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《2 日目》2017 年 8 月 31 日(木) 

 

9 月 2 日に開催する、黙示伝授パーティの広報活動の為にインパックツアーズのタンジ

氏が協力してくれる事になり、ホテルで打ち合わせ。 

地元の KTV や新聞社、観光局、9／１のナイトマーケット等が候補に上り、早速広報活

動に出発!(^^)! 

 

★MBTV―26 WWW FM 89.5  

パーティーの趣旨を話し、TV とラジオ両方使う事に決定！手書き部分があるチラシを

スタッフのマイケル君が TV 用に急遽作り直してくれました！ 

TV 放映⇒CM 2 日で 60 回＝50＄ ラジオ⇒朝と夜 2 回×3 日＝30＄ 

そこのスタッフもパーティーにお誘いし、当日来てくれるとの事＼(^o^)／ 

（※オーナーが持っているアパートメントを見せて頂きました。きれいだけどちょっと

高い(>_<) パラオでは電気をカードで購入する事をその時発見。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★アイランドタイムズ パラオの新聞社 

 パラオの新聞社は週１回のみの発行。この新聞社は（木）発行で間に合わず。 

今回は事前告知の記事は掲載出来ないが、パーティー当日に取材に来て貰い記事とし

て掲載して貰える事になった。 

（新聞に載るかも!と喜んでいましたが、当日記者の方は来られなかった。残念!） 

 

★パラオ観光局 

 コミュニティへの PR をナイトマーケットでして

頂けるとの事。本日夜 JIVE で体験会をする話をし

たら、女性スタッフの Jovita さんが来て下さるとの

事。（実際に来て頂いていたようだが、残念ながらお

互い気付かず、が後で判明。これまた残念(>_<)） 
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★ポスター貼りローラー作戦 

午後からは、日本料理のレストラン「とりとり」で食事の後、拠点となる物件探しで

紹介物件を見に行くが、あまり良くない割には値段が高いのでガッカリ。 

（パラオは意外に家賃が高かった） 

その後、コロールの一番の繁華街、ダウンタ

ウンを中心にポスター貼りのローラー作戦を

３組に分かれて実施する。後で車で通るとあち

こちに、MOKUDEN のポスターが見えて、思

わず顔がにやけてしまうのでした(*^。^*) 

このローラー作戦で思わぬ出会いと展開

が・・・  

（ナイトマーケットの場所となる公園で、一人でトランプをやっていた男性をお誘い

したら、当日時間通りに来て下さいました!!そして、同席の他のゲストに自分で説明する

ほど黙伝の心を理解して頂きました。） 

 

★パラオ国立博物館 

ここでは戦争の遺留品として錆びついた不発弾やヘリのプロペラ等が屋外に展示され

ています。 

バイという高床式住居のような集会所は、 

パラオ独特の絵で、言い伝えや神話が描かれていま

す。村で何かを決める時に男性だけが入って相談し、 

決めるまで出て来れなかったそうです。 

床に小さな△の穴が開いているのはトイレで、 

食事は差し入れ、本当に一歩も出られなかったので

すね。でも、決めたことを村の長（一番偉いのは女性）に却下されたら、またお籠りし

たそうな…じゃ初めから女性が決めたらいいじゃん！と思いますが、色々な手続き（セ

レモニー？）が必要だったんですね。蛇足ですが、男性の初体験もここで！と決められ

ていたそうで、その場合はそういう女性が村々を回って来ていたようです。 

博物館自体にはあまり時間も無かった為入らず、お土産品コーナーでお目当ての CD

を購入。（パラオでかつて流行っていた日本語の歌の CD。日本の演歌・歌謡曲ではなく、

それ風に作られたパラオ製。） 
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★黙示伝授体験会と DVD 上映 

【日時】平成 29 年 8 月 31 日 18:30 ～ 

【場所】Jive カフェレストラン 

大使館の中川キョウコさんをお招きして懇談を中心に DVD を見ていただいた。黙示伝

授の体験を考えていたが、こちらのリサーチ不足で、当日ミュージシャンが入っていて

こちらが思ったように展開できなかった。 

・大使館には、大使、総領事含め現在１９名在籍している。  

・パラオでの ODA は、現在下水道工事をやっている。 

※現状から、今回の黙示伝授パーティは貸し切りに変更！ 

 

