがりませんがりませんがりませんが、、、、海岸海岸海岸海岸でででで見見見見つけたつけたつけたつけた跳跳跳跳ぶことのできるぶことのできるぶことのできるぶことのできるカニカニカニカニのののの情報情報情報情報などをなどをなどをなどを

おおおお伝伝伝伝えしたいとえしたいとえしたいとえしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。 
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     スバスバスバスバ（（（（首都首都首都首都））））でででで最最最最もよくもよくもよくもよく見見見見かけるかけるかけるかける動物動物動物動物はははは犬犬犬犬をををを除除除除くとくとくとくと、、、、マイナマイナマイナマイナとととと呼呼呼呼ばれるばれるばれるばれる小鳥小鳥小鳥小鳥ととととマングーマングーマングーマングー

ススススでどちらもでどちらもでどちらもでどちらも外来種外来種外来種外来種ですですですです。。。。マイナマイナマイナマイナはははは 1904年年年年までにまでにまでにまでに原産地原産地原産地原産地ののののインドインドインドインド及及及及びびびび東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアからからからからフィフィフィフィ

ジージージージーにににに害虫駆除害虫駆除害虫駆除害虫駆除のためのためのためのため移入移入移入移入されされされされ、、、、マングースマングースマングースマングースはははは 1870年頃年頃年頃年頃ににににカリブカリブカリブカリブ海海海海のののの島島島島々々々々にげっにげっにげっにげっ歯類歯類歯類歯類をををを生生生生

物物物物コントロールコントロールコントロールコントロールするためするためするためするため移入移入移入移入されたようですされたようですされたようですされたようです。。。。マングースマングースマングースマングースはははは 1883 年年年年ににににハワイハワイハワイハワイにににに移入移入移入移入されされされされ、、、、

そのそのそのその後後後後ににににフィジーフィジーフィジーフィジーにもにもにもにも移入移入移入移入されたとされたとされたとされたとインターネットインターネットインターネットインターネットにでていますにでていますにでていますにでています。。。。マイナマイナマイナマイナはあまりはあまりはあまりはあまり人人人人やややや車車車車

をををを恐恐恐恐れずれずれずれず、、、、道路道路道路道路でででで餌餌餌餌をををを探探探探しているしているしているしている時時時時はははは、、、、人人人人であればであればであればであれば２２２２,3ｍｍｍｍ位位位位にににに、、、、車車車車であればであればであればであれば１１１１ｍｍｍｍ位位位位にににに近近近近づくづくづくづく

まではまではまではまでは逃逃逃逃げませんげませんげませんげません。。。。マングースマングースマングースマングースはそれよりははそれよりははそれよりははそれよりは用用用用心深心深心深心深くくくく、、、、7,8ｍｍｍｍまでまでまでまで近近近近づくとづくとづくとづくと逃逃逃逃げていきますげていきますげていきますげていきます。。。。

マングースマングースマングースマングースのののの写真写真写真写真はははは、、、、排水管排水管排水管排水管にににに身体身体身体身体をををを隠隠隠隠しししし辺辺辺辺りのりのりのりの様子様子様子様子をををを伺伺伺伺っているところをっているところをっているところをっているところをアパートアパートアパートアパートののののベベベベ

ランダランダランダランダからからからから写写写写したものですしたものですしたものですしたものです。。。。 
    フィジーフィジーフィジーフィジーはははは通通通通りりりり雨雨雨雨がががが多多多多いのでしばしばいのでしばしばいのでしばしばいのでしばしば虹虹虹虹をををを見見見見ることができますることができますることができますることができます。。。。夕焼夕焼夕焼夕焼けのけのけのけの空空空空にでたにでたにでたにでた虹虹虹虹をををを

写真写真写真写真にににに撮撮撮撮ったところったところったところったところコウモリコウモリコウモリコウモリがががが写写写写っていましたっていましたっていましたっていました。。。。夕方夕方夕方夕方になるとになるとになるとになるとフルーツコウモリフルーツコウモリフルーツコウモリフルーツコウモリががががアパーアパーアパーアパー

トトトトのののの近近近近くをくをくをくを毎日飛毎日飛毎日飛毎日飛びびびび交交交交うのでうのでうのでうので、、、、何度何度何度何度かかかか写真写真写真写真にににに撮撮撮撮ろうとしたのですがろうとしたのですがろうとしたのですがろうとしたのですが、、、、うまくうまくうまくうまく撮撮撮撮れなかったれなかったれなかったれなかった

のにのにのにのに偶然撮偶然撮偶然撮偶然撮ることができましたることができましたることができましたることができました。。。。フルーツコウモリフルーツコウモリフルーツコウモリフルーツコウモリはははは翼翼翼翼をををを広広広広げるとげるとげるとげると 1.5mにもなるにもなるにもなるにもなる種類種類種類種類がいがいがいがい

るそうでするそうでするそうでするそうです。。。。写真写真写真写真ののののコウモリコウモリコウモリコウモリはそれほどはそれほどはそれほどはそれほど大大大大きくはないもののきくはないもののきくはないもののきくはないものの、、、、伝書伝書伝書伝書バトバトバトバトよりはよりはよりはよりは大大大大きいときいときいときいと思思思思

いますいますいますいます。。。。 
    スバスバスバスバはははは緑豊緑豊緑豊緑豊かなところですがかなところですがかなところですがかなところですが、、、、昆虫昆虫昆虫昆虫がががが非常非常非常非常にににに少少少少ないとないとないとないと思思思思いますいますいますいます。。。。ただしそれはただしそれはただしそれはただしそれは私私私私がががが自然自然自然自然

豊豊豊豊かなかなかなかな鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県でででで暮暮暮暮らしていたかららしていたかららしていたかららしていたから感感感感じることかもしれませんじることかもしれませんじることかもしれませんじることかもしれません。。。。JICAののののボランティアボランティアボランティアボランティア等等等等にはにはにはには

昆虫昆虫昆虫昆虫がががが少少少少ないというないというないというないという私私私私にににに同感同感同感同感するするするする人人人人もいますがもいますがもいますがもいますが、、、、中中中中にはにはにはにはフィジーフィジーフィジーフィジーはははは昆虫昆虫昆虫昆虫がががが多多多多いといういといういといういという人人人人もももも

いますいますいますいます。。。。昆虫昆虫昆虫昆虫がががが少少少少ないことのないことのないことのないことの証証証証となるととなるととなるととなると思思思思うのはうのはうのはうのは、、、、スバスバスバスバではではではでは屋外屋外屋外屋外にににに張張張張ったったったったクモクモクモクモのののの巣巣巣巣をををを見見見見たたたた

ことがなくことがなくことがなくことがなく、、、、国際空港国際空港国際空港国際空港のあるのあるのあるのあるナンディーナンディーナンディーナンディーでででで一一一一つだけつだけつだけつだけ見見見見たことですたことですたことですたことです。。。。昆虫昆虫昆虫昆虫がががが少少少少ないためないためないためないためクモクモクモクモ

があまりがあまりがあまりがあまり繁殖繁殖繁殖繁殖できないのだろうとできないのだろうとできないのだろうとできないのだろうと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。トンボトンボトンボトンボやややや蝶蝶蝶蝶、、、、バッタバッタバッタバッタもももも見見見見かけますがかけますがかけますがかけますが、、、、種類種類種類種類

もももも数数数数もももも少少少少ないようですないようですないようですないようです。。。。 
    インターネットインターネットインターネットインターネットでででで「「「「カニカニカニカニ、、、、横這横這横這横這いいいい、、、、歩歩歩歩きききき方方方方」」」」等等等等ををををキーワードキーワードキーワードキーワードにににに検索検索検索検索するとするとするとすると多多多多くのくのくのくの情報情報情報情報がががが

ヒットヒットヒットヒットしますしますしますします。。。。このなかでこのなかでこのなかでこのなかで、、、、東海大学海洋科学博物館東海大学海洋科学博物館東海大学海洋科学博物館東海大学海洋科学博物館のののの「「「「海海海海のはくぶつかんのはくぶつかんのはくぶつかんのはくぶつかん」」」」2001年年年年 5月月月月
号号号号のののの記事記事記事記事ははははカニカニカニカニのののの歩歩歩歩きききき方方方方にににに関関関関してしてしてして解説解説解説解説していますしていますしていますしています。。。。しかししかししかししかし、、、、跳跳跳跳ぶぶぶぶカニカニカニカニについてはこのについてはこのについてはこのについてはこの解説解説解説解説

にはにはにはには見見見見られないしられないしられないしられないし、、、、いろいろさがしてもいろいろさがしてもいろいろさがしてもいろいろさがしても見見見見つかりませんつかりませんつかりませんつかりません。。。。わずかにわずかにわずかにわずかにハワイハワイハワイハワイのののの ghost crabがががが
ときどきときどきときどきときどき走走走走るるるる替替替替わりにわりにわりにわりにジャンプジャンプジャンプジャンプするというするというするというするという記事記事記事記事をををを見見見見つけただけですつけただけですつけただけですつけただけです。。。。フィジーフィジーフィジーフィジーのののの首都首都首都首都スバスバスバスバ

にあるにあるにあるにある南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学ののののキャンパスキャンパスキャンパスキャンパスがががが接接接接するするするする海岸海岸海岸海岸ではではではでは跳跳跳跳ぶぶぶぶカニカニカニカニ（（（（ミナミイワガニミナミイワガニミナミイワガニミナミイワガニ？）？）？）？）をををを見見見見るるるる

ことができますことができますことができますことができます。。。。写真写真写真写真はははは干潮時干潮時干潮時干潮時にににに現現現現れるれるれるれる岩岩岩岩のののの塊塊塊塊まりにまりにまりにまりに向向向向かってかってかってかって岸岸岸岸のののの方方方方からからからから跳跳跳跳ぶぶぶぶ寸前寸前寸前寸前ののののカニカニカニカニ

をををを写写写写したところですしたところですしたところですしたところです。。。。    撮影直後撮影直後撮影直後撮影直後にこのにこのにこのにこのカニカニカニカニはははは 40cm 程程程程をををを跳跳跳跳んでんでんでんで岩岩岩岩のののの塊塊塊塊にににに登登登登りりりり、、、、餌餌餌餌をををを取取取取るるるる

行動行動行動行動をしていましたをしていましたをしていましたをしていました。。。。残念残念残念残念ながらながらながらながら写真写真写真写真ではそのではそのではそのではその動動動動きのきのきのきの全全全全体体体体をををを伝伝伝伝ええええることはできませんることはできませんることはできませんることはできません。。。。カカカカ

ニニニニがががが岩岩岩岩のののの塊塊塊塊にににに向向向向かってかってかってかって跳跳跳跳んでんでんでんで手手手手前前前前のののの海海海海面面面面にににに着着着着水水水水しししし、「、「、「、「水水水水切切切切りりりり」」」」でででで小小小小石石石石がががが水水水水面面面面をををを跳跳跳跳ねねねねるようにるようにるようにるように、、、、

水水水水面面面面をををを跳跳跳跳ねねねねていくところをていくところをていくところをていくところを動動動動画画画画としてとしてとしてとして撮撮撮撮っていますのでっていますのでっていますのでっていますので、、、、帰帰帰帰鳥鳥鳥鳥したしたしたした折折折折にににに紹介紹介紹介紹介できるかもしできるかもしできるかもしできるかもし

れませんれませんれませんれません。。。。 



    またまたまたまた南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学ののののキャンパスキャンパスキャンパスキャンパスのののの近近近近くのくのくのくの海岸海岸海岸海岸ではではではでは、、、、黄色黄色黄色黄色いいいいハハハハササササミミミミののののシシシシオオオオマネキマネキマネキマネキをををを見見見見るこるこるこるこ

