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　4年ぶりのバリ島・東ティモール訪
問でした。10月31日の朝、羽田空港
を出発した飛行機はシンガポールを
経由し、19時過ぎにバリ島デンパ
サール国際空港に着陸しました。
　11月1日、山口副理事長、蓮見氏
そして私の3名でバリ島スランガン
にある「ウミガメ保護教育センター 
Turtle Conservation and Edu-
cation Center; TCEC」を見学しま
した。目的は、東ティモールラウテン
県コム海岸で地元の漁師・ボランティ
アが行っているウミガメ保護活動を
支援するための準備として、TCEC
の保護活動を参考にさせてもらうこ
とです。
　クタの中心街からサヌールに向
かって車で約30分、スランガン島の
一角にTCECはありました。
　バリ島ではひと昔前まで毎年3万
匹のウミガメが食用にするために捕
獲され違法取引が行われていたそう
です。ウミガメの大々的捕獲と違法
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取引に対して、地元や海外から激し
い批判がなされ、2006年スランガ
ンの住民が主体となって、正式にウミ
ガメ保護活動が開始されたそうで
す。入り口を入ると、左前方の屋根付
きの建物に10個以上のタイルで出
来た水槽が並んでいました。水槽に
は卵からかえって間もない子亀から
甲羅の長さが1ｍ以上もあろうかと
思われる大きな亀までサイズ別に分
けられ、各々飼育されていました。
　水槽はきれいな海水がポンプで循
環するようになっていて、この循環シ
ステムもウミガメを飼育するうえで
重要なポイントになると思いました。
子亀は約一ヶ月この施設で飼育され
十分な体力がついてから海に放流す
るそうです。敷地の中には確保した
ウミガメの卵を砂に埋め孵卵するま
で保護するゲージなどもありました。
　この施設では他にも保護したウミ
ガメの里親制度や来場したツーリス
トや子供たちにウミガメ保護活動の

コム海岸における
ウミガメ保護・教育活動
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2018年６月３０日より、特定非営利活動法人東ティモール医療友の会を「特定非営利活動法人AFMET」に変更いたしました。

AFMET

目的や海の環境保全の重要性など
の教育も行っているとのことで、とて
も良い参考になりました。
　さて、ここからは東ティモール・コ
ム海岸の話です。車のトラブルのた
めディリで1泊することになった私た
ちは、11月3日の朝、AFMETスタッ
フのジュベンシオさんの運転でコム
海岸に向かいました。コム海岸では
ミゲルさんと彼の親族の女性が浜で
キリンサイの手入れをしていました。
キリンサイの養殖は順調で、安定し
た収穫が得られているとのことでし
た。しかしウミガメの産卵時期は既に
終わっていて、ウミガメの卵や子亀を
見ることはできませんでした。
　4日と5日はコム、トゥトゥアラそし
てジャコ島近海の海洋調査を行いま
した。残念ながらカギケノリの生育を
確認することは出来ませんでしたが、
蓮見氏によると、温暖化の影響など
により日本や他の地域の近海でみら
れるサンゴの白化現象等は認められ

東ティモール 

　いつもＡＦＭＥＴを支援していただきまして、ありがとう
ございます。
　現地ＡＦＭＥＴは新しい事務所に移り、現地スタッフが
中心となって進めてきたプロジェクトも試行錯誤の
うえ、対象となった現地住民のみなさんの生活環境を
整える第一歩を踏み出して終了することができました。

献金のお願い 理事一同

ゆうちょ銀行振替口座　00200-5-29126

　国情により困難なことも非常に多いのですが、これ
からも他地域での活動を含め、ＡＦＭＥＴは現地スタッフ
とともに、よりいっそうの活動を続けていきたいと思っ
ております。
　東ティモールの方たちの健康と生活向上をめざして
活動を続けるスタッフ、並びに現地スタッフに、引き続
きご支援をたまわりますよう、どうぞよろしくお願い申
し上げます。

