
  

  

(Republic of Vanuatu) 

面積  1万2,190㎡ 

新潟県とほぼ同じ 

人口 26万人 世銀2014 

首都 ポートビラ 

民族 メラネシア系 93％ 

 その他 中国系、ベトナム系、英仏人 

言語 ビスラマ語 

公用語 英・仏・ビスラマ 

  教育で使う言語 英・仏 

宗教  主にキリスト教 

政体  共和制 

議会  議員数52名 

    任期4年 

 

1906-1980 

  英仏共同統治下になる 
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代表のあいさつ       仲  誠 一 

 バヌアツのピキニニ（子供）たちは純真で可愛

い。大人は、そのままで大きくなります。そんなバ

ヌアツに魅かれ、これからもピキニニ（子供たち）

と関わっていきたいと、本会を立ち上げました。 

 私たちが力を合わせれば、もっと良い社会が作れ

ると思うのです。目の前にもできることがありま

す。むりせず出来る範囲からやっていきます。 

 幼稚園で子供たちにバヌアツの話や読み聞かせを

している元JICA隊員もいます。 

 わたしたちは、たのしみながら、皆さんと一緒に

活動出来ればと思います。 

           Tanku tumas long olgeta evriwan. 

 バヌアツ・ナバンガ ピキニニ友好協会発行 

  第1号 

2017/01/01発行 

ナバンガ ピキニニBook2  2017年1月末発売予定 

サイズ：A4 ページ数：72 

 販売価格 ２，０００円（送料込） 

お申し込みは 

 Vnabanga_pikinini@yahoo.co.jp あるいは 

バヌアツ・ナバンガ ピキニニ友好協会  

         Fax: 0798-71-3072 まで 

お振り込みは 

ゆうちょ銀行 西宮甲陽園 

郵便振替 ００９００－９－３１０１２３ 
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 「バヌアツ・ナバンガ ピキニニ友好協会」   

          設立の趣意 

プロフィール 

●1945年、上海生まれ、大学卒業後、英国系航空

会社に就職。2001年退職後、JICAシニアボラン

ティアとして、バヌアツの観光開発に参加、バヌア

ツ歴史小史「二石一鳥」を翻訳して、バヌアツ文化

センターより出版。2010年バヌアツサント島で、

カフェの支配人として、6か月勤務。 

●2013年～15年、ミクロネシア、ポンペイ州で

JICAシニアボランティア、観光アドバイザーとし

て働き、2015年3月帰国、民話集「ナバンガピキ

ニニBook1」（仲誠一訳）販売で、サイクロン

「パム」の被害児支援を行う。 

明けまして おめでとう            

           ございます。 

 バヌアツは2015年3月、サイクロン「PAM」

に襲われて甚大な被害を受けました。もとJICAバ

ヌアツ隊員は、現地バヌアツで、あるいは日本国

内・国外で、復興支援を行いました。 

  私たちも、神戸南ロータリークラブのお手伝い

をいただき、バヌアツの民話集「ナバンガ ピキニ

ニBook1」（日本語訳）を日本で2000部刊行

し、収益金＋寄付金、￥2,333,008を一昨年バヌ

アツに届けてきました。 

浜松市では、2013年～2015年障害児支援で

バヌアツに赴任した大谷一雄・香苗夫妻が、浜松駅

前でバヌアツの絵画や被害状況の写真を展示し、街

頭募金を行ないました。 

一昨年のサイクロン復興支援で、終わらせるこ

となく、これを機に今後も継続して、バヌアツに関

わり、日本とバヌアツの若者の交流、バヌアツ観光

促進の支援に寄与できればと考え、有志を募って、

このたび、「バヌアツ・ナバンガ ピキニニ友好協

会」を設立しました。 

         発起人   仲  誠 一 

 

          （4ページの英文の記事に続く） 

バヌアツ共和国 

ピピピ   キキキ   ニニニ   ニニニ   通通通   信信信   
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 若い方はご存知ないでだろうが、1960年代