とができますとができますとができますとができます。。。。初初初初めてこのめてこのめてこのめてこのカニカニカニカニをををを見見見見たときはたときはたときはたときは黄色黄色黄色黄色いいいい花花花花びらがびらがびらがびらが海岸海岸海岸海岸にににに落落落落ちているとちているとちているとちていると思思思思ってしってしってしってし

まいましたまいましたまいましたまいました。。。。 

 

 
 



 
 

 



  JICA シニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信 3 
 
    南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学 
ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動のののの拠点拠点拠点拠点であるであるであるである南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学についてについてについてについて、、、、そのそのそのそのホームページホームページホームページホームページにににに記載記載記載記載されてされてされてされて

いるいるいるいる内容内容内容内容からのからのからのからの紹介紹介紹介紹介ですですですです。。。。同大学同大学同大学同大学はははは赤道付近赤道付近赤道付近赤道付近のののの太平洋太平洋太平洋太平洋ののののヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパのののの面積面積面積面積のののの 3 倍以上倍以上倍以上倍以上のののの海海海海

域域域域にににに散在散在散在散在するするするする 12のののの島国島国島国島国のののの政府政府政府政府によってによってによってによって設立設立設立設立されているされているされているされている大学大学大学大学ですですですです。。。。これらのこれらのこれらのこれらの島国島国島国島国のののの面積面積面積面積のののの合合合合

計計計計ははははデンマークデンマークデンマークデンマークのののの面積面積面積面積にほぼにほぼにほぼにほぼ等等等等しくしくしくしく（（（（九州九州九州九州のののの面積面積面積面積にほぼにほぼにほぼにほぼ等等等等しいしいしいしい）、）、）、）、人口人口人口人口のののの合計合計合計合計はははは約約約約 130万人万人万人万人
（（（（最最最最もももも少少少少ないないないないトケラウトケラウトケラウトケラウはははは 1600人人人人、、、、最多最多最多最多ののののフィジーフィジーフィジーフィジーはははは約約約約 83万人万人万人万人））））ですですですです。。。。これらのこれらのこれらのこれらの国国国国のののの中中中中にににに

はははは、、、、地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化にににに関連関連関連関連してよくしてよくしてよくしてよく知知知知られるようになったられるようになったられるようになったられるようになったツバルツバルツバルツバルがががが含含含含まれていますまれていますまれていますまれています。。。。メインメインメインメインのののの

キャンパスキャンパスキャンパスキャンパスははははスバスバスバスバ(フィジーフィジーフィジーフィジーのののの首都首都首都首都)にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、トケウラトケウラトケウラトケウラややややツバルツバルツバルツバルをををを含含含含めてめてめてめて全全全全てのてのてのての国国国国ににににキキキキ

ャンパスャンパスャンパスャンパスがががが設置設置設置設置されているそうですされているそうですされているそうですされているそうです。。。。スバスバスバスバののののキャンパスキャンパスキャンパスキャンパスははははリゾートリゾートリゾートリゾート地地地地をををを思思思思わせるわせるわせるわせる程緑程緑程緑程緑にににに囲囲囲囲

まれていますまれていますまれていますまれています（（（（キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス１１１１，，，，２２２２，，，，３３３３）。）。）。）。キャンパスキャンパスキャンパスキャンパスにはにはにはには職員用職員用職員用職員用のののの住宅住宅住宅住宅がありがありがありがあり、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園もももも設設設設

置置置置されていますされていますされていますされています。。。。 
 
ラグビーラグビーラグビーラグビー 
フィジーフィジーフィジーフィジーでもっともでもっともでもっともでもっとも盛盛盛盛んなんなんなんなスポーツスポーツスポーツスポーツははははラグビーラグビーラグビーラグビーですですですです。。。。フィジーフィジーフィジーフィジーのののの人口人口人口人口はははは 8３３３３万人程万人程万人程万人程ですがですがですがですが、、、、

1 億億億億２２２２千万人千万人千万人千万人のののの中中中中からからからから構成構成構成構成されたされたされたされたラグビーラグビーラグビーラグビー日本日本日本日本代表代表代表代表チームチームチームチームをををを凌凌凌凌ぐぐぐぐ実力実力実力実力をををを持持持持つつつつチームチームチームチームがあるがあるがあるがある

ようですようですようですようです。。。。しかししかししかししかし、、、、インターネットインターネットインターネットインターネットのののの情報情報情報情報ではではではでは、、、、2006年年年年からからからから 2007年年年年のののの男女合計男女合計男女合計男女合計のののの競技人競技人競技人競技人

口口口口はははは、、、、日本日本日本日本がががが 12.5万人万人万人万人（（（（約約約約 1000人人人人にににに対対対対しししし１１１１人人人人））））にににに対対対対ししししフィジーフィジーフィジーフィジー8.7万人万人万人万人（（（（約約約約 10人人人人にににに対対対対しししし
1人人人人））））となっていますのでとなっていますのでとなっていますのでとなっていますので、、、、フィジーラグビーフィジーラグビーフィジーラグビーフィジーラグビーのののの実力実力実力実力がががが日本日本日本日本ラグビーラグビーラグビーラグビーのののの実力実力実力実力をををを上回上回上回上回ってもそってもそってもそってもそ

れほどれほどれほどれほど不思議不思議不思議不思議ではないのかもしれませんではないのかもしれませんではないのかもしれませんではないのかもしれません。。。。国国国国のののの人口人口人口人口にににに占占占占めるめるめるめる先住先住先住先住ののののフィジーフィジーフィジーフィジー人人人人はははは 57％、％、％、％、イイイイ
ンドンドンドンド系住民系住民系住民系住民 37％％％％そのそのそのその他他他他はははは６６６６％％％％(2007年調査年調査年調査年調査)でありでありでありであり、、、、インドインドインドインド系住民系住民系住民系住民ががががラグビーラグビーラグビーラグビーをしているのをしているのをしているのをしているの

をあまりをあまりをあまりをあまり見見見見かけないことからかけないことからかけないことからかけないことから、、、、先住先住先住先住ののののフィジーフィジーフィジーフィジー人人人人ががががラグビーラグビーラグビーラグビーにににに対対対対してどれほどしてどれほどしてどれほどしてどれほど熱狂的熱狂的熱狂的熱狂的かかかか推推推推

察察察察できるとできるとできるとできると思思思思いますいますいますいます。。。。写真写真写真写真のののの南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学ラグビーラグビーラグビーラグビー場場場場（（（（キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス４４４４））））ではではではでは同時同時同時同時にににに 2 試合試合試合試合
ができますしができますしができますしができますし、、、、アパートアパートアパートアパートのののの近近近近くのくのくのくの公園公園公園公園ではではではでは同時同時同時同時にににに４４４４試合試合試合試合ののののラグビーラグビーラグビーラグビーがががが行行行行われることがありわれることがありわれることがありわれることがあり

ますますますます。。。。 
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キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス２２２２ 
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  シニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信４４４４（（（（フィジーフィジーフィジーフィジーのののの交通事情交通事情交通事情交通事情））））8月月月月 27日日日日 
 
フィジーフィジーフィジーフィジーにはにはにはには主要作物主要作物主要作物主要作物であるであるであるであるサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビをををを運搬運搬運搬運搬するするするする鉄道鉄道鉄道鉄道はありますがはありますがはありますがはありますが、、、、旅客旅客旅客旅客

をををを乗乗乗乗せるせるせるせる鉄道鉄道鉄道鉄道はありませんはありませんはありませんはありません。。。。公共交通公共交通公共交通公共交通ははははタクシータクシータクシータクシーととととバスバスバスバスですですですです。。。。 
市内市内市内市内をををを走走走走るるるるバスバスバスバスのののの乗車口乗車口乗車口乗車口にににに扉扉扉扉はははは無無無無くくくく、、、、多多多多くのくのくのくのバスバスバスバスにはにはにはには窓枠窓枠窓枠窓枠だけでだけでだけでだけで、、、、窓窓窓窓はははは付付付付いいいい

ていませんていませんていませんていません。。。。バスバスバスバスにはにはにはには冷房装置冷房装置冷房装置冷房装置がないのでがないのでがないのでがないので、、、、窓窓窓窓のないのないのないのないバスバスバスバスのほうがむのほうがむのほうがむのほうがむしろしろしろしろ快適快適快適快適

ですですですです。。。。雨雨雨雨のときはのときはのときはのときは窓枠窓枠窓枠窓枠のののの上上上上にあるにあるにあるにあるビニールシートビニールシートビニールシートビニールシートをををを下下下下ろしますろしますろしますろします。。。。降車時降車時降車時降車時はははは窓枠窓枠窓枠窓枠

のののの上上上上にににに張張張張ってあるってあるってあるってある紐紐紐紐をををを引引引引っっっっ張張張張ってってってって運転手運転手運転手運転手にににに知知知知らせますらせますらせますらせます。。。。このこのこのこの紐紐紐紐がががが日本日本日本日本ののののバスバスバスバスのののの

降車降車降車降車ボタンボタンボタンボタンのののの役役役役をををを果果果果たしているのですたしているのですたしているのですたしているのです。。。。 
市内市内市内市内ののののバスバスバスバス停停停停のののの間隔間隔間隔間隔はははは短短短短くくくく、、、、多多多多くのくのくのくの場合場合場合場合 200ｍｍｍｍ以下以下以下以下（（（（100m程度程度程度程度のところもあのところもあのところもあのところもあ

るるるる））））のののの距離距離距離距離でででで次次次次ののののバスバスバスバス停停停停にににに着着着着きますきますきますきます。。。。さらにさらにさらにさらに乗車乗車乗車乗車するするするする意思意思意思意思をををを示示示示すすすす人人人人がいるとがいるとがいるとがいるとババババ

スススス停停停停でないでないでないでない所所所所でもでもでもでも止止止止まるのでまるのでまるのでまるので、、、、停留所付近停留所付近停留所付近停留所付近ででででバスバスバスバスをををを見見見見てもてもてもてもバスバスバスバス停停停停へへへへ走走走走るるるる人人人人はははは見見見見

ませんませんませんません。。。。便利便利便利便利だとだとだとだと言言言言えますがえますがえますがえますが、、、、発進時発進時発進時発進時にはにはにはには目目目目にににに見見見見えるえるえるえる排気排気排気排気ガスガスガスガスをををを多量多量多量多量にににに撒撒撒撒きききき散散散散

ららららすのですのですのですので困困困困りますりますりますります。。。。 
運転手運転手運転手運転手にににに乗車券乗車券乗車券乗車券をををを要求要求要求要求ししししないのはないのはないのはないのは違反違反違反違反でででで、、、、乗車券乗車券乗車券乗車券のののの提示提示提示提示をををを求求求求められためられためられためられた時時時時にににに提提提提

示示示示できないとできないとできないとできないと、、、、50ドルドルドルドル（（（（約約約約 2500円円円円））））からからからから 500ドルドルドルドルのののの罰金罰金罰金罰金をををを科科科科せられることがせられることがせられることがせられることが

あるあるあるある旨旨旨旨、、、、フロントガラスフロントガラスフロントガラスフロントガラスにににに掲示掲示掲示掲示されていされていされていされていますますますます。。。。市内市内市内市内ののののバスバスバスバス料金料金料金料金はははは 70セントセントセントセント（（（（約約約約

35円円円円））））ですからですからですからですから、、、、罰金罰金罰金罰金のののの大大大大きさがきさがきさがきさが分分分分かりますかりますかりますかります。。。。半年以上半年以上半年以上半年以上バスバスバスバス通勤通勤通勤通勤をしていますをしていますをしていますをしています

がががが、、、、乗車券乗車券乗車券乗車券をををを要求要求要求要求するするするする人人人人をををを見見見見たことはありませんたことはありませんたことはありませんたことはありません。。。。私私私私もももも乗車券乗車券乗車券乗車券をををを要求要求要求要求したことしたことしたことしたこと