◎正会員…年会費5000円　◎賛助会員…年間一口3000円

写真：ロスパロスの広大な大地

ウミガメが産卵にやってくる美しいコム海岸 バリ島スランガンにあるウミガメ保護・教育センターの入り口

なかったとのことでした。ウミガメや
それを取り巻く海の生物たちが生き
ていくためには、きれいな海と砂浜
が欠かせません。今後ウミガメの保
護活動を通じて、東ティモールの子
供たちに、プラスティックゴミの回収
やビーチクリーンなど環境を考える
活動が引き継がれていくことを望ん
でいます。
　最後になりましたが、今回の訪問
では聖母訪問会メハラ修道院シス
ターの皆様とドンボスコ会ジョジョ神
父様に大変お世話になりました。感
謝申し上げます。

　うだるような暑さ
の中、本質を問われ
るかのような体験を
経て、東ティモール
には今後も関わる
であろうと感じた数
日間でした。
　独立直前にサッ
カーを通じた子供達
との交流で関わって
いたことはありましたが、今回は、水
中ドローンを使用した海洋環境調査
を中心としたプログラムでかかわら
せていただきました。
　自ら見た光景と現地の皆様の声を
聞き、東ティモールの未来と課題を
同時に感じました。日本と違いすれ違
う人々が皆若く、国を支える力として
東ティモールは大いに未来のある国
なのかもしれません。
　それは独立以後の不安定な状況か
ら次のフェーズに移り、新しい社会を
作り出すエネルギーのようにも見え
ました。
　しかし同時に感じたことは需要に
対する供給量の多さと最終的にゴミ

処理できない環境という点でした。
　生活インフラが上下水やゴミ処理
よりも通信が先に来た事で生まれた
新たな課題かもしれません。
　首都ディリは通りのほとんどが商
店で隣り合わせて似たような商売を
し、飲み終わったペットボトルやゴミ
はどの地域でもその辺に捨てていま
す。他方で海はとても澄んでいて外
からの漂着ごみもなく、サンゴの白化
もあまり進んでおらず、海底にゴミが
ない素晴らしい状況です。
　ですが、この状況を放置しておくと
必ずゴミだらけになります。
　ゴミだらけになると人間はその環
境に慣れていき、新たな課題を生む

コムの海岸から海洋環境保護と資源循環を   蓮見洋平

要因にもなりかねません。
　彼らにとって親しみの深い「海」と
いうキーワードを軸にコムの海岸か
ら海洋環境保護と資源循環を進めら
れるように今後も関わっていきたい
と思います。

はすみ・ようへい　鎌倉在住。小学校に
てプラスチック循環などの環境教育の実
施と水中ドローンを使用した海洋映像
の撮影や海岸環境の保全にかかわる活
動を行っている。

コム海岸で暮らす友人によると、１日
最低３本のペットボトルの水を飲む
という。ゴミやプラスチックの回収シ
ステムが全く
ない海洋保
護指定地区
であるコム海
岸で、一人年
間1,095本の
ペットボトル
を投げ捨てる
ことになる

道端に投げ捨てられていたペットボトル
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なかったとのことでした。ウミガメやそ
れを取り巻く海の生物たちが生きて
いくためには、きれいな海と砂浜が欠
かせません。今後ウミガメの保護活動
を通じて、東ティモールの子供たちに、

プラスティックゴミの回収やビーチク
リーンなど環境を考える活動が引き継
がれていくことを望んでいます。
　最後になりましたが、今回の訪問で
は聖母訪問会メハラ修道院シスター

の皆様とサレジオ会ジョジョ神父様に
大変お世話になりました。感謝申し上
げます。

孵化したばかりの子亀 コムビーチでのキリンサイ養殖、ウミガメ保護活動に従事している
ルーカス君（右）

モニターに現れたウミガメ

黄色の部分が国立公園内海洋保護地区 水中ドローンとモニターの調整をする蓮見氏 調査中に吊り上げたバラクーダ活躍した水中カメラ

　この数年間、コロナ禍もあって東
ティモールの仲間とのコミュニケー
ションが取り難い不本意な時間を過ご
してきました。しかし、今年の夏頃から
インドネシアのバリ島経由でのディリ
入国もほぼ以前と同じ状態に改善さ
れ、また、日本帰国時の水際対策の規
制や諸条件が緩和されたこともあっ
て、私は今年の７月下旬、聖母訪問会