「何でもみてやろう」（小田実著）が若者の間

でベストセラーであった。 

 一日一ドルで、ヒッチハイクしながら世界を

まわる。今でいえば、ハウツーもの旅行記で、

ヒッチハイカーにとっては、聖書であった。 

 当時、ヨーロッパだけで、ヒッチハイカーは

500人もいると言われた。もちろん女性も含め

て。 彼ら・彼女らは片道切符で、北欧のギャ

ラの良い職場を拠点として、レストランの皿洗

いなどで小銭を貯め、ヒッチで各地を回った。    

ザック（今風に言えばバックパック）に寝袋を

括り付け、ギターを奏でながら車を止める。

（道端の若者をピックアップする運転手も、若

いころのヒッチの経験者である）わずかなお金

で見聞をひろめ、世界の人たちと交わる。テレ

ビやネットで世界を知るのではなく、現地に溶

け込んで初めてわかる世界がある。 

 若者が海外に出たがらないと言われて久し

い。「時代が違う」かもしれない・・が、たと

え、短期でも観光旅行でない現地を経験しよ

う。 

  

 現地に溶け込んで 

     はじめて わかる世界が 

           そこには ある。 

 

して赴任しているので、その人たちと一緒に、

活動していきたい。 

  お手元に余った2017年度カレンダーがあれ

ば、ご提供ください。バヌアツの小学校に贈り

かれらの教材として使っていただく。 

 

       1月末、バヌアツに発送します。 

 本会は2015年3月バヌアツを襲ったサイクロン

復興支援のためのバヌアツ民話集「ナバンガ 

ピキニニ」（日本語版）発刊に端を発してい

る。その流れを汲んで、今後もバヌアツの子ど

もたち「ピキニニ（現地ビスラマ語で子供の

意）」の支援に関わっていく。 

 日本とバヌアツの子どもたちの絵の交換を通

じて、文化交流が出来ればと考えている。JICA

青年協力隊の若者がバヌアツの学校で、教員と 

本会設立の趣意 若者を海外におくりたい！ 

国際交流促進 

事業概要 

 

に携わっている。 

 このキャンプには、ドイツ人の参加もあり、

ドイツ語専攻の日本人学生からは、授業以上の

収穫があったとの感想があり、今もドイツ人と

の交流がつながっている。 

 本会では、バヌアツへのスタディツアーを企

画し、現地家庭にホームステイしながらの国際

交流の促進に寄与する。さらに将来的には、現

地バヌアツの子ども達を呼んで、日本の子ども

達と交流することも企画していく。 

 JICAシニアーボランティア観光隊員として、

バヌアツに赴任中、ワークキャンプを2回催行、

ミクロネシア・ポンペイでも2回開催した。 

 バヌアツでは、日本のODA資金によるエパオ

村小学校建設現場で、村の人と一緒に浜からバ

ケツリレーで砂を運び、ブロックの作製、積み

上げなどで汗を流した。村の集会所で寝泊まり

し、村の人たちと一緒に炊事洗濯。 

 サッカーの国際審判員を持つ参加者は夜に

サッカーのルール教室を開催、村の若者たちに

喜ばれた。この青年は帰国後、国際機関の仕事 
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 「バヌアツ・ナバンガ ピキニニ友好協会」   

海外旅行でない海外体験 

子どもたちの文化交流 絵画の交換 

上 プライベートビーチのハイダウエー 

下 イリリキアイランドリゾートの夕暮れ 

首都ポートビラのマーケット 

トマト1袋が200円、パパイヤは一個10～50円 

新鮮レタスが７株で、100バツ―（100円） 



  

  

米谷 収 

 私は人生の大半を金融と不動産の業界で過ご

し、現代人の生活の在り方に大いに疑問を持っ

ていた時に、理事長仲 誠一氏との出会いが

あった。日本の戦後成長期を経験し、ニュー

ヨーク、ロンドンでの生活を堪能し、アジア諸

国をはじめ後進国の人々の生活をつぶさに見て

きたものとして、「幸福とはなんですか」「あ

なたはそれで幸福ですか」という疑問を抱いて

いた時に、仲 誠一氏からバヌアツ共和国とい

う国家、人々の暮らしを教えていただき、シン

プルライフ、自然との共生の大切さを思い知っ

た次第です。2015年夏に膵臓癌の手術をして

あと何年この世にいるかわからないものとし

て、私の周りにいる若い世代をはじめ、競争社

会であくせく働いている人々に、このバヌアツ

という天国を是非紹介したいと思っている。 

く意味のあることだと思います。 

 お蔭で、昔々バヌアツのお父さんやお母さん

が愛をもって、子ども達に伝え楽しんだお話を

堪能させていただくことができました。ありが

とうございます。 

 

 トックはなまけもの過ぎますよね！？ 

 火山は種が燃えた跡なんだ！ 

 ねずみのしっぽは・・・・！ 

 