はありませんがはありませんがはありませんがはありませんが、、、、一度一度一度一度だけだけだけだけ乗車券乗車券乗車券乗車券をををを渡渡渡渡されたことがありますされたことがありますされたことがありますされたことがあります。。。。バスバスバスバス料金料金料金料金はははは開放開放開放開放

されされされされたたたた箱箱箱箱やややや運転手運転手運転手運転手ののののポケットポケットポケットポケットにににに保管保管保管保管されるのでされるのでされるのでされるので、、、、乗客乗客乗客乗客がががが乗車券乗車券乗車券乗車券をををを受受受受けけけけ取取取取らないらないらないらない

とととと、、、、運転手運転手運転手運転手がががが不正不正不正不正をををを行行行行うううう気気気気になればそれをになればそれをになればそれをになればそれを防防防防ぐことはできないでしょうぐことはできないでしょうぐことはできないでしょうぐことはできないでしょう。。。。 
あるあるあるある日日日日バスバスバスバス停停停停でででで通勤通勤通勤通勤バスバスバスバスのののの到着到着到着到着をををを待待待待つつつつ 5 分分分分ほどのほどのほどのほどの間間間間、、、、目目目目のののの前前前前をををを通通通通りりりり過過過過ぎるぎるぎるぎる車車車車

をををを数数数数えたところえたところえたところえたところ 100 台台台台をををを越越越越えましたえましたえましたえました。。。。約半数約半数約半数約半数ががががタクシータクシータクシータクシーでででで、、、、残残残残りのりのりのりの約半数約半数約半数約半数がががが乗乗乗乗

用車用車用車用車ととととトラックトラックトラックトラックがががが３３３３台台台台でしたでしたでしたでした。。。。タクシータクシータクシータクシーのののの数数数数がががが非常非常非常非常にににに多多多多いといといといと感感感感じますじますじますじます。。。。タクシタクシタクシタクシ

ーーーーのののの多多多多くはくはくはくは日本車日本車日本車日本車でででで、、、、なかにはなかにはなかにはなかにはエアスポイラーエアスポイラーエアスポイラーエアスポイラーがががが付付付付いたいたいたいた車車車車やややや、、、、日本日本日本日本ののののタクシータクシータクシータクシー

会社会社会社会社のののの名前名前名前名前がががが書書書書かれたままのかれたままのかれたままのかれたままの車車車車もありますもありますもありますもあります。。。。乗用車乗用車乗用車乗用車にににに比比比比べてべてべてべてタクシータクシータクシータクシーにはにはにはには年式年式年式年式

のののの古古古古いいいい車車車車がががが使使使使われているのがわれているのがわれているのがわれているのが良良良良くくくく分分分分かりますかりますかりますかります。。。。 
スバスバスバスバでのでのでのでのタクシータクシータクシータクシー初乗初乗初乗初乗りはりはりはりは 1.5ドルドルドルドルでででで 6km前後乗車前後乗車前後乗車前後乗車ししししたときのたときのたときのたときの料金料金料金料金がががが 3ドルドルドルドル
だったのだったのだったのだったのとととと、、、、ガソリンガソリンガソリンガソリン価格価格価格価格はははは日本日本日本日本とととと大大大大きくはきくはきくはきくは変変変変わらないわらないわらないわらないということですからということですからということですからということですから労労労労

働対価働対価働対価働対価はははは非常非常非常非常にににに低低低低いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。スバスバスバスバののののタクシータクシータクシータクシーにはにはにはにはメーターメーターメーターメーターがががが付付付付いていますいていますいていますいています

がががが、、、、国際空港国際空港国際空港国際空港のあるのあるのあるのあるナンディーナンディーナンディーナンディーではではではではタクシータクシータクシータクシーににににメーターメーターメーターメーターがががが付付付付いていないのはいていないのはいていないのはいていないのは普普普普

通通通通のことのようでのことのようでのことのようでのことのようで、、、、発車前発車前発車前発車前にににに料金料金料金料金のののの交渉交渉交渉交渉をするをするをするをする必要必要必要必要があるようですがあるようですがあるようですがあるようです。。。。    私私私私もももも運運運運

転手転手転手転手がががが 8ドルドルドルドルとととと言言言言うのをうのをうのをうのを 6ドルドルドルドルにしてもらったことがありますにしてもらったことがありますにしてもらったことがありますにしてもらったことがあります。。。。ホテルホテルホテルホテルでででで従業従業従業従業

員員員員にににに尋尋尋尋ねたところねたところねたところねたところ、、、、私私私私がががが乗車乗車乗車乗車したしたしたした区間区間区間区間であればであればであればであれば 7 ドルドルドルドル程度程度程度程度だろうとだろうとだろうとだろうと言言言言っていまっていまっていまっていま

したしたしたした。。。。スバスバスバスバよりはよりはよりはよりは割高割高割高割高のののの料金料金料金料金のようですのようですのようですのようです。。。。 



 

 

 
                                        バスバスバスバスととととタクタクタクタクシーシーシーシー 

 
 

バスバスバスバスのののの車内車内車内車内 

 
 
 
 



  シニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信 5    (カバカバカバカバ)    9月月月月 1日日日日 
 
カバカバカバカバとはとはとはとはヤンゴナヤンゴナヤンゴナヤンゴナというというというという植物植物植物植物のののの根根根根をををを粉粉粉粉にしたものをにしたものをにしたものをにしたものを水水水水でででで濾濾濾濾したしたしたした、、、、フィジーフィジーフィジーフィジーのののの

日常的飲日常的飲日常的飲日常的飲みみみみ物物物物ですですですです。。。。粉粉粉粉のののの入入入入ったったったった袋袋袋袋がががが繰繰繰繰りりりり返返返返しししし水水水水にににに浸浸浸浸されてはされてはされてはされては搾搾搾搾られられられられ、、、、日本人日本人日本人日本人がががが

泥水泥水泥水泥水のようだとのようだとのようだとのようだと表現表現表現表現することのすることのすることのすることの多多多多いいいいカバカバカバカバをををを、、、、喜喜喜喜んでんでんでんで飲飲飲飲むむむむ日本人日本人日本人日本人はははは少少少少ないようでないようでないようでないようで

すすすす。。。。わたしもわたしもわたしもわたしも JICA 事務所事務所事務所事務所からからからから生水生水生水生水はははは飲飲飲飲まないようにまないようにまないようにまないように注意注意注意注意されているのとされているのとされているのとされているのと、、、、美美美美

味味味味しいとしいとしいとしいと思思思思うううう飲飲飲飲みみみみ物物物物ではなかったのでではなかったのでではなかったのでではなかったので、、、、勧勧勧勧められてめられてめられてめられて飲飲飲飲むことがあってもむことがあってもむことがあってもむことがあっても、、、、積極積極積極積極

的的的的にににに飲飲飲飲むむむむ気気気気にはなりませんにはなりませんにはなりませんにはなりません。。。。 
しかししかししかししかし、、、、勧勧勧勧められためられためられためられた一杯一杯一杯一杯ののののカバカバカバカバをををを飲飲飲飲まないのはまないのはまないのはまないのはフィジーフィジーフィジーフィジーにににに対対対対するするするする侮辱侮辱侮辱侮辱になるになるになるになる

というというというという記述記述記述記述もももも見受見受見受見受けるほどですからけるほどですからけるほどですからけるほどですから、、、、心心心心はははは複雑複雑複雑複雑ですですですです。。。。私私私私ははははフィジーフィジーフィジーフィジー着任着任着任着任のののの歓迎歓迎歓迎歓迎

会会会会ののののほかほかほかほか 2,3 度度度度カバカバカバカバをををを飲飲飲飲んだことがありますんだことがありますんだことがありますんだことがあります。。。。写真写真写真写真はそのはそのはそのはその歓迎会歓迎会歓迎会歓迎会のののの席席席席でででで、、、、歌歌歌歌やややや

踊踊踊踊りをりをりをりを披露披露披露披露してくれたしてくれたしてくれたしてくれたグループグループグループグループののののメンバーメンバーメンバーメンバーによってによってによってによってカバカバカバカバがががが搾搾搾搾られているところられているところられているところられているところ

ですですですです。。。。こうしてできたこうしてできたこうしてできたこうしてできたカバカバカバカバががががヤシヤシヤシヤシのののの殻殻殻殻でででで作作作作られたられたられたられた器器器器でふるまわれましたがでふるまわれましたがでふるまわれましたがでふるまわれましたが、、、、同同同同

期期期期ののののボランティアボランティアボランティアボランティア全員全員全員全員がががが緊張緊張緊張緊張したしたしたした表情表情表情表情でででで飲飲飲飲みみみみ干干干干しましたしましたしましたしました。。。。 
カバカバカバカバにはにはにはにはアルコールアルコールアルコールアルコール飲料飲料飲料飲料とはとはとはとは逆逆逆逆にににに気分気分気分気分をををを沈沈沈沈みこませるみこませるみこませるみこませる働働働働きがあるそうですきがあるそうですきがあるそうですきがあるそうです。。。。

ナンディナンディナンディナンディののののホテルホテルホテルホテルででででカバカバカバカバとととと音楽演奏音楽演奏音楽演奏音楽演奏をををを楽楽楽楽しんでいたしんでいたしんでいたしんでいたグループグループグループグループがががが、、、、演奏演奏演奏演奏をををを終終終終えるえるえるえる

ごとにごとにごとにごとにシーンシーンシーンシーンとしておとしておとしておとしてお通夜通夜通夜通夜のようなのようなのようなのような雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気ででででカバカバカバカバをををを飲飲飲飲みみみみ続続続続けていたのがけていたのがけていたのがけていたのが印象的印象的印象的印象的

でしたでしたでしたでした。。。。このこのこのこの時時時時はははは勧勧勧勧めてくれためてくれためてくれためてくれたカバカバカバカバをををを断断断断ったのったのったのったのですがですがですがですが、、、、険悪険悪険悪険悪なななな雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気になるこになるこになるこになるこ

とはありませんでしたとはありませんでしたとはありませんでしたとはありませんでした。。。。 
 

 



  シニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信 6    (土曜日土曜日土曜日土曜日のののの市場市場市場市場とととと物乞物乞物乞物乞いいいい)    9月月月月 13日日日日 
 
市場市場市場市場 
JICA ののののオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションでででで日曜日日曜日日曜日日曜日のののの午前中午前中午前中午前中はなるだけはなるだけはなるだけはなるだけ出歩出歩出歩出歩かないようにかないようにかないようにかないように

教教教教えられましたえられましたえられましたえられました。。。。人人人人々々々々がががが午前中午前中午前中午前中をををを教会教会教会教会でででで過過過過ごしているのでごしているのでごしているのでごしているので人通人通人通人通りがりがりがりが少少少少なくなりなくなりなくなりなくなり、、、、

金持金持金持金持ちとちとちとちと見見見見られがちのられがちのられがちのられがちの日本人日本人日本人日本人ははははひったくりなどのひったくりなどのひったくりなどのひったくりなどの犯罪犯罪犯罪犯罪にににに遭遭遭遭うううう可能性可能性可能性可能性がががが高高高高くなるくなるくなるくなる

そうそうそうそうですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、午後午後午後午後になってもになってもになってもになっても人出人出人出人出はなくはなくはなくはなく、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの商店商店商店商店はははは閉閉閉閉じてじてじてじていまいまいまいま

すすすす。。。。 
かわりにかわりにかわりにかわりに土曜日土曜日土曜日土曜日はははは人出人出人出人出がががが多多多多くくくく魚市場魚市場魚市場魚市場やややや野菜市場野菜市場野菜市場野菜市場もももも賑賑賑賑わいをわいをわいをわいを見見見見せますせますせますせます。。。。野菜野菜野菜野菜やややや

魚魚魚魚ははははスーパーマスーパーマスーパーマスーパーマーケットーケットーケットーケットでもでもでもでも手手手手にににに入入入入るのですがるのですがるのですがるのですが、、、、種類種類種類種類のののの多多多多さやさやさやさや価格価格価格価格がががが幾分安幾分安幾分安幾分安いいいい