東ティモールとの新たなかかわりを模索しながら   
山口道孝AFMET副理事長

のシスター方と１回目、さらに今回
AFMET理事長の小林裕先生、また、
「私たちの海とエコロジー」といった
テーマを軸に日頃から協力やアドバイ
スをいただいている蓮見洋平氏と共
に、２回目の東ティモール訪問を果た
しました。
　特に今回、小林先生や蓮見氏の報
告にもある通り、ラウテン県の極上の

美しい海が壊れないために、私たちは
何ができるか。現地スタッフのジュベ
ンシオや海と共に生きている彼の仲
間たちと考え、海の現状を見つめ、将
来起こりうるネガティブなシナリオを
イメージしながら、それを回避するた
めに私たちの果たすべき役割がある
ということを認識し、共有することが
できました。

　２００７年８月１５日、東ティモール
政府は、同国最初の国立公園としてニ
ノ・コニス・サンタナ国立公園をラウテ
ン県内に設立しました。同県東部全土
並びに南部の一部を含む1,236平方
キロメートルの地域で、ロレの野鳥地
区、パイトチャウ山、ララロ湖、ジャコ
島などから成っています。ロレの野鳥
地区には、絶滅の危機に瀕している黄
紋付きオウム、固有種のティモールグ
リーンピジョン、絶滅危惧種ティモー
ルインペリアルピジョン、激減する
ティモールスズメが生息し、国立公園
沿岸部全域には556平方キロメート
ルに渡ってサンゴ礁が広がっていま
す。このサンゴ礁は、“コーラルトライ
アングル”と呼ばれるフィリピン、イン
ドネシア、マレーシア、パプアニューギ
ニア、ソロモン諸島、東ティモールに
広がるほぼ三角形の熱帯サンゴ礁地
域の一部にあたり美しいサンゴ礁と
共に、その中で暮らす多種多様な魚と
その他の生き物がいます。
　因みに、ニノ・コニス・サンタナは、同
国立公園内の中心地トゥトゥアラの出
身で、対インドネシア独立闘争に命を
掛け、独立前の１９９８年に死亡した英
雄、東ティモール民族解放軍司令官
の名前から取っています。
　さて、ニノ・コニス・サンタナ国立公

園の沿岸部は、サンゴ礁地域、良好な
漁場、また、美しい白砂ビーチで構成
されています。特にその中のコム海
岸、トゥトゥアラ北部の海岸、トゥトゥア
ラ南部の海岸とそれに対面するジャ
コ島西海岸の三ヶ所が海洋保護地区
に指定されています。
　しかし、そこは同時に、東ティモール
政府やラウテン県の役人たちが安易
な外貨獲得のために観光開発計画を
進めようとしている場所とも一致しま
す。そのため乱開発による自然破壊が
起こらないために、AFMETはモニタ
リングシステムの構築と観光開発の
発想をエコツーリズムやサステイナ
ブルツーリズムへと転換していくため
のお手伝いや提言、また、そうした感
覚を理解できる地元の若者たちの人
材育成を進めていきたいと考えてい
ます。
　今回、三つの海洋保護指定地区を
それぞれ一日ずつ使って、地元の漁師