・その夜の JIVE レストランでは、月の周りにおおきな丸い虹が見え（○チョンのよう

な）その美しさに皆で撮影会‼という一場面も。 

（これは写真では全部写し切れず、皆様に全貌？をお見せ出来ないのが物凄く残念です。） 

 

・パラオの自然の豊かさを感じたエピソード 

 インパックツアーズ 主催の 2 時間の夜釣りツアーに参加した中国人？のカップルが

大漁の戦利品を持って、JIVE に戻って来たところ

に遭遇。 

 「ええ？これ全部、素人がたった 2 時間で釣り上

げたお魚たち?!」 

もう、思わずスマホカメラを構えましたね。観て下

さいませ!! 超大漁‼!(＠_＠;) 

そりゃ、あくせく働かなくてもね……ってなります

よね^_^; 

 

・パラオの豊かでない WiFi 事情 

 自然の豊かさに反して、ネット環境がまだまだ整っておらず、有料 Wifi を購入するも、

殆ど機能をなさず…。いつも「とりとり」レストランでの Wifi を使ってましたが、有料

なのに何で役に立たないの？(>_<) 

 （※実際には電話＆ネット環境が無くても支障なし！の生活でしたが(#^.^#)） 
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《3 日目》2017 年 9 月 1 日(金) 

 

パラオの農業事情、リサイクル事情のリサーチ （小久保、松尾） 

ナイトマーケット・黙示伝授パーティの準備 

 

★パラオの農業事情 

イタル・キシカワ氏 ８３歳 

お父さんが日本人、お母さんがパラオ人のハーフ 

伝説のダイバーとして、ダイバーの中では有名。 

今も当時もパラオで観光になるものが海で、 

観光振興としてダイビングを売りにしようと考え 

ダイビングスポットを探し「ブルーホール」など 

発見した。 

宿泊してダイビングが出来るようにと、カープ島に手作

りの宿泊施設をつくる。観光のことは区切りをつけ、有機農業を始めて２０年とのこと。

本人曰く、医者になりたかったが、時間がかかるのであきらめたとのこと。 

 

懇談の要旨 

国の基は農。政府に対しても提言しつつ、自ら 

有機農業を実践し人材育成や後継者を育成している。 

10 年で野菜が売れた。コーヒーを植えようと 

している。野菜の苗は、種を輸入して自然こう 

ばいして、パラオにあった作物にしている。 

やり始めたら、止められない。目に見えるから 

嬉しい。 

産業を起こさないとダメ。格差が広がる。      

有機農業で年間収入がこれだけ得られる、と 

実践を通じて研修生に体得させ人材を育成している。    （コーヒーの苗） 

できることからやっていかないと。 

若い人（パラオ人含め）を集め勉強会をしている。   

やる気がある人を育てたい。オイスカの国際会議で発表することになっている。 

パラオで農業をやろうとするパラオ人は現在ゼロであるが、イタルさんは国を憂い様々

な情報に惑わされることなく有機農業を実践している。 

 

栽培方法は、日本から文献を取り寄せ調べて実践している。 

虫が付くのは、土壌のバランスが悪いからで、きちんとやれば、虫はつかない。 

堆肥も自分で作っている。環境の保全には危惧している。マングローブを切ってはだめ

という法律があるが、お金儲けのために切っている。 
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仕事は喜んでしないと。 

国の力は「農」 農作物が育つ＝国が育つココナッツオイルの加工も手掛けている。 

ヤシの実の飲み物をごちそうになった。久しぶりにおいしかった。 

南国はこれに限る。 僕らだけ飲んで、みんなごめんなさい。 

 

 

◆堆肥づくり             ◆苗づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆農場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★リサイクル事情 

・と き 平成 29 年 9 月 1 日 14:00 ～ 

・ところ リサイクルセンター 

コロール州リサイクルセンター 

顧問 藤氏 74 歳  

やりたい事をやっているので、今とても 

充実している。今が第一の人生だと思って 

いるとのこと。 

2004 年シニアボランティアとしてパラオに来て、2 名からスタートし、現在 

80 名の雇用を産んでいる。将来 100 名にしたいとの意気込みでやられている。 
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懇談の要旨 

うまくいっていた矢先に、5/31 に火災にあった。 

堆肥化する施設の全焼。リサイクルセンターの再建に向けて活動している。 

 

