パンタナール通信

２０２２年６月１日 ２２５号

会報

一般社団法人 南北米福地開発協会

世界平和地球村の建設と自然環境の保護

第10回パクー稚魚放流式

2022年5月13日 バイア・ネグラ市

パクー稚魚放流行事の報告 滝川哲盤

こ んに ち は ！ パ クー 養 殖 担 当 の滝 川 で す 。 日 本は
初夏 を迎え 、徐々 に暑さ が増す 頃か と思い ます 。ここ
レダ では日 本とは 季節が 真逆で ある ため、 徐々 に気温
が下 がりつ つあり 、冬に 向かお うと してお りま す。冬
と言っても、日本の秋のような過ごしやすい気候です
今 回は、 今月 ５
(月 に
) 行わ れたパ クーの 放流 行事の
ご報 告をさ せてい ただけ ればと 思いま す。５ 月 日に
プエルト・レダ近隣の「バイア・ネグラ市」において、
パクー稚魚の放流行事を行いました。
今 回の行 事は、 バイア ・ネグ ラ市 、アス ンシ オン国
立大 学、当 財団と の共催 で行い 、第 一部の 式典 に始ま
り、 第二部 ではレ ダで孵 化、育 成し た約３ ４０ ０尾の
稚魚をパラグアイ川に放流しました。
稚 魚放流 はバイ ア・ネ グラ市 長、 来賓の 方々 の放流
から 始まり 、後に 地域住 民が参 加し 、子供 から 大人ま
で多 くの人 が直接 パクー の稚魚 放流 を行い 、大 盛況で
終え ること ができ ました 。特に 子供 たちに とっ ては、
設置 したプ ールに 数千の 稚魚が 泳ぐ 光景は 新鮮 で、目
を輝かせて食い入るように見つめる姿が印象的でした。
私は小学生の時、学校行事の一環でサケの稚魚放流
を行いました。今でもその時のことは鮮明に覚えてい
るのですが、そのサケの放流を通して、サケに対する
愛着と、自然界の魚を守りたいという意識が小学生な
がらに芽生えたことを思い出します。
今 回の放 流をき っかけ に現地 の子 供たち もそ のよう
な意識が少しでも芽生えてくれたらうれしい限りです。
パ クーの 親魚か ら人工 孵化、 育成 、そし て放 流種苗
までに育てるのは、簡単なことではありませんでした。
今回 の人工 孵化は 、４回 目の親 魚取 り上げ でや っと成
功さ せるこ とがで きまし た。そ の後 も水質 の管 理に細
心の 注意を 払い、 大型の 鳥類か ら稚 魚を守 るな ど苦労
しま したが 、昨年 以上に 生存率 を向 上する こと ができ
ました。そして今回の放流行事につなげられたことは、
スタッフ一同、何よりもうれしく思います。
私たちは、これまで地域の水産資源を保護し、持続
的な利用と自然環境の保全を目指して取り組んできま
したが、単に稚魚を放流するだけではなく 次(面に続く )
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稚魚を入れた1トンタンク。午前11時、レダ出港。5月12日

稚魚を水揚げし、選別し、船上のタンクに入れる。5月12日朝

パラグアイ共和国の独立記念祝典。5月13日午前8時。

バイア・ネグラに到着。6トンタンクに稚魚を移す。12日17時30分

岩澤理事長
バルブエナ教授
ネコ市長

放流する 生徒たち

放 流式 前( 面よ り 続 く )昨 年 私た ち が オ リ ンポ 市 で 実
施 した 放 流行 事 の よう に 、 地域 住 民 の自 然 環境 保 護
の 意識 を 高め る こ とも 目 指 しま し た 。こ の よう な 観
点 から 、 今回 も ま た多 く の 地域 住 民 が参 加 した こ と
により、特に意義深い行事になったと思います。
また 、 今月 中 に 、今 回 の 一日 の 行 事で 放 流し き れ
な かっ た 残り の 稚 魚を 放 流 し、 合 計 で約 ７ 万尾 の 稚
魚をパラグアイ川に放流することを予定しています。
この放流行事をきっかけに、バイア・ネグラ市の
市長さんとも親睦を深めることができました。今後
は、バイア・ネグラ市における養殖プロジェクトを
市と連携しつつ進めたいと強く願っています！■
バイア・ネグラ市、アスンシオン大学、南北米福地開発財団が共催。 放流式典第一部で祝辞を述べる岩澤春比古理事長。5月13日