さんたちと共に３日間船上で過ごし、
水中ドローンを使って海の中の様子
を観察したり、シュノーケルをつけて
私たち自身が海の中に入ったりしなが
らラウテン県の美しい海の健康状態
を確認していきました。結果として、現
時点の海の状態は良好でした。しか
し、住民たちの環境に関する意識の低
さや行政によるごみ対策やリサイク
ル、リジェネレーションといった発想の
不在も確認でき、安易な発想の下で
豊かな自然や美しい海が簡単に失わ
れてしまう観光開発の危うさに曝され
ているという現実を実感し、不安に駆
られました。
　私たちは、長い目で将来の東ティ
モールを見詰めながらも、直ぐに取り
組まなければ手遅れになってしまうた
くさんの課題の中から、私たちが微力
ながら貢献できる身の丈に合った
テーマを模索しています。東ティモー
ルだけではない全地球の叫びに応え
ていきたいと考えておられる皆様と
共に、皆様からのご意見を受け止め、
より現実的で具体的な新たなかかわ
りを東ティモールの仲間と創っていき
たい、そう考えております。皆様から
のご指摘、コメントなどをお待ちして
います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
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くさんの課題の中から、私たちが微力
ながら貢献できる身の丈に合った
テーマを模索しています。東ティモー
ルだけではない全地球の叫びに応え
ていきたいと考えておられる皆様と
共に、皆様からのご意見を受け止め、
より現実的で具体的な新たなかかわ
りを東ティモールの仲間と創っていき
たい、そう考えております。皆様から
のご指摘、コメントなどをお待ちして
います。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
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　4年ぶりのバリ島・東ティモール訪
問でした。10月31日の朝、羽田空港
を出発した飛行機はシンガポールを
経由し、19時過ぎにバリ島デンパ
サール国際空港に着陸しました。
　11月1日、山口副理事長、蓮見氏
そして私の3名でバリ島スランガン
にある「ウミガメ保護教育センター 
Turtle Conservation and Edu-
cation Center; TCEC」を見学しま
した。目的は、東ティモールラウテン
県コム海岸で地元の漁師・ボランティ
アが行っているウミガメ保護活動を
支援するための準備として、TCEC
の保護活動を参考にさせてもらうこ
とです。
　クタの中心街からサヌールに向
かって車で約30分、スランガン島の
一角にTCECはありました。
　バリ島ではひと昔前まで毎年3万
匹のウミガメが食用にするために捕
獲され違法取引が行われていたそう
です。ウミガメの大々的捕獲と違法
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取引に対して、地元や海外から激し
い批判がなされ、2006年スランガ
ンの住民が主体となって、正式にウミ
ガメ保護活動が開始されたそうで
す。入り口を入ると、左前方の屋根付
きの建物に10個以上のタイルで出
来た水槽が並んでいました。水槽に
は卵からかえって間もない子亀から
甲羅の長さが1ｍ以上もあろうかと
思われる大きな亀までサイズ別に分
けられ、各々飼育されていました。
　水槽はきれいな海水がポンプで循
環するようになっていて、この循環シ
ステムもウミガメを飼育するうえで
重要なポイントになると思いました。
子亀は約一ヶ月この施設で飼育され
十分な体力がついてから海に放流す
るそうです。敷地の中には確保した
ウミガメの卵を砂に埋め孵卵するま
で保護するゲージなどもありました。
　この施設では他にも保護したウミ
ガメの里親制度や来場したツーリス
トや子供たちにウミガメ保護活動の

コム海岸における
ウミガメ保護・教育活動
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小林 裕AFMET理事長

2018年６月３０日より、特定非営利活動法人東ティモール医療友の会を「特定非営利活動法人AFMET」に変更いたしました。
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目的や海の環境保全の重要性など
の教育も行っているとのことで、とて
も良い参考になりました。
　さて、ここからは東ティモール・コ
ム海岸の話です。車のトラブルのた
めディリで1泊することになった私た
ちは、11月3日の朝、AFMETスタッ
フのジュベンシオさんの運転でコム
海岸に向かいました。コム海岸では
ミゲルさんと彼の親族の女性が浜で
キリンサイの手入れをしていました。
キリンサイの養殖は順調で、安定し
た収穫が得られているとのことでし
た。しかしウミガメの産卵時期は既に
終わっていて、ウミガメの卵や子亀を
見ることはできませんでした。
　4日と5日はコム、トゥトゥアラそし
てジャコ島近海の海洋調査を行いま
した。残念ながらカギケノリの生育を
確認することは出来ませんでしたが、
蓮見氏によると、温暖化の影響など
により日本や他の地域の近海でみら
れるサンゴの白化現象等は認められ