こともあってこともあってこともあってこともあって、、、、市場市場市場市場にににに出出出出かけることもかけることもかけることもかけることも多多多多くなりますくなりますくなりますくなります。。。。しかししかししかししかし地面地面地面地面にににに並並並並べられたべられたべられたべられた

りりりり、、、、流流流流しのようなしのようなしのようなしのような台台台台にににに日差日差日差日差しがしがしがしが当当当当たったたったたったたった状態状態状態状態でならべてあるでならべてあるでならべてあるでならべてある水産物水産物水産物水産物をををを見見見見るとるとるとると食食食食

欲欲欲欲がそがれがそがれがそがれがそがれ、、、、6 ヶヶヶヶ月月月月のののの間間間間にににに魚魚魚魚ととととシャコガイシャコガイシャコガイシャコガイをそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ１１１１度購入度購入度購入度購入したにしたにしたにしたに過過過過ぎませぎませぎませぎませ

んんんん。。。。それでもそれでもそれでもそれでも市場市場市場市場でででで売売売売られているられているられているられている水産物水産物水産物水産物のののの種類種類種類種類にににに興味興味興味興味をををを惹惹惹惹かれてかれてかれてかれて出出出出かけていまかけていまかけていまかけていま

すすすす。。。。 
野菜市場野菜市場野菜市場野菜市場にはにはにはには結構大結構大結構大結構大きなきなきなきな建物建物建物建物がありますががありますががありますががありますが、、、、市場市場市場市場はははは建物建物建物建物のののの周周周周りにまでりにまでりにまでりにまで広広広広がっがっがっがっ

ていますていますていますています。。。。野菜野菜野菜野菜のののの育育育育ちもいいだろうとちもいいだろうとちもいいだろうとちもいいだろうと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、たまねぎたまねぎたまねぎたまねぎ、、、、トマトトマトトマトトマト、、、、大根大根大根大根

はははは日本日本日本日本のものにのものにのものにのものに比比比比べるとべるとべるとべると小小小小さなものさなものさなものさなものしかしかしかしか見見見見たことがありませんたことがありませんたことがありませんたことがありません。。。。 
 
物乞物乞物乞物乞いいいい 
土曜日土曜日土曜日土曜日にはにはにはには通通通通りにりにりにりに物乞物乞物乞物乞いのいのいのいの人人人人のののの数数数数がががが多多多多くなりますくなりますくなりますくなります。。。。物乞物乞物乞物乞いのいのいのいの人人人人はははは人通人通人通人通りのりのりのりの多多多多

いいいい歩道歩道歩道歩道にににに立立立立ったりったりったりったり座座座座ったりしてったりしてったりしてったりして、、、、手手手手やややや硬貨硬貨硬貨硬貨のののの入入入入ったったったった缶缶缶缶をををを差差差差しししし出出出出していますしていますしていますしています。。。。通通通通

行行行行のののの邪魔邪魔邪魔邪魔にはなっているのですがにはなっているのですがにはなっているのですがにはなっているのですが、、、、邪魔者扱邪魔者扱邪魔者扱邪魔者扱いするいするいするいする人人人人をををを見見見見かけたことはなくかけたことはなくかけたことはなくかけたことはなく、、、、

硬貨硬貨硬貨硬貨をあげているをあげているをあげているをあげている人人人人をよくをよくをよくをよく見見見見かけますかけますかけますかけます。。。。 
しかししかししかししかし、、、、国際空港国際空港国際空港国際空港のあるのあるのあるのあるナンディーナンディーナンディーナンディー市市市市でででで、、、、物乞物乞物乞物乞いでいでいでいで得得得得たおたおたおたお金金金金ででででアルコールアルコールアルコールアルコール飲飲飲飲

料料料料をををを飲飲飲飲んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人がいるとしてがいるとしてがいるとしてがいるとして、、、、警察警察警察警察がががが排除排除排除排除するするするする動動動動きをしたというきをしたというきをしたというきをしたという新聞記事新聞記事新聞記事新聞記事をををを

見見見見たことがありますたことがありますたことがありますたことがあります。。。。 
物乞物乞物乞物乞いのいのいのいの人人人人にににに占占占占めるめるめるめる先住先住先住先住フィジーフィジーフィジーフィジー人人人人のののの比率比率比率比率はははは低低低低いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。フィジーフィジーフィジーフィジーのののの政政政政

治治治治にはにはにはには大酋長会議大酋長会議大酋長会議大酋長会議がががが重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をもっているとをもっているとをもっているとをもっていると聞聞聞聞きましたきましたきましたきました。。。。酋長酋長酋長酋長というというというという言葉言葉言葉言葉かかかか

らはらはらはらは部族部族部族部族のののの結束結束結束結束（（（（密接密接密接密接なななな親戚親戚親戚親戚関係関係関係関係））））をををを連想連想連想連想ししししますますますます。。。。着任時着任時着任時着任時ののののフィジーフィジーフィジーフィジー語語語語のののの研修研修研修研修

ではではではでは、、、、先住先住先住先住フィジーフィジーフィジーフィジー人人人人のののの親戚関係親戚関係親戚関係親戚関係はははは複雑複雑複雑複雑だとだとだとだと教教教教えられましたえられましたえられましたえられました。。。。先住先住先住先住フィジーフィジーフィジーフィジー人人人人

にににに物乞物乞物乞物乞いのいのいのいの人人人人のののの比率比率比率比率がががが低低低低いこといこといこといことにににに、、、、複雑複雑複雑複雑にににに関係関係関係関係するするするする親族親族親族親族がががが影響影響影響影響しているのでししているのでししているのでししているのでし

ょうかょうかょうかょうか？？？？子供子供子供子供のののの頃頃頃頃にににに比比比比べるとべるとべるとべると親族親族親族親族のののの関係関係関係関係がががが薄薄薄薄くなったくなったくなったくなった私私私私のののの生活生活生活生活をををを反省反省反省反省するするするする材料材料材料材料

になりそうですになりそうですになりそうですになりそうです。。。。 
 
 



 
魚市場魚市場魚市場魚市場(マングローブガニマングローブガニマングローブガニマングローブガニがががが見見見見えますえますえますえます) 

 
 
 

屋外屋外屋外屋外のののの野菜市場野菜市場野菜市場野菜市場(キャッサバキャッサバキャッサバキャッサバがががが見見見見えますえますえますえます) 

 



  シニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信 7  (バリントニアバリントニアバリントニアバリントニアのののの花花花花)     9月月月月 16日日日日 
 
ブーゲンビリアブーゲンビリアブーゲンビリアブーゲンビリアややややハイビスカスハイビスカスハイビスカスハイビスカスはははは有名有名有名有名ですがですがですがですが、、、、広広広広くくくく知知知知られているとはられているとはられているとはられているとは思思思思えなえなえなえな

いいいいきれいなきれいなきれいなきれいな花花花花がががが、、、、フィジーフィジーフィジーフィジーにはにはにはには数多数多数多数多くありますくありますくありますくあります。。。。 
写真写真写真写真はははは南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学ののののキャンパスキャンパスキャンパスキャンパスでででで撮撮撮撮ったったったったバリントニアバリントニアバリントニアバリントニアのののの花花花花ですですですです。。。。木木木木にににに咲咲咲咲いいいい

ているときもきれいだとているときもきれいだとているときもきれいだとているときもきれいだと思思思思ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、地面地面地面地面にににに落落落落ちていたちていたちていたちていた花花花花があまりがあまりがあまりがあまりにもきにもきにもきにもき

れいにれいにれいにれいに見見見見えたのでえたのでえたのでえたので写真写真写真写真にににに撮撮撮撮りましたりましたりましたりました。。。。バリントニアバリントニアバリントニアバリントニアというというというという名前名前名前名前はははは写真写真写真写真にににに撮撮撮撮ったったったった

ときにときにときにときにはははは知知知知りませんでしたりませんでしたりませんでしたりませんでした。。。。キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス沿沿沿沿いのいのいのいの干潟干潟干潟干潟をををを歩歩歩歩いていたときにいていたときにいていたときにいていたときに不思議不思議不思議不思議

なななな形形形形のののの木木木木のののの実実実実をををを見見見見つけつけつけつけ写真写真写真写真にににに撮撮撮撮りましたりましたりましたりました。。。。このこのこのこの実実実実がががが地面地面地面地面にににに落落落落ちていっそうきれちていっそうきれちていっそうきれちていっそうきれ

いにいにいにいに見見見見えたえたえたえた花花花花がががが実実実実ったものだとったものだとったものだとったものだと分分分分かってかってかってかって興味興味興味興味をををを惹惹惹惹きききき、、、、名前名前名前名前をををを調調調調べましたべましたべましたべました。。。。 
バリントニバリントニバリントニバリントニアアアアはははは海岸沿海岸沿海岸沿海岸沿いによくいによくいによくいによく繁殖繁殖繁殖繁殖しししし、、、、そのそのそのその花花花花もももも実実実実もよくもよくもよくもよく水水水水にににに浮浮浮浮かぶといいかぶといいかぶといいかぶといい

ますますますます。。。。昔昔昔昔このこのこのこの実実実実はははは魚魚魚魚をををを獲獲獲獲るるるる網網網網のののの浮浮浮浮きとしてきとしてきとしてきとして使使使使われていたそうですわれていたそうですわれていたそうですわれていたそうです。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの

実実実実にはにはにはにはサポニンサポニンサポニンサポニンがががが含含含含まれていてまれていてまれていてまれていて、、、、砕砕砕砕いていていていて毒流毒流毒流毒流しししし漁漁漁漁にもにもにもにも使使使使われるそわれるそわれるそわれるそうですうですうですうです。。。。名前名前名前名前

をををを調調調調べたおかげでべたおかげでべたおかげでべたおかげで、、、、このこのこのこの花花花花がががが私私私私のののの仕事仕事仕事仕事のののの水産業水産業水産業水産業にににに深深深深くくくく関係関係関係関係していることをしていることをしていることをしていることを知知知知りりりり

ましたましたましたました。。。。 
地面地面地面地面にににに落落落落ちたちたちたちたバリントニアバリントニアバリントニアバリントニアのののの花花花花 

 
 
 
 
 
 
 
 



干潟干潟干潟干潟にににに落落落落ちていたちていたちていたちていたバリントニアバリントニアバリントニアバリントニアのののの実実実実 

 



  シニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信 8    (バイニマラマバイニマラマバイニマラマバイニマラマ首相首相首相首相)    9月月月月 19日日日日 
 
暫定首相暫定首相暫定首相暫定首相 
フィジーフィジーフィジーフィジーはははは 2006 年年年年のののの無血無血無血無血クーデタークーデタークーデタークーデター後後後後のののの政治政治政治政治のののの流流流流れにれにれにれに基基基基づくづくづくづく暫定政権暫定政権暫定政権暫定政権によによによによ

ってってってって統治統治統治統治されていますされていますされていますされています。。。。バイニマラマバイニマラマバイニマラマバイニマラマ暫定首相暫定首相暫定首相暫定首相はははは国軍司令官国軍司令官国軍司令官国軍司令官としてとしてとしてとしてクーデタークーデタークーデタークーデター

をををを実行実行実行実行したしたしたした人人人人ですですですです。。。。9月月月月 16日日日日にににに南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学（（（（USP））））でででで開催開催開催開催されたされたされたされた中小企業中小企業中小企業中小企業のののの

発展発展発展発展をををを目指目指目指目指すすすす会議会議会議会議にににに、、、、首相首相首相首相はははは主賓主賓主賓主賓としてとしてとしてとして列席列席列席列席していましたしていましたしていましたしていました。。。。会場会場会場会場のののの内外内外内外内外にににに護衛護衛護衛護衛