か ほる 夫人 と息 子の 徳国さ んに 励ま され なが ら、 動 島田家庭からの便り
けない体で約３カ月間、闘病生活を続けました。
パラグアイ移住 活動報告 ② 新たな決意
その 後、 容体 が安 定した こと から 、国 立病 院に 転 「パ ンタナ ール の自 然を 守る ため 、家 族で パラ グア
院 。人 工呼 吸器 を徐 々に外 して 自力 で呼 吸す る訓 練 イに 移住し たい ！」 のク ラウ ドフ ァン ディ ング 、お
を 受け なが ら、 退院 の準備 も考 える ほど 希望 が生 ま
よ
びその枠外での支援をしてくださった皆様へ
れてきました。
皆 様のご 支援 に心 から 感謝 いた しま す。 南北 米福
こう して 明る い光 が差し 始め たと ころ 、４ 月末 に 地開 発協会 の島 田賢 二で す。 皆様 のご 多幸 をお 祈り
なって容体が急変しました。一時心停止になるなど、 しています。
重 篤な 状態 が続 き、 ５月５ 日の 夜、 敗血 症の ため 息
ついにレダ移住を成し遂げました。
を引き取られました。
３
月
日
に
日
本
を
出
発
す
る
ま
で
の
期 間は 、家 庭と
葬儀 は５ 月７ 日、 首都ア スン シオ ンの 教会 で、 聖
職場で通常の仕事
和 式と して 執り 行わ れまし た。 祭壇 は天 の父 母様 聖
も併せて回しつつ、
会 の世 界的 リー ダー の方々 から 供え られ た、 いく つ
移住の準備を進め
も の花 輪で 飾ら れま した。 格別 に親 しか った 友人 、
ました。
佐野氏、中田実氏、オトマー・グラムル氏などより、
そのため、なか
伊 達氏 の表 裏の ない 誠実な 人柄 、模 範的 な生 活、 不
なか速度が出ず、
屈 の信 念、 歳の 若き日 から 今日 まで 、生涯 の大 部
最後までバタバタ
していましたが、
何とか日本での生
活をたたんで、出
発することができ
ました。
日本からパラグ
アイへの旅路は、
ドイツとブラジル
を経 由し、 １日 半か けて 行く 長旅 でし たが 、ひ たす
ら子供たちをなだめながら過ごしました。
そ して到 着し たパ ラグ アイ の首 都、 アス ンシ オン
では 、家族 全員 の永 住許 可を 申請 する ため に、 ホテ
ルで１ヶ月弱滞在しました。その期間もいろいろあっ
たの ですが 、自 分の 中で とて も大 きか った のは 、決
意の変化でした。
パ ラグア イで は、 セマ ナ・ サンタ 聖( 週間 と) いう
カト リック の祭 日が 国の 連休 にな って いま すが 、そ
の始まりの日に私も祈りの時間を持ってみました。
「私 がレダ で担 うべ き責 任は 何で すか ？」 とい う問
いを天に投げかけてみたのです。（四面に続く）
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従業員たちにも慕われていた伊達氏。

分 を海 外で 人々 のた めに尽 くし 続け 、聖 人の よう な
人 生を 生き られ たこ となど が証 され まし た。 また レ
ダ の岩 澤春 比古 所長 からも 、真 情の あふ れる 感謝 の
メッセージが寄せられました。式はズーム中継され、
日 本語 と英 語の 同時 通訳が 付き 、レ ダ、 日本 、世 界
各 国で リモ ート 参列 した人 々も 、伊 達氏 の生 涯を 偲
び、感動を共有することができました。
かほ る夫 人と 徳国 さんは 、５ 月 日 に伊達 氏の 歩
ま れた レダ の地 を訪 ね、遺 品の 整理 をし 、７ 月の 初
めころ、遺灰を携えて帰国されるとのことです。
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「持続可能 な福地建設を めざして」 はお休みい たします 。

レダの研修所テラスにて、長男、二女、二男。

伊達勝見 （だてかつみ）
氏

72

５月 ５日 、レダ 基地 の主 要な スタ ッフ であ る伊 達
勝見氏が、病気のため逝去されました。 歳でした。
伊達 氏は レダ基 地に おい て 年 間、植 樹園 の管 理
を はじ め植 樹活動 全般 に責 任を 持ち 、総 務、 会計 、
上 水道 の水 作り、 広報 など の業 務も 必要 に応 じて 担
当 され まし た。「 日陽 園便 り」 はレ ダの 現況 を伝 え
る 貴重 な情 報源で すが 、伊 達氏 はこ れを ほぼ 毎週 、
自 発的 に作 成し続 けら れま した 。ま た、 この 「パ ン
タ ナー ル通 信」に 掲載 され てき た写 真の 数多 くが 、
伊達氏の撮影によるものです。
伊 達氏 は１月 末に 新型 コロ ナ
ウイ ルス に感染 し、 仕事 中に 倒
れま した 。その 時に ちょ うど レ
ダに居合わせた佐野道准氏によっ
て、 レダ から陸 路ロ ーマ ・プ ラ
タの病院に連れて行かれました。
医師 は、 即時に 入院 治療 が必 要
と診 断。 救急車 を手 配し てア ス
ンシ オン のアド ベン ティ スタ 病
院に 搬送 されま した 。伊 達氏 は
集中 治療 室に入 られ 、肺 に直 接
酸素 を送 り込む 人工 呼吸 器が 着
けら れま した。 アス ンシ オン 事
務局 の中 井重幸 ・秀 子夫 妻と 、
日本 から 駆けつ けて こら れた 、
汗を流した植樹園にて。2021年4月11日撮影
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当会 が 出展 し
たブース