東ティモール 

　いつもＡＦＭＥＴを支援していただきまして、ありがとう
ございます。
　現地ＡＦＭＥＴは新しい事務所に移り、現地スタッフが
中心となって進めてきたプロジェクトも試行錯誤の
うえ、対象となった現地住民のみなさんの生活環境を
整える第一歩を踏み出して終了することができました。

献金のお願い 理事一同

ゆうちょ銀行振替口座　00200-5-29126

　国情により困難なことも非常に多いのですが、これ
からも他地域での活動を含め、ＡＦＭＥＴは現地スタッフ
とともに、よりいっそうの活動を続けていきたいと思っ
ております。
　東ティモールの方たちの健康と生活向上をめざして
活動を続けるスタッフ、並びに現地スタッフに、引き続
きご支援をたまわりますよう、どうぞよろしくお願い申
し上げます。

◎正会員…年会費5000円　◎賛助会員…年間一口3000円

写真：ロスパロスの広大な大地

ウミガメが産卵にやってくる美しいコム海岸 バリ島スランガンにあるウミガメ保護・教育センターの入り口

なかったとのことでした。ウミガメや
それを取り巻く海の生物たちが生き
ていくためには、きれいな海と砂浜
が欠かせません。今後ウミガメの保
護活動を通じて、東ティモールの子
供たちに、プラスティックゴミの回収
やビーチクリーンなど環境を考える
活動が引き継がれていくことを望ん
でいます。
　最後になりましたが、今回の訪問
では聖母訪問会メハラ修道院シス
ターの皆様とドンボスコ会ジョジョ神
父様に大変お世話になりました。感
謝申し上げます。

　うだるような暑さ
の中、本質を問われ
るかのような体験を
経て、東ティモール
には今後も関わる
であろうと感じた数
日間でした。
　独立直前にサッ
カーを通じた子供達
との交流で関わって
いたことはありましたが、今回は、水
中ドローンを使用した海洋環境調査
を中心としたプログラムでかかわら
せていただきました。
　自ら見た光景と現地の皆様の声を
聞き、東ティモールの未来と課題を
同時に感じました。日本と違いすれ違
う人々が皆若く、国を支える力として
東ティモールは大いに未来のある国
なのかもしれません。
　それは独立以後の不安定な状況か
ら次のフェーズに移り、新しい社会を
作り出すエネルギーのようにも見え
ました。
　しかし同時に感じたことは需要に
対する供給量の多さと最終的にゴミ

処理できない環境という点でした。
　生活インフラが上下水やゴミ処理
よりも通信が先に来た事で生まれた
新たな課題かもしれません。
　首都ディリは通りのほとんどが商
店で隣り合わせて似たような商売を
し、飲み終わったペットボトルやゴミ
はどの地域でもその辺に捨てていま
す。他方で海はとても澄んでいて外
からの漂着ごみもなく、サンゴの白化
もあまり進んでおらず、海底にゴミが
ない素晴らしい状況です。
　ですが、この状況を放置しておくと
必ずゴミだらけになります。
　ゴミだらけになると人間はその環
境に慣れていき、新たな課題を生む

コムの海岸から海洋環境保護と資源循環を   蓮見洋平

要因にもなりかねません。
　彼らにとって親しみの深い「海」と
いうキーワードを軸にコムの海岸か
ら海洋環境保護と資源循環を進めら
れるように今後も関わっていきたい
と思います。

はすみ・ようへい　鎌倉在住。小学校に
てプラスチック循環などの環境教育の実
施と水中ドローンを使用した海洋映像
の撮影や海岸環境の保全にかかわる活
動を行っている。

コム海岸で暮らす友人によると、１日
最低３本のペットボトルの水を飲む
という。ゴミやプラスチックの回収シ
ステムが全く
ない海洋保
護指定地区
であるコム海
岸で、一人年
間1,095本の
ペットボトル
を投げ捨てる
ことになる

道端に投げ捨てられていたペットボトル