らしきらしきらしきらしき人人人人はははは見当見当見当見当たりませんたりませんたりませんたりません。。。。無血無血無血無血クーデタークーデタークーデタークーデターとはいえとはいえとはいえとはいえ、、、、武力武力武力武力をををを背景背景背景背景にしたにしたにしたにした首相首相首相首相

がががが厳重厳重厳重厳重なななな護衛護衛護衛護衛をををを必要必要必要必要としないのはとしないのはとしないのはとしないのは不思議不思議不思議不思議ですですですです。。。。 
またまたまたまた暫定暫定暫定暫定のままのままのままのまま任期任期任期任期がががが４４４４年近年近年近年近くになっているのもくになっているのもくになっているのもくになっているのも不思議不思議不思議不思議ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの

間間間間にににに暫定首相暫定首相暫定首相暫定首相であるかのようなであるかのようなであるかのようなであるかのような任期任期任期任期でででで次次次次々々々々とととと交代交代交代交代したしたしたした日本日本日本日本のののの首相首相首相首相とどちらがよとどちらがよとどちらがよとどちらがよ

りりりり不思議不思議不思議不思議なのかなのかなのかなのか迷迷迷迷いますいますいますいます。。。。 
 
オニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビ 
フィジーフィジーフィジーフィジーははははオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビ（（（（大型大型大型大型のののの淡水淡水淡水淡水エビエビエビエビ））））のののの養殖振興養殖振興養殖振興養殖振興にににに力力力力をををを入入入入れておりれておりれておりれており、、、、

バイニマラマバイニマラマバイニマラマバイニマラマ首相首相首相首相はははは 2008 年年年年ににににフィジーフィジーフィジーフィジーでででで一番大一番大一番大一番大きいきいきいきいオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビ養殖場養殖場養殖場養殖場をををを

訪訪訪訪れれれれ、、、、実情実情実情実情をををを視察視察視察視察していますしていますしていますしています。。。。フィジーフィジーフィジーフィジーののののエビエビエビエビ養殖業養殖業養殖業養殖業はははは中小企業中小企業中小企業中小企業にににに属属属属しているしているしているしている

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私ははははエビエビエビエビのののの養殖養殖養殖養殖にににに関関関関するするするする仕事仕事仕事仕事をしていますのでをしていますのでをしていますのでをしていますので、、、、首相首相首相首相がががが開会開会開会開会のののの辞辞辞辞

でででで養殖養殖養殖養殖にににに言及言及言及言及するかどうかするかどうかするかどうかするかどうか関心関心関心関心をををを持持持持ちましたちましたちましたちました。。。。しかししかししかししかし、、、、首相首相首相首相のののの開会開会開会開会のののの辞辞辞辞はははは簡潔簡潔簡潔簡潔

でででで、、、、養殖等養殖等養殖等養殖等のののの具体的課題具体的課題具体的課題具体的課題にににに言及言及言及言及することはありませんでしたすることはありませんでしたすることはありませんでしたすることはありませんでした。。。。簡潔簡潔簡潔簡潔なななな開会開会開会開会のののの辞辞辞辞

はははは、、、、USP学長学長学長学長によるによるによるによる長長長長いいいい主賓紹介主賓紹介主賓紹介主賓紹介とととと対照的対照的対照的対照的でででで印象印象印象印象にににに残残残残りましたりましたりましたりました。。。。 
 

演壇演壇演壇演壇のののの向向向向かってかってかってかって左左左左がががが首相首相首相首相、、、、右右右右はははは学長学長学長学長 
(立立立立っているっているっているっている人人人人はははは会場会場会場会場をををを撮影撮影撮影撮影しているしているしているしている) 

 



     シニアボシニアボシニアボシニアボランティアランティアランティアランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信 9999((((郵便郵便郵便郵便))))    9999月月月月 26262626日日日日    

    

フィジーフィジーフィジーフィジーのののの郵便制度郵便制度郵便制度郵便制度にににに各戸集配各戸集配各戸集配各戸集配はないようですはないようですはないようですはないようです。。。。JICAJICAJICAJICAののののボランティアボランティアボランティアボランティアへのへのへのへの郵郵郵郵

便物便物便物便物はははは JICAJICAJICAJICAのののの    Mail BagMail BagMail BagMail Bag    ((((私書箱私書箱私書箱私書箱？？？？))))にににに配達配達配達配達されされされされ、、、、JICAJICAJICAJICA事務所事務所事務所事務所をををを通通通通じてじてじてじて各人各人各人各人がががが

受受受受けけけけ取取取取るるるることになっていますことになっていますことになっていますことになっています。。。。    

先日家族先日家族先日家族先日家族からからからから郵便小包郵便小包郵便小包郵便小包がががが送送送送られてきましたられてきましたられてきましたられてきました。。。。小包小包小包小包はははは郵便局郵便局郵便局郵便局にににに留留留留めめめめ置置置置かれかれかれかれ、、、、JICAJICAJICAJICA

のののの Mail BagMail BagMail BagMail Bagにににに届届届届いたいたいたいた受取受取受取受取りりりり催促状催促状催促状催促状をををを持持持持ってってってって受受受受けけけけ取取取取りにりにりにりに行行行行くことになりますくことになりますくことになりますくことになります。。。。催催催催

促状促状促状促状にはにはにはには、「、「、「、「検査検査検査検査がががが必要必要必要必要」、｢」、｢」、｢」、｢送送送送状状状状がががが必要必要必要必要｣、｢｣、｢｣、｢｣、｢隔離隔離隔離隔離（（（（検疫検疫検疫検疫））））がががが必要必要必要必要｣｣｣｣といったといったといったといった意味意味意味意味

のののの三三三三つのつのつのつのスタンプスタンプスタンプスタンプがががが押押押押されていましたされていましたされていましたされていました。。。。これをこれをこれをこれを見見見見てててて小包小包小包小包のののの中身中身中身中身へのへのへのへの期待期待期待期待とととと手続手続手続手続

きのきのきのきの煩雑煩雑煩雑煩雑さへのさへのさへのさへの思思思思いがいがいがいが交錯交錯交錯交錯しましたしましたしましたしました。。。。    

またまたまたまたJICAJICAJICAJICAののののボランティアボランティアボランティアボランティアへのへのへのへの小包小包小包小包はははは赴任後赴任後赴任後赴任後６６６６ヶヶヶヶ月月月月はははは無税扱無税扱無税扱無税扱いされるのですがいされるのですがいされるのですがいされるのですが、、、、

そのそのそのその期間期間期間期間はははは過過過過ぎているのでぎているのでぎているのでぎているので税金税金税金税金のののの額額額額もももも気気気気にかかりますにかかりますにかかりますにかかります。。。。でもでもでもでも送送送送りりりり状状状状にににに書書書書かれたかれたかれたかれた

日日日日からからからから１１１１週間週間週間週間をををを過過過過ぎるとぎるとぎるとぎると、、、、毎日保管料毎日保管料毎日保管料毎日保管料がががが積積積積みみみみ重重重重なるとなるとなるとなると書書書書いてあるのでいてあるのでいてあるのでいてあるので、、、、翌日郵翌日郵翌日郵翌日郵

便局便局便局便局をををを訪訪訪訪れましたれましたれましたれました。。。。    

催促状催促状催促状催促状とととと身分証明書身分証明書身分証明書身分証明書をををを示示示示すとすとすとすと、、、、係官係官係官係官からからからから小包小包小包小包ととととカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフをををを渡渡渡渡されされされされ、、、、包包包包

みをみをみをみを解解解解いていていていて中身中身中身中身をををを見見見見せるようにせるようにせるようにせるように指示指示指示指示されましたされましたされましたされました。。。。全全全全てのてのてのての中身中身中身中身がががが検査検査検査検査されされされされ、、、、一人一人一人一人

のののの係官係官係官係官がががが他他他他のののの係官係官係官係官ににににマヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズがががが入入入入っていることをっていることをっていることをっていることを知知知知らせらせらせらせていましたていましたていましたていました。。。。鶏卵鶏卵鶏卵鶏卵がががが

没収没収没収没収のののの対象対象対象対象になるようでになるようでになるようでになるようで、、、、鶏卵鶏卵鶏卵鶏卵がががが原材料原材料原材料原材料であるとしてであるとしてであるとしてであるとしてマヨネーズマヨネーズマヨネーズマヨネーズがががが没収没収没収没収されたされたされたされた

ことがあるとことがあるとことがあるとことがあると聞聞聞聞いていたのでいていたのでいていたのでいていたので、、、、一瞬没収一瞬没収一瞬没収一瞬没収されるかとされるかとされるかとされるかと思思思思いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、全全全全てててて持持持持ちちちち帰帰帰帰

っていいというっていいというっていいというっていいという裁定裁定裁定裁定になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

またまたまたまた中身中身中身中身のののの総額総額総額総額がががが低低低低かったせいかかったせいかかったせいかかったせいか税金税金税金税金もももも請求請求請求請求されずされずされずされず、、、、手数料手数料手数料手数料のののの 2222ドルドルドルドル 40404040センセンセンセン

トトトト（（（（100100100100円円円円強強強強））））でででで済済済済みましたみましたみましたみました。。。。思思思思っていたよりっていたよりっていたよりっていたより簡単簡単簡単簡単だったのでほっとしてだったのでほっとしてだったのでほっとしてだったのでほっとして郵便局郵便局郵便局郵便局

をををを後後後後にしましたにしましたにしましたにしました。。。。    

    

                                小包小包小包小包のののの受取受取受取受取りりりり催促状催促状催促状催促状にににに押押押押されたされたされたされたスタンプスタンプスタンプスタンプ    

    



  シニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信 10 (思思思思いいいい込込込込みみみみ)    10月月月月 9日日日日 
 
電動電動電動電動ドリルドリルドリルドリル 
大学院生大学院生大学院生大学院生がががが実験実験実験実験スペーススペーススペーススペースをををを広広広広げるためにげるためにげるためにげるために棚棚棚棚をををを作作作作ろうとしていましたろうとしていましたろうとしていましたろうとしていました。。。。木材木材木材木材にににに

電気電気電気電気ドリルドリルドリルドリルでででで穴穴穴穴をををを開開開開けけけけ、、、、ボルトボルトボルトボルトでででで固定固定固定固定するするするする作業作業作業作業をしていますをしていますをしていますをしています。。。。木材木材木材木材がががが硬硬硬硬いのかいのかいのかいのか、、、、

なかなかなかなかなかなかなかなかドリルドリルドリルドリルのののの刃刃刃刃はははは進進進進まずまずまずまず穴穴穴穴からはからはからはからは煙煙煙煙がががが出出出出てててて、、、、穴穴穴穴のののの入入入入りりりり口口口口にはにはにはには黒黒黒黒くくくく焦焦焦焦げたげたげたげた鋸鋸鋸鋸

くずのようなものがくずのようなものがくずのようなものがくずのようなものが見見見見えますえますえますえます。。。。 
そのそのそのその場場場場をををを離離離離れてしばらくしてれてしばらくしてれてしばらくしてれてしばらくして再再再再びびびび行行行行ってみるとってみるとってみるとってみると、、、、ドリルドリルドリルドリルののののモーターモーターモーターモーター部分部分部分部分がががが過過過過

熱熱熱熱したとしてしたとしてしたとしてしたとして作業作業作業作業をををを止止止止めていますめていますめていますめています。。。。あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも作業作業作業作業がががが進進進進んでいないのでんでいないのでんでいないのでんでいないので、、、、木材木材木材木材

用用用用ではないではないではないではないドリルドリルドリルドリルのののの刃刃刃刃をををを使使使使っているかっているかっているかっているか、、、、先端先端先端先端がががが欠欠欠欠けているけているけているけている刃刃刃刃をををを使使使使っているのっているのっているのっているのでででで