 このスケールの大きなお話を、面白みのある

お話を、次の子どもたちに聞かせてあげたいと

思います。  

 時代を越えて、国を越えて、伝えられてい

て、ほんの少し、地球が今よりももっと丸くな

ればいいなと、一冊のほんを通じて胸を熱くし

ました。 

2016年9月15日  

      本日十五夜 

               M.Mori 

読者からのお便り 

 『ナバンガ・ピキニニ』を 

       読ませていただいてー 

 バヌアツの絵本を初めて手に取りました。 

そもそも、バヌアツが地球のどの辺りにあるの

か、フィリピンやインドネシアのように沢山の

島からなっている国なのだということを恥ずか

しながら知らないでいましたので「ヘエー」と

子どもに戻って読まさせていただけました。 

 また、大地の成り立ちや生き物に姿を変えて

の教え、知恵を存分に楽しませていただきまし

た。 

 民話はその土地の空気を運んできてくれるの

で、なかなか降り立つことのないバヌアツの風

土を感じることが出来て感激しています。 

 きっと火山が沢山あるのでしょうね。 

 かって私が子どもだった頃、『兼高かおる世

界の旅」なるテレビ番組に夢中で、世界の広

さ、個々のお国柄の違いを興奮しながら見入っ

たことを思い出します。 

 伝承のお話しは活字にならないと残りません

し、それを翻訳しなければ異国である日本人に

は届きませんもの。素敵なご本の誕生は、すご

友好協会にかける理事の夢 

大島 龍 

 10年前にボランティアでエファテ島に滞在し

た経験があります。バヌアツの魅力は何といっ

ても自然と調和する生活と住む人の穏やかで優

しい心。協会の事業を通じて、バヌアツのいい

ところを自分の人生に取り入れる人が増えれば

幸いです。よろしくお願いいたします。 
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大谷 一雄 

 バヌアツ人は困っている人を見ると、黙って

見過ごすことができません。ある時、税関で支

払いをしようとしたときに、細かいお金がなく

困っていると、そこにいた全然知らないタク

シーの運転手が出てきて、お金を出しながらこ

れを使ってくれと言われ、びっくりした思い出

があります。バヌアツの良さをこの友好協会を

通じて、日本の人にも伝えることができ、日本

とバヌアツの交流が深められたらと思います。

よろしくお願いします。  

石田 加奈恵 

 私はバヌアツにいったことはありませんが、

同じ南太平洋であるフィジーという所へ滞在し

ていました。同じ南太平洋であるバヌアツの文

化などを自分自身も沢山学んで行きたいと思い

ます。 

 

Message from Na-

banga Pikinini Asso-

ciation 

Rat told Flying Fox,  

“I will help you …”  

Congratulations to the team 

in Japan for establishing the 

“Vanuatu  Nabanga  Pikinini 

Friend Ship Association”.  

 The publication of Japanese 

Nabanga Pikinini  books en-

ables  people  in  Japan  to 

learn about and appreciate 

Vanuatu  culture.   The 

planned exchanges will also 

facilitate friendship and un-

derstanding  between  the 

people of both countries.  

The Nabanga Pikinini Asso-

ciation is very happy to sup-

port the  Association and 

thank all involved for their 

dedication and hard work 

and wish them well in the 

future. 

ナバンガ・ピキニニ協会より 

 ネズミはコウモリに 「ぼく 手伝

うよ・・」といいました。 

 バヌアツ・ナバンガ ピキニニ友
好協会チームのみなさん、協会の設
立おめでとうございます。  

 日本語版「ナバンガピキニニ」の
発刊は、日本の人たちのバヌアツ文
化理解に役立ち、喜ばれるでしょ
う。両国の相互理解・友好の一助に
なります。 

 ナバンガ・ピキニ協会は、よろこ
んで貴友好協会をサポートします。   

 皆さんのご努力に感謝するととも
に、貴会の成功をお祈りします。  



  

  