〒213-0001

ジェクトを紹介し、入会の案内をしていただけ

神奈川県川崎市高津区
溝口３－１１－１５
岩崎ビル４Ｆ

れば幸いです。紹介用のパンフレット （印刷

記号10280 番号6１349751

E-メール:office@asd-nsa.com
ホームページ:https://asd-nsa.com

パソコンでは、下
記のURLにアクセ
スしてください。

一般社団法人 南北米福地開発協会

https://asd-nsa.com/sk/

Facebook:https://www.facebook
.com/ledaproject.jp/

https://asd-nsa.com/nk/

紹介用パンフレットは、ネット
でも入手いただけます。
スマホなどの
端末で、また
は印刷してク
リアファイルに
入れてどうぞ。

入会申し込みは、
左のQRコードから、
グーグルフォームで
も行えます。

支援金振込口座：ゆうちょ銀行

済み）、および入会申込書は、左記の事務
局にお申しつけください。

電話: 044-829-2821
FAX: 044-829-2820

会員の皆様には、周囲の方々にレダ・プロ

レダ・プロジェクト紹介用
パンフレットPDF版
会員の皆様へ

一般社団法人
南北米福地開発協会 事務局

レダ・
プロジェ
クトを展示紹介
島田家庭からの便り （三面より続く）その問いに対
し て湧 き上 がっ た答 えは、 「レ ダ・ プロ ジェ クト 全
体の運営に責任を持つべきだ」という答えでした。
私は これ まで 、あ まりに も大 きい レダ ・プ ロジ ェ
ク ト全 体に 対し て責 任を持 ちた いと 思っ たこ とは あ
り ませ んで した 。自 分がや りた いこ とを 中心 に行 い
な がら 、部 分的 にレ ダ・プ ロジ ェク トを 支え られ れ
ば良いと思っていました。だから、半農、半ユーチュー
バ ー（ YouTuber
）で 自給自 営し ていけ るよ うに しよ
うと準備していました。しかし、それではいけない、
という思いになったのです。
４月 日、 アス ンシオ ンか らレ ダに 移って きま し
た 。ま ずは 見習 いを しなが ら、 子供 たち の面 倒を 見
る とい う生 活を して います 。ま とま った 時間 が取 れ
な い の で 、 YouTube
動 画を 作 る こ と もで き ず に い ま
す 。し かし 、家 庭自 給を目 指す ので はな く、 レダ ・
プ ロジ ェク ト全 体の 運営改 善に 取り 組む こと が天 命
だ とす れば、 YouTuber
は諦 めよ うと思 いま した 。前
回 の 報 告 で 、 YouTube
チャ ン ネ ル の 登録 を お 願 い し
て おき なが ら、 始め もせず に止 める のは 本当 に申 し
訳ないのですが、ご理解いただければと思います。
個人の Facebook
やレダ ・プロ ジェク トの Facebook
ペ ー ジ と Instagram
で は 、少 し ず つ 投 稿 して い き ま
すので、フォ ローく
ださい。とは いえ、
レダの運営改 善のた
めにできたこ とは、
まだ 何もあ りま せん。
もどかしく思 いなが
ら過ごしてい る日々
ですが、次回 ８月の
報告では何か 小さな
成果でも報告 できれ
ばと思います。
ここまでお 読みい
ただきありが とうご
ざいました。
南北米福地開発協会
島田賢二

３

２

１
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２ レダ・プロジェクト Facebookページ
www.facebook.com/ledaproject.jp

西東京書写大会で
５月 日、西 東京 書写 大会 が東 京都府 中市 にあ る
「 府中 の森 芸術劇 場ど りー むホ ール 」で 開か れま し
た。これに協賛して、アフリカのセネガルやガーナ、
中 米の ドミ ニカ共 和国 など で環 境保 全運 動、 教育 支
援などを行っている８つの諸団体がブースを設置し、
そ の活 動を 紹介し つつ 、義 援金 を募 るた めの 物品 販
売を行いました。
南北 米福 地開発 協会 の東 京、 北関 東総 支部 の有 志
も 参加 しま した。 南米 パラ グア イの プエ ルト ・レ ダ
で 展開 して いる植 樹、 淡水 魚パ クー の養 殖、 学校 支
援 など のプ ロジェ クト を紹 介し まし た。 現地 で活 動
す るメ ンバ ーによ る孵 化・ 養殖 の様 子を 映像 で伝 え
るとともに、パンフレットなどを配布しました。
同総支部は、パラグアイで生息している「人気者」
のカピバラや
パクーをデザ
インしたＴシャ
ツを用意、現
地で作られた
装飾品、パン
タナールの自
然を撮った絵
はがきなども
陳列しました。
同大会に参
加した人々は
多数、関心を
寄せていただ
き、買い求め
るとともに、
活動に興味を
抱かれ、中に
はさっそく会
員に登録され
た方もいらっ
しゃいました。
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１ 島田賢二 Facebook
www.facebook.com/shimaken208

３ レダ・プロジェクト Instagram
www.instagram.com/leda_project/