はないかとはないかとはないかとはないかと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。しかししかししかししかし、、、、ドリルドリルドリルドリルのののの刃刃刃刃がががが入入入入っていたっていたっていたっていたケースケースケースケースにはにはにはには、、、、金属金属金属金属、、、、

木材及木材及木材及木材及びびびびプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック用用用用とととと記記記記されていてされていてされていてされていて、、、、刃刃刃刃のののの先端先端先端先端もももも欠欠欠欠けてはいませんけてはいませんけてはいませんけてはいません。。。。 
ためしにためしにためしにためしにドリルドリルドリルドリルのののの刃刃刃刃をををを回転回転回転回転させてみるとさせてみるとさせてみるとさせてみると、、、、なんとなんとなんとなんと穴穴穴穴をををを開開開開けるのとはけるのとはけるのとはけるのとは逆逆逆逆のののの回転回転回転回転

をしていますをしていますをしていますをしています。。。。回転方向回転方向回転方向回転方向をををを変変変変えるえるえるえるスイッチスイッチスイッチスイッチをををを押押押押してしてしてして、、、、ドリルドリルドリルドリルをををを渡渡渡渡すとすとすとすと作業作業作業作業はははは順順順順

調調調調にににに進進進進みみみみ始始始始めましためましためましためました。。。。 
院生院生院生院生はははは、、、、ドリルドリルドリルドリルのののの刃刃刃刃がががが回転回転回転回転していればしていればしていればしていれば穴穴穴穴をををを開開開開けることができるとけることができるとけることができるとけることができると思思思思いいいい込込込込んでんでんでんで

いたのでしょういたのでしょういたのでしょういたのでしょう。。。。私私私私にはにはにはには電気電気電気電気ドリルドリルドリルドリルをををを逆回転逆回転逆回転逆回転でででで使使使使いいいい続続続続けるけるけるける人人人人はいないとのはいないとのはいないとのはいないとの思思思思いいいい

込込込込みがあったとみがあったとみがあったとみがあったと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私にににに思思思思いいいい込込込込みがなかったらみがなかったらみがなかったらみがなかったら、、、、穴穴穴穴からからからから煙煙煙煙がががが出出出出ているのているのているのているの

をををを見見見見たたたた時点時点時点時点でででで、、、、ドリルドリルドリルドリルのののの刃刃刃刃のののの回転方向回転方向回転方向回転方向をををを確確確確かめていたとかめていたとかめていたとかめていたと思思思思いますいますいますいます。。。。 
電気電気電気電気ドリルドリルドリルドリルをををを逆回転逆回転逆回転逆回転でででで使使使使ってってってって木材木材木材木材にににに穴穴穴穴をををを開開開開けるけるけるけるフィジーフィジーフィジーフィジー人人人人のののの力力力力にににに呆呆呆呆れれれれ、、、、JICA
のののの職員職員職員職員がががが「「「「フィジーフィジーフィジーフィジー人人人人のののの力力力力はははは強強強強くくくく、、、、フィジーフィジーフィジーフィジー人人人人がががが閉閉閉閉めためためためた水道水道水道水道のののの蛇口蛇口蛇口蛇口をををを開開開開けるにけるにけるにけるに

はははは力力力力がががが要要要要るるるる。」。」。」。」とととと言言言言ったのをったのをったのをったのを思思思思いいいい出出出出しましたしましたしましたしました。。。。 



  シニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信 11    (裸足裸足裸足裸足)    10 月月月月 31日日日日 
 
グリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールド 
日本人日本人日本人日本人がががが経験経験経験経験することのすることのすることのすることの少少少少なくなったなくなったなくなったなくなった裸足裸足裸足裸足のののの感触感触感触感触をををを、、、、鳥取方式鳥取方式鳥取方式鳥取方式によるによるによるによる公園公園公園公園やややや

校庭校庭校庭校庭のののの芝生化芝生化芝生化芝生化がががが復活復活復活復活させているようですさせているようですさせているようですさせているようです。。。。フィジーフィジーフィジーフィジーのののの海海海海をををを隔隔隔隔てたてたてたてた隣国隣国隣国隣国ニュージニュージニュージニュージ

ーランドーランドーランドーランドからからからから来来来来たたたたスミススミススミススミスさんがさんがさんがさんが、、、、湖山池畔湖山池畔湖山池畔湖山池畔ののののグリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールドからからからから全国全国全国全国にこにこにこにこ

のののの方式方式方式方式をををを広広広広めていますめていますめていますめています。。。。グリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールドにはにはにはには、、、、芝生芝生芝生芝生とととと湖山池湖山池湖山池湖山池のすばらしいのすばらしいのすばらしいのすばらしい

景観以外景観以外景観以外景観以外にににに何何何何もありませんがもありませんがもありませんがもありませんが、、、、裸足裸足裸足裸足がががが楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる素敵素敵素敵素敵なななな公園公園公園公園ですですですです。。。。私私私私もももも犬犬犬犬のののの散歩散歩散歩散歩

によくによくによくによく利用利用利用利用してしてしてして、、、、スミススミススミススミスさんからさんからさんからさんから芝生芝生芝生芝生をををを裸足裸足裸足裸足でででで歩歩歩歩くことをくことをくことをくことを勧勧勧勧められましためられましためられましためられました。。。。 
 
裸足裸足裸足裸足 
スバスバスバスバ（（（（首都首都首都首都））））にあるにあるにあるにある公園公園公園公園やややや校庭校庭校庭校庭はははは、、、、グリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールドグリーンフィールドのののの芝芝芝芝とはとはとはとは異異異異なりますなりますなりますなります

がががが、、、、草草草草にににに覆覆覆覆われていますわれていますわれていますわれています。。。。そこではそこではそこではそこでは裸足裸足裸足裸足ででででラグビーラグビーラグビーラグビーをををを楽楽楽楽しむしむしむしむ学生学生学生学生などをなどをなどをなどを多多多多くくくく見見見見

かけますかけますかけますかけます。。。。しかししかししかししかし、、、、スバスバスバスバでででで裸足裸足裸足裸足のののの人人人人をををを見見見見るのはるのはるのはるのは公園公園公園公園やややや校庭校庭校庭校庭だけではありませんだけではありませんだけではありませんだけではありません。。。。

街街街街のにぎやかなのにぎやかなのにぎやかなのにぎやかな通通通通りでもりでもりでもりでも見見見見かけますしかけますしかけますしかけますし、、、、裸足裸足裸足裸足でででで通学通学通学通学するするするする生徒生徒生徒生徒もめずらしくはあもめずらしくはあもめずらしくはあもめずらしくはあ

りませんりませんりませんりません。。。。私私私私がががが住住住住んでいるんでいるんでいるんでいるアパートアパートアパートアパートのののの近近近近くをくをくをくを裸足裸足裸足裸足でででで歩歩歩歩くくくく人人人人はははは多多多多くくくく、、、、若若若若いいいい女性女性女性女性のののの

マニキュアマニキュアマニキュアマニキュアをしたをしたをしたをした裸足裸足裸足裸足もももも見見見見かけますかけますかけますかけます。。。。アスファルトアスファルトアスファルトアスファルト舗装舗装舗装舗装のののの表面表面表面表面にににに直径直径直径直径 1、、、、2cm
のののの小石小石小石小石がががが浮浮浮浮きききき出出出出ているているているている道道道道をををを、、、、彼彼彼彼らはらはらはらは平気平気平気平気なななな様子様子様子様子でででで走走走走ることができますることができますることができますることができます。。。。またまたまたまた少少少少

しししし痛痛痛痛そうなそうなそうなそうな歩歩歩歩きききき方方方方ではあったのですがではあったのですがではあったのですがではあったのですが、、、、直径直径直径直径 4，，，，5cm のののの砕石砕石砕石砕石がががが撒撒撒撒かれたかれたかれたかれた路側路側路側路側をををを

裸足裸足裸足裸足でででで歩歩歩歩くくくく人人人人もももも見見見見かけましたかけましたかけましたかけました。。。。 
 
靴磨靴磨靴磨靴磨きききき 
裸足裸足裸足裸足のののの生活生活生活生活にはにはにはには経済的経済的経済的経済的なななな理由理由理由理由もあるのでしょうがもあるのでしょうがもあるのでしょうがもあるのでしょうが、、、、履物履物履物履物をををを身身身身につけるよりにつけるよりにつけるよりにつけるより快快快快

適適適適なななな感触感触感触感触もありそうですもありそうですもありそうですもありそうです。。。。裸足裸足裸足裸足のののの人人人人をををを多多多多くくくく見見見見かけるかけるかけるかける一方一方一方一方ででででスバスバスバスバのののの通通通通りにはりにはりにはりには靴磨靴磨靴磨靴磨

きのきのきのきの人人人人もももも多多多多くくくく、、、、靴靴靴靴のののの修理修理修理修理をををを生業生業生業生業としているとしているとしているとしている人人人人もももも見見見見かけますかけますかけますかけます。。。。芝生芝生芝生芝生やややや草草草草のののの生生生生えたえたえたえた

公園公園公園公園などでのみなどでのみなどでのみなどでのみ裸足裸足裸足裸足のののの感触感触感触感触をををを楽楽楽楽しむことになるしむことになるしむことになるしむことになる時代時代時代時代がががが、、、、フィジーフィジーフィジーフィジーにににに近近近近づいていづいていづいていづいてい

るのでしょうかるのでしょうかるのでしょうかるのでしょうか。。。。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
写真写真写真写真 1    中央中央中央中央にににに写写写写っているっているっているっている人人人人はははは裸足裸足裸足裸足でしたでしたでしたでした。。。。 

このこのこのこの人人人人のののの後後後後ろのろのろのろの建物建物建物建物のののの１１１１階階階階はははは衣料品店衣料品店衣料品店衣料品店とととと電気器具店電気器具店電気器具店電気器具店、、、、二階二階二階二階はははは飲食店飲食店飲食店飲食店ですですですです。。。。 
 
 

 
写真写真写真写真 2        写真写真写真写真 1でででで人人人人がががが立立立立っているっているっているっている付近付近付近付近をををを撮撮撮撮りましたりましたりましたりました。。。。 
物乞物乞物乞物乞いをしているいをしているいをしているいをしている人人人人もももも写写写写っていますっていますっていますっています。。。。 



  シニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信 12    (花火花火花火花火)    11月月月月６６６６日日日日 
 
光光光光のののの祭祭祭祭 
フィジーフィジーフィジーフィジーにはにはにはにはインドインドインドインド系系系系のののの住民住民住民住民がががが多多多多くくくく、、、、ヒンドゥヒンドゥヒンドゥヒンドゥ教徒教徒教徒教徒のののの「「「「光光光光のののの祭祭祭祭（（（（ディワリディワリディワリディワリ）」）」）」）」

がががが 10月又月又月又月又はははは 11月月月月にににに行行行行われますわれますわれますわれます。。。。今年今年今年今年ののののディワリディワリディワリディワリのののの祭日祭日祭日祭日はははは 11月月月月 5日日日日でででで、、、、このこのこのこの日日日日
のののの夜夜夜夜ははははイルミネーションイルミネーションイルミネーションイルミネーションとととと花火花火花火花火でででで飾飾飾飾られましたられましたられましたられました。。。。 

 
花火花火花火花火 
鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市のしゃんしゃんのしゃんしゃんのしゃんしゃんのしゃんしゃん祭祭祭祭はははは千代川原千代川原千代川原千代川原のののの花火大会花火大会花火大会花火大会でででで盛盛盛盛りりりり上上上上げられますがげられますがげられますがげられますが、、、、フィフィフィフィ

ジージージージーののののディワリディワリディワリディワリはははは各家庭各家庭各家庭各家庭のののの花火花火花火花火がががが盛盛盛盛りりりり上上上上げますげますげますげます。。。。花火花火花火花火はははは通常午後通常午後通常午後通常午後 5 時時時時からからからから午後午後午後午後
10時時時時のののの間許可間許可間許可間許可されされされされ、、、、ディワリディワリディワリディワリのののの休日休日休日休日にはにはにはには午後午後午後午後 5時時時時からからからから午前午前午前午前００００時時時時までまでまでまで許可許可許可許可されるされるされるされる