発行日 ２０１７・０１・０１ 

662-0018 

西宮市甲陽園山王町1-88-102 仲誠一方 

電話 ・Fax  ０７９８－７１－３０７２ 

Email: vnabanga_pikinini@yahoo.co.jp 

会員募集中  

 「バヌアツ・ナバンガ ピキニニ友好協会」の運営は、皆様方の

会費、団体・企業様からのご寄附で事業を進めていきます。 

 ぜひ、バヌアツを愛する個人として、企業様の社会貢献として、

私たちの活動を支えてくださいますようお願い申し上げます。 

会員には   

  ①正会員  ひとくち     3,000円 

  ②賛助会員 ひとくち    10,000円 

  ③法人会員 ひとくち    20,000円 

               何口でもOKです。 

会費納入・ご寄附の方法 

振込先 ゆうちょ銀行 

口座番号    ００９００－９－３１０１２３ 

口座名     バヌアツ・ナバンガ ピキニニ友好協会 

   通信欄に「会費/寄附/会費と寄附」と 

        明記いただきますようお願い申し上げます。 

バヌアツ・ナバンガ ピキニニ友好協会 発行 

ファテ島ではスーパーで、何でも手に入ります。野菜や果物はマー

ケットでとても新鮮なものが安価で買え、日本のようにハウス栽培

などを行っていない為、マーケットに並ぶ食材から季節を直接感じ

ることができます。日本を離れて、2か月ですがこれから2年間で

バヌアツがもっともっと好きになるような気がしています。 

私の職場は保健省の公衆衛生局非感染症慢性疾患対策（NCD）

課です。ここバヌアツでは死亡原因の7割以上が非感染性慢性疾

患、簡単に言うと、糖尿病などの生活習慣病に起因すると言われて

います。その為、国民に生活習慣病に関する知識を広め、エクササ

イズの提案を行うことが早急に求められています。学校、教会、コ

ミュニティセンター、医療施設などを巡回し、ラジオ体操や健康づ

くりのための運動を企画することが私の主な活動内容になります。 

また、赴任後に歯科衛生士という私のバックグラウンドを知った

ダイレクターから、その経験を活かしてOral healthの活動も併せ

て行って欲しいとの要請があったので、実際には半々で活動してい

く予定です。日本の歯科医からの寄付で頂いた27万本の歯ブラシが

活用されず、何年もずっと倉庫に眠っているそうなので、何とか効

果的に貴重な歯ブラシを使って啓発活動をしていけたらと現在、現

地歯科医と共にプランニング中です。 

 バヌアツ人はとにかくフレンドリー、見知らぬ日本人の私にも

いつも笑顔で、現地語のビスラマ語で話しかけてくれます。まだま

だビスラマ語勉強中の私には、半分も理解できませんがそれでもひ

たすら話してくれます。そして、みんなカヴァが大好き。カヴァは

コショウ科の潅木の根っこを乾燥させ、すり潰して水と混ぜた南太

平洋州の嗜好品で、見た目は泥水、味はお世辞にも美味しいとは言

えません。その上肝臓にも悪いとのことで、JICAからはあまり飲ま

ないようにと指導されている飲み物です。ですが・・、現地の方は

友達になると、とりあえずカヴァを飲みに行こうと誘ってくれま

す。私も数回チャレンジしましたが、カヴァの文化だけは自分には

適応できない気がしています。 

最後に、バヌアツでの生活ですが大抵の食品・生活用品はここエ

バヌアツ短信 
青年海外協力隊 現地レポート   鈴木 麻代 

現地ロータリーニュース 2016年11月号に掲載される  

                     ―抜粋ー 

At this time - when many schools had nothing left after the cy-

clone - Pauline used the money to produce a set of 5 small shell 

books as well as 3 different wooden games for the kindy schools.  

A total of 1,200 copies of each book were printed - and 600 of 

each of the wooden games were produced.  

Following successful production of book 1 Mr Naka - with the 

backing of the same Rotary clubs in Japan – has now translated 

Nabanga Pikinini book 2 into Japanese.  The funds from the sale 

of this book will go towards the setting up the 'Vanuatu Na-

banga Pikinini Friendship Association' in Japan.  The Associations 

main aims will be to ‘promote the exchange of young people of 

Japan and Vanuatu; contribute to the tourism development of 

Vanuatu; promote cultural exchange between young children; 

and - if funds allow - to accept trainees from Vanuatu…’  

Pauline would like to take this opportunity to thank the Rotary 

clubs in Japan and Port Vila for their support in these wonderful 

projects. 
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左 鈴木麻代さん 

（大まかな訳）サイクロンの被害で、学用品のす

べてを失った子供たちに、1200冊の小冊子と600

セットの木製のゲームが贈られました。続いて、

民話集Book2が日本語で翻訳発売予定、その収益

金は「バヌアツ・ナバンガ ピキニニ友好協会」

の活動に充てられ、バヌアツ・日本間の若者の交

流、バヌアツの観光促進に使われます。 

現在の会員数 （2017年1月1日） 

正会員 ７０名 賛助会員 １９名 法人会員 1名 