 

 

 

 

 

 

コロール州にリサイクルセンターがある。この州に経済が集中している。 

自立した予算が組めるのは、コロール州だけ。 国内の GDP90％以上を占める。 

他の州は無理。 

ペットボトルの回収は、デポジット制を導入した。デポジット制度による収益が大きい。 

アルミニウム・鉄・ペットボトルは輸出しているが、 

ペットボトルから油を取出し発電に回し 

施設の電気を賄うように考えている。 

ガラス関係は、月/18 トンすべて再利用したい。 

ガラス細工の原料として、体験ガラス細工を 

できるようにし観光産業にも結びつけたいと 

考えている。 

一度島に入ったものは、島から出ていかない。 

きちんとリサイクル等行わないと、ゴミの島に 

なり観光どころの話ではない。下水処理 現状処理能力は高いレベルにある。 

バイオマスガスによる電力によって LPG にとって代わるようにしたい。 

堆肥化はうまくいっていた。スクープ方式で日/7.5㎥ 食品残さ、段ボール等 品質的

にも良くできていた。 その矢先に、火災が起きた。 

途上国で分別のことばかりやっても意味がない、出口のところから進める必要がある。

最初に分別ありきではない。出口が決まったところから分別を始めないといけない。今

分別ステーションは設けている。受け取り価格 アルミ㌔/30 セント、鉄㌔/15 セント 

トータルで採算が取れればよい。 

コンセプトとしては、国づくりのための土台作り。グローバルリズムと一緒になる必要

はない。 
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★黙伝パーティーの準備 

男性陣が農業＆リサイクル事情のリサーチ WORK にお出かけの間、女性陣は 

ホテルにて、本日のナイトマーケットの準備と、明日のパーティー準備。プレゼントの

確認、受付表・ネームプレート作成、御挨拶分の英訳等々。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
はがきサイズの英語版濃度

表(表)日本で作成し印刷。 

 

アクリルのメンバーズ 

プレートは、枠は日本で 

作成し､お名前は現地にて 

テプラで打ち込みました。 

予約を頂いた方は、 

事前に作成。 

 

簡易版のキット 

には､G-Chaos 

と Gs GUEST 

もセットでお渡し 

しました。 
 

はがきサイズの英語版濃度

表(裏) 
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★ナイトマーケットでの黙示伝授体験会 

【日時】  平成 29 年 9 月 1 日 17:00 から 

【場所】  ダウンタウンにある公園 

 

昨日、黙示伝授パーティのポスター掲示の時、バイみたいな屋根付きの休息所（普段は

ここで物売りをやっている)で、ここを仕切っているボスみたいなおばさんにポスター掲

示の許可をもらって貼っていた。 

そこで、黙伝の体験会が急遽行える事になった。 

パラオ観光局で知り合った女性スタッフの Jovita さんが、ナイトマーケットの司会をさ

れていて、Mokuden の体験会とパーティーの宣伝をして下さいました。 

テーブルにシートを拡げていると、早速興味を持たれた方が 3 人集まったので、初の海

外黙伝スタート! 

やっているさなか、中国人らしき人が同じテーブルの反対側で商品を並べだしてきた。

多分そこで販売することの許可を得ていたものと思われる。 

その時、その場所を管理している強面のパラオのおばさんが、テーブルの半分からはみ

出そうとしていたことに気づき、中国人にきつく注意してくれました。おばさんも楽し

く黙伝を見ていたものと思われる。 

 

PPR(パラオパシフィックリゾード)ホテルの男性従業員がはまって、とても楽しくやっ

ていた。 

当然、黙示伝授パーティに誘うとパラオ人らしく愛嬌よく OK。しかし当日は来なかっ

た。これもパラオです。 

 

                   私達が黙伝に集中している間、 

舞台では、歌あり踊りありで楽しそうでした。

屋台やモノを売っていたり、娯楽が少ないパラ

オでは、楽しめる交流の場なのでしょう。 

月に２回やっているそうです。 

      

                 ・ナイトマーケットから帰ってからは、再度男性

陣と明日の準備の確認。そして英語のインスト

ラクションの打ち合わせ。モニカさんが作って

くれた開示伝授のインストラクションの読み合

わせ等してから、就寝。 

 

 

 

 

 