ようですようですようですようです。。。。これにこれにこれにこれに違反違反違反違反したしたしたした場合場合場合場合、、、、800 フィジードルフィジードルフィジードルフィジードル（（（（約約約約 4 万円万円万円万円））））のののの罰金罰金罰金罰金あるいあるいあるいあるい

はははは 2 年以下年以下年以下年以下のののの期間刑務所期間刑務所期間刑務所期間刑務所にににに収監収監収監収監されされされされるるるる罰則罰則罰則罰則があるとがあるとがあるとがあると、、、、フィジーフィジーフィジーフィジー・・・・タイムズタイムズタイムズタイムズ（（（（フフフフ

ィジーィジーィジーィジーのののの新聞新聞新聞新聞））））ののののオンラインオンラインオンラインオンライン・・・・ニュースニュースニュースニュースにありましたにありましたにありましたにありました。。。。 
家庭家庭家庭家庭でででで楽楽楽楽しむしむしむしむ花火花火花火花火とはいえとはいえとはいえとはいえ、、、、打打打打ちちちち上上上上げげげげ花火花火花火花火のののの中中中中にはにはにはには夜空夜空夜空夜空にににに大大大大きくきくきくきく広広広広がるものがるものがるものがるもの

がありますがありますがありますがあります。。。。千代川原千代川原千代川原千代川原のののの打打打打ちちちち上上上上げげげげ花火花火花火花火よりはよりはよりはよりは小小小小さいのですがさいのですがさいのですがさいのですが、、、、日本日本日本日本のののの家庭用花家庭用花家庭用花家庭用花

火火火火ではではではでは見見見見たことのないたことのないたことのないたことのない大大大大きさのきさのきさのきさの花火花火花火花火があるのですがあるのですがあるのですがあるのです。。。。 
11月月月月 5日日日日はははは夕方夕方夕方夕方からからからから花火花火花火花火のののの音音音音がががが聞聞聞聞こえこえこえこえ始始始始めめめめ、、、、暗暗暗暗くなるにつれくなるにつれくなるにつれくなるにつれ頻繁頻繁頻繁頻繁になりましになりましになりましになりまし

たたたた。。。。家庭用家庭用家庭用家庭用とはとはとはとは思思思思えないえないえないえない大大大大きさのきさのきさのきさの花火花火花火花火とあってとあってとあってとあって、、、、かなりかなりかなりかなり遠遠遠遠くのくのくのくの花火花火花火花火のののの音音音音もももも届届届届いいいい

てててて、、、、住住住住んでいるんでいるんでいるんでいるアパートアパートアパートアパートのののの四方八方四方八方四方八方四方八方がががが花火花火花火花火のののの音音音音とととと光光光光でででで満満満満たされましたたされましたたされましたたされました。。。。そしてそしてそしてそして

午前午前午前午前 0時時時時をををを過過過過ぎてもぎてもぎてもぎても聞聞聞聞こえてこえてこえてこえてくるくるくるくる花火花火花火花火のののの音音音音がありましたがありましたがありましたがありました。。。。 
 
事故防止事故防止事故防止事故防止 
花火花火花火花火はおもちゃではなくはおもちゃではなくはおもちゃではなくはおもちゃではなく、、、、危険危険危険危険をををを伴伴伴伴うううう商品商品商品商品であるとしてであるとしてであるとしてであるとして、、、、18歳以下歳以下歳以下歳以下のののの人人人人はははは購購購購

入入入入できずできずできずできず、、、、業者業者業者業者はははは花火花火花火花火をををを 18歳以下歳以下歳以下歳以下のののの人人人人にににに販売販売販売販売したりしたりしたりしたり与与与与えたりしてはいけないこえたりしてはいけないこえたりしてはいけないこえたりしてはいけないこ

とになっていますとになっていますとになっていますとになっています。。。。 



 
住住住住んでいるんでいるんでいるんでいるアパートアパートアパートアパートののののベランダベランダベランダベランダからからからから撮撮撮撮ったったったった写真写真写真写真。。。。 
同時同時同時同時にににに 5～～～～6箇所箇所箇所箇所でででで打打打打ちちちち上上上上げられたげられたげられたげられた瞬間瞬間瞬間瞬間をををを撮撮撮撮ったつもりがったつもりがったつもりがったつもりが、、、、うまくうまくうまくうまく

撮撮撮撮れていれていれていれていませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。右端右端右端右端にににに１１１１mm程度程度程度程度のののの白白白白いいいい点点点点としてとしてとしてとして見見見見えるのえるのえるのえるの

はははは遠遠遠遠くのくのくのくの花火花火花火花火ですですですです。。。。 
 



JICAJICAJICAJICA シニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信 13131313    ((((観光資源観光資源観光資源観光資源))))    7777 月月月月 4444 日日日日    

  

これまでこれまでこれまでこれまでシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信としてとしてとしてとして、、、、私私私私ががががフィジーフィジーフィジーフィジーでででで興味興味興味興味をををを

持持持持ったことをったことをったことをったことを中心中心中心中心におにおにおにお伝伝伝伝えしてきましたえしてきましたえしてきましたえしてきました。。。。最終号最終号最終号最終号でででで活動活動活動活動にににに関関関関するするするする報告報告報告報告をさせてをさせてをさせてをさせて

いただくこととしていただくこととしていただくこととしていただくこととして、、、、本稿本稿本稿本稿ではではではでは鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県のののの観光資源観光資源観光資源観光資源であるであるであるである「「「「ゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲのののの鬼太郎鬼太郎鬼太郎鬼太郎」」」」とととと

砂丘砂丘砂丘砂丘にににに関連関連関連関連してしてしてして、、、、フィジーフィジーフィジーフィジーでででで興味興味興味興味をををを持持持持ったことをったことをったことをったことをおおおお伝伝伝伝えしたいとえしたいとえしたいとえしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

境港境港境港境港ではではではでは「「「「水木水木水木水木しげるしげるしげるしげるロードロードロードロード」」」」のののの妖怪像妖怪像妖怪像妖怪像がががが観光客観光客観光客観光客をををを魅了魅了魅了魅了していますがしていますがしていますがしていますが、「、「、「、「目玉目玉目玉目玉

おやじおやじおやじおやじ」」」」はよくはよくはよくはよく知知知知られたられたられたられたキャラクターキャラクターキャラクターキャラクターのののの一一一一つだとつだとつだとつだと思思思思いますいますいますいます。。。。南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学南太平洋大学（（（（USPUSPUSPUSP））））

ののののキャンパスキャンパスキャンパスキャンパスににににあるあるあるある木木木木のののの実実実実（（（（一枚目一枚目一枚目一枚目のののの写真写真写真写真））））をををを見見見見たときたときたときたとき、、、、思思思思いいいい浮浮浮浮かんだのはかんだのはかんだのはかんだのは「「「「目目目目

玉玉玉玉おやじのおやじのおやじのおやじの木木木木」」」」というというというというネーミングネーミングネーミングネーミングですですですです。。。。もちろんこんなもちろんこんなもちろんこんなもちろんこんな名前名前名前名前はないはずですがはないはずですがはないはずですがはないはずですが、、、、

このこのこのこの木木木木のののの実実実実をををを見見見見るるるる度度度度にににに「「「「目玉目玉目玉目玉おやじおやじおやじおやじ」」」」がががが思思思思いいいい浮浮浮浮かびますかびますかびますかびます。。。。一個一個一個一個だけだけだけだけ赤赤赤赤いいいい色色色色のののの実実実実

がががが見見見見えますがえますがえますがえますが、、、、もうもうもうもう少少少少しししし赤味赤味赤味赤味がががが強強強強くなるとくなるとくなるとくなると落果落果落果落果しますしますしますします。。。。黒黒黒黒いいいい瞳瞳瞳瞳にににに当当当当たるたるたるたる部分部分部分部分がががが

種子種子種子種子ですですですです。。。。盆栽仕立盆栽仕立盆栽仕立盆栽仕立てでてでてでてで実実実実をつけさをつけさをつけさをつけさせるせるせるせることができればことができればことができればことができれば、「、「、「、「水木水木水木水木しげるしげるしげるしげるロードロードロードロード」」」」

にににに飾飾飾飾るのにるのにるのにるのにぴったりのぴったりのぴったりのぴったりの木木木木だとだとだとだと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    

    
    

    

    

    鳥取砂丘鳥取砂丘鳥取砂丘鳥取砂丘はははは何度何度何度何度もももも訪訪訪訪れていますしれていますしれていますしれていますし、、、、遠来遠来遠来遠来のののの客客客客があるとがあるとがあるとがあると必必必必ずずずず案内案内案内案内するするするする場所場所場所場所のののの一一一一

つですつですつですつです。。。。フィジーフィジーフィジーフィジーにもにもにもにも、、、、首都首都首都首都であるであるであるであるスバスバスバスバ市市市市のののの西約西約西約西約 150150150150kmkmkmkm 付近付近付近付近にににに面積面積面積面積 650650650650 ヘクタヘクタヘクタヘクタ

ールールールールののののシガトカシガトカシガトカシガトカ砂丘国立公園砂丘国立公園砂丘国立公園砂丘国立公園がありますがありますがありますがあります。。。。観光客観光客観光客観光客がががが訪訪訪訪れるれるれるれる「「「「鳥取砂丘鳥取砂丘鳥取砂丘鳥取砂丘」」」」はははは鳥取鳥取鳥取鳥取

砂丘砂丘砂丘砂丘のののの一部分一部分一部分一部分でででで、、、、インターネットインターネットインターネットインターネットのののの情報情報情報情報ではではではでは面積面積面積面積がががが 545545545545 ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタール程度程度程度程度ですかですかですかですか

らららら、、、、シガトカシガトカシガトカシガトカ砂丘国立公園砂丘国立公園砂丘国立公園砂丘国立公園よりややよりややよりややよりやや小小小小さいようですさいようですさいようですさいようです。。。。しかししかししかししかし、、、、シガトカシガトカシガトカシガトカ砂丘砂丘砂丘砂丘をををを

訪訪訪訪れたときのれたときのれたときのれたときの印象印象印象印象ではではではでは、、、、雑草雑草雑草雑草やややや樹木樹木樹木樹木にににに覆覆覆覆われていたわれていたわれていたわれていたシガトカシガトカシガトカシガトカ砂丘砂丘砂丘砂丘よりよりよりより、「、「、「、「鳥取砂鳥取砂鳥取砂鳥取砂



丘丘丘丘」」」」でのでのでのでの感動感動感動感動のののの方方方方がががが大大大大きいときいときいときいと感感感感じましたじましたじましたじました。。。。    

    シガトカシガトカシガトカシガトカ砂丘砂丘砂丘砂丘ででででモダマモダマモダマモダマというというというというマメマメマメマメ科科科科のののの植物植物植物植物のののの種子種子種子種子をををを数個拾数個拾数個拾数個拾いましたいましたいましたいました。。。。モダマモダマモダマモダマ

はははは日本日本日本日本ではではではでは屋久島屋久島屋久島屋久島、、、、奄美大島奄美大島奄美大島奄美大島、、、、沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島、、、、石垣島石垣島石垣島石垣島、、、、西表島西表島西表島西表島、、、、与那国島与那国島与那国島与那国島にににに分布分布分布分布すすすす

るそうですがるそうですがるそうですがるそうですが、、、、種子種子種子種子はははは漂流物漂流物漂流物漂流物としてとしてとしてとして、、、、九州九州九州九州やややや四国四国四国四国のののの他他他他、、、、太平洋側太平洋側太平洋側太平洋側ではではではでは茨城県茨城県茨城県茨城県でででで

もももも、、、、日本海側日本海側日本海側日本海側ではではではでは福井県福井県福井県福井県でもでもでもでも見見見見つかっているそうですつかっているそうですつかっているそうですつかっているそうです。。。。    

    今年今年今年今年のののの 4444 月月月月にににに USPUSPUSPUSP ののののキャンパスキャンパスキャンパスキャンパスのののの海岸海岸海岸海岸ににににモダマモダマモダマモダマのののの種子種子種子種子がががが多数打多数打多数打多数打ちちちち上上上上げられてげられてげられてげられて

いるのをいるのをいるのをいるのを見見見見つけましたつけましたつけましたつけました。。。。4444 月月月月からからからから 6666 月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて何度何度何度何度かかかか拾拾拾拾いいいい集集集集めためためためた莢莢莢莢（（（（中中中中にににに種子種子種子種子がががが

入入入入っていますっていますっていますっています））））でででで「「「「SUVASUVASUVASUVA」」」」のののの文字文字文字文字をををを、、、、種子種子種子種子でででで「「「「Fiji 2011Fiji 2011Fiji 2011Fiji 2011」」」」をををを形形形形どってどってどってどって写真写真写真写真にににに撮撮撮撮

りましたりましたりましたりました。。。。SUVASUVASUVASUVA のののの文字文字文字文字のののの SU SU SU SU はははは一連一連一連一連のののの莢莢莢莢のののの中間部分中間部分中間部分中間部分、、、、VAVAVAVA はははは最先端部分最先端部分最先端部分最先端部分とととと思思思思われわれわれわれ

るものをるものをるものをるものを使使使使いましたいましたいましたいました。。。。インターネットインターネットインターネットインターネットでででで見見見見るるるるモダマモダマモダマモダマのののの莢莢莢莢はははは数個数個数個数個からからからから 10101010 個以上連個以上連個以上連個以上連

なっているなっているなっているなっているのにのにのにのに、、、、拾拾拾拾ったったったった中間部分中間部分中間部分中間部分のののの莢莢莢莢とととと最先端部分最先端部分最先端部分最先端部分のののの莢莢莢莢のののの数数数数にににに大大大大きなきなきなきな差差差差はありはありはありはあり

ませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。このことからこのことからこのことからこのことから莢莢莢莢がついたままがついたままがついたままがついたまま漂着漂着漂着漂着するするするする可能性可能性可能性可能性はははは、、、、最先端部分最先端部分最先端部分最先端部分のののの

方方方方がががが高高高高いといといといと推定推定推定推定しましたしましたしましたしました。。。。推定推定推定推定のののの正否正否正否正否はははは分分分分かりませんがかりませんがかりませんがかりませんが、、、、面白面白面白面白いいいい現象現象現象現象ですですですです。。。。    

    

    

 



JICAJICAJICAJICAシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアシニアボランティアののののフィジーフィジーフィジーフィジー通信通信通信通信 1111４４４４    ((((ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動))))    7777月月月月 4444日日日日    

  

フィジーフィジーフィジーフィジーでのでのでのでのボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動がががが 1111 年半年半年半年半となりとなりとなりとなり、、、、残残残残りのりのりのりの任期任期任期任期がががが半年半年半年半年程程程程になりになりになりになり

ましたましたましたました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、私私私私ののののボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動についておについておについておについてお伝伝伝伝えしてえしてえしてえして、、、、私私私私ののののフィジーフィジーフィジーフィジー通通通通

信信信信をををを終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

日本日本日本日本はははは「「「「育育育育てててててててて獲獲獲獲るるるる漁業漁業漁業漁業」」」」のののの栽培漁業栽培漁業栽培漁業栽培漁業にににに熱心熱心熱心熱心ですがですがですがですが、、、、世界世界世界世界はいわばはいわばはいわばはいわば「「「「育育育育てててててててて

食食食食べるべるべるべる漁業漁業漁業漁業」」」」のののの養殖業養殖業養殖業養殖業にににに向向向向かっているようですかっているようですかっているようですかっているようです。。。。たとえばたとえばたとえばたとえば 2008200820082008 年版年版年版年版のののの国連国連国連国連のののの食食食食

料農業機関料農業機関料農業機関料農業機関（（（（FAOFAOFAOFAO））））のののの漁業漁業漁業漁業とととと養殖業養殖業養殖業養殖業にににに関関関関するするするする資料資料資料資料によるとによるとによるとによると、、、、2006200620062006 年年年年のののの世界世界世界世界のののの漁業漁業漁業漁業

とととと養殖業養殖業養殖業養殖業のののの食用魚生産量食用魚生産量食用魚生産量食用魚生産量はははは一億一千万一億一千万一億一千万一億一千万トントントントンでででで、、、、そそそそのうちのうちのうちのうち養殖業養殖業養殖業養殖業のののの生産量生産量生産量生産量がががが占占占占めめめめ

るるるる割合割合割合割合はははは 47474747％％％％ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして 2002200220022002 年以後年以後年以後年以後 2006200620062006 年年年年までまでまでまで、、、、養殖業養殖業養殖業養殖業のののの生産量及生産量及生産量及生産量及びびびび割合割合割合割合

はともにはともにはともにはともに毎年上昇毎年上昇毎年上昇毎年上昇していますしていますしていますしています。。。。    

中国中国中国中国ではではではではテナガエビテナガエビテナガエビテナガエビととととオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビがががが大量大量大量大量にににに養殖養殖養殖養殖されておりされておりされておりされており、、、、2007200720072007 年年年年のののの養養養養

殖生産量殖生産量殖生産量殖生産量はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ 19191919 万万万万トントントントンとととと 12121212 万万万万トントントントンをををを超超超超えていますえていますえていますえています。。。。オニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビはははは

ベトナムベトナムベトナムベトナム、、、、タイタイタイタイ、、、、インドインドインドインドなどをなどをなどをなどを原産地原産地原産地原産地とするとするとするとする大型大型大型大型（（（（雄雄雄雄のののの全長全長全長全長 32cm32cm32cm32cm、、、、雌雌雌雌のののの全長全長全長全長 25cm25cm25cm25cm））））

のののの淡水淡水淡水淡水エビエビエビエビでででで、、、、世界中世界中世界中世界中でででで養殖養殖養殖養殖がががが盛盛盛盛んになっていますんになっていますんになっていますんになっています。。。。私私私私のののの主主主主ななななボランティアボランティアボランティアボランティア活活活活

動動動動のののの目的目的目的目的はははは、、、、フィジーフィジーフィジーフィジーででででオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビ養殖養殖養殖養殖をををを振興振興振興振興することですすることですすることですすることです。。。。    

フィジーフィジーフィジーフィジーではではではでは 1980198019801980 年年年年ににににオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビのののの養殖試験養殖試験養殖試験養殖試験がががが開始開始開始開始されされされされ 1983198319831983 年年年年にはにはにはには種種種種

苗生産苗生産苗生産苗生産がががが開始開始開始開始されされされされていますていますていますています。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら 1990199019901990 年代以後年代以後年代以後年代以後、、、、世界世界世界世界ののののオニテナガエオニテナガエオニテナガエオニテナガエ

ビビビビ養殖養殖養殖養殖がががが急成長急成長急成長急成長しているしているしているしているのにのにのにのに対対対対しししし、、、、フィジーフィジーフィジーフィジーでのでのでのでのオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビのののの養殖振興養殖振興養殖振興養殖振興はははは

足踏足踏足踏足踏みみみみ状態状態状態状態でででで、、、、そのそのそのその要因要因要因要因のののの一一一一つはつはつはつは種苗種苗種苗種苗がががが十分十分十分十分にににに供給供給供給供給できないことですできないことですできないことですできないことです。。。。    

このこのこのこの状況状況状況状況をををを打開打開打開打開しようとしようとしようとしようと、、、、オニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビのののの種苗生産技術種苗生産技術種苗生産技術種苗生産技術をををを改良改良改良改良してしてしてして、、、、安定安定安定安定

的的的的にににに種苗種苗種苗種苗をををを供給供給供給供給することをすることをすることをすることを目指目指目指目指してしてしてして活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。オニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビのののの幼生幼生幼生幼生はははは

ゾエアゾエアゾエアゾエアとととと呼呼呼呼ばればればればれ、、、、ふふふふ化直後化直後化直後化直後はははは 2mm2mm2mm2mm 弱弱弱弱のののの大大大大きさですきさですきさですきさです。。。。このこのこのこのゾエアゾエアゾエアゾエアをををを 1cm1cm1cm1cm 程度程度程度程度のののの大大大大

きさのきさのきさのきさの稚稚稚稚エビエビエビエビまでまでまでまで育育育育てることをてることをてることをてることを種苗生産種苗生産種苗生産種苗生産とととと呼呼呼呼んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。エビエビエビエビややややカニカニカニカニがががが成長成長成長成長すすすす

るためにはるためにはるためにはるためには、、、、脱皮脱皮脱皮脱皮しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。オニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビオニテナガエビののののゾエアゾエアゾエアゾエアはははは 17171717 回脱皮回脱皮回脱皮回脱皮

してしてしてして稚稚稚稚エビエビエビエビにににに変態変態変態変態しますしますしますします。。。。脱皮脱皮脱皮脱皮はははは、、、、共食共食共食共食いやいやいやいや他他他他のののの生物生物生物生物によるによるによるによる食害食害食害食害のののの危険危険危険危険がががが大大大大きききき

いいいい、、、、エビエビエビエビややややカニカニカニカニがががが克服克服克服克服しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない成長過程成長過程成長過程成長過程ですですですです。。。。そしてそしてそしてそして良好良好良好良好なななな種苗生種苗生種苗生種苗生

産結果産結果産結果産結果をををを得得得得るためにはるためにはるためにはるためには、、、、共食共食共食共食いをいをいをいを防防防防ぐぐぐぐ等等等等のののの技術技術技術技術がががが要求要求要求要求されるのですされるのですされるのですされるのです。。。。    

鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県のののの湖山池湖山池湖山池湖山池ではではではではテナガエビテナガエビテナガエビテナガエビがががが漁獲漁獲漁獲漁獲されされされされ、、、、例年例年例年例年のののの漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量はははは 2222 トントントントン程度程度程度程度だそだそだそだそ

うですうですうですうです。。。。フィジーフィジーフィジーフィジーでのでのでのでのボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動でででで、、、、種苗生産種苗生産種苗生産種苗生産のののの難難難難しさをしさをしさをしさを再認識再認識再認識再認識するとするとするとすると

ともにともにともにともに、、、、中国中国中国中国でのでのでのでのテナテナテナテナガエビガエビガエビガエビ養殖養殖養殖養殖をををを参考参考参考参考にににに、、、、湖山池湖山池湖山池湖山池でででで育育育育ったったったった稚稚稚稚エビエビエビエビをををを種苗種苗種苗種苗としとしとしとし

たたたた「「「「獲獲獲獲ってってってって育育育育てるてるてるてる」」」」養殖業養殖業養殖業養殖業をををを検討検討検討検討すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと感感感感じましたじましたじましたじました。。。。    

添付添付添付添付したしたしたした写真写真写真写真はははは 3333～～～～4mm4mm4mm4mm にににに育育育育ったったったった種苗生産途中種苗生産途中種苗生産途中種苗生産途中ののののゾエアゾエアゾエアゾエアですですですです。。。。黒又黒又黒又黒又はははは茶色茶色茶色茶色のののの点点点点

にににに見見見見えるのがえるのがえるのがえるのがゾエアゾエアゾエアゾエアですがですがですがですが、、、、密集密集密集密集したしたしたしたゾエアゾエアゾエアゾエアにはにはにはには共食共食共食共食いがいがいがいが起起起起きやすくなっていきやすくなっていきやすくなっていきやすくなってい

ますますますます。。。。    

    



    

 


