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フィジー共和国首相、日本財団の功績を称賛 

 

フィジー共和国のヴォレンゲ・バイニマラマ首相は、東京訪問中に日本財団

の笹川陽平会長と会談を行い、この中で様々な分野において人道援助を行う日

本財団に対し敬意を表した。 

フィジー共和国の代表団は、第 8回太平洋・島サミット（PALM8）に出席する

ため日本を訪問中であり、バイニマラマ首相は、30 年前、太平洋島嶼国会議の

開催を主導した笹川会長との対面に喜びを示した。 

 バイニマラマ首相は、日本財団が姉妹財団である笹川平和財団を通じフィジ

ー共和国への支援を行ってきたことに言及し、長年にわたりフィジー国民が受

けてきた恩恵に対し感謝を述べた。 

 笹川平和財団は、海洋問題に関する専門家育成支援について重点的に取り組

んでいる。 

 笹川会長は、昨年ニューヨークで開催された国連海洋会議におけるフィジー

共和国のリーダーシップを称え、バイニマラマ首相に対し、気候変動問題に対

処する上で重要であるリーダーシップを引き続き発揮することを求めた。 

 笹川会長は、キャパシティ・ディベロップメントの面でフィジー共和国に協

力していくと述べた。 

 バイニマラマ首相は、COP23 の議長国として、特に海洋コミュニティーにお

ける強靭性の向上について笹川会長に進捗状況を報告するとともに、日本財団

の専門的な助言を求めた。 

 バイニマラマ首相は、フィジー国民の逞しさを笹川会長が自身の目で確かめ

ることを望んでおり、訪問を歓迎すると述べた。 

 日本財団は、関係団体を通じ、国内外において海上安全、食料安全保障、保

健衛生及びネットワークの構築等、様々な分野において人道援助を行っている。 

（2018 年 5 月 18 日 Fiji Sun Online） 

  



 

PM Praises Foundation’s Work 

 

Prime Minister Voreqe Bainimarama and chairperson of Nippon Foundation, Yohei Sasakawa. Photo: DEPTFO News 

May 18th 2018   

Prime Minister Voreqe Bainimarama has paid tribute to the Nippon Foundation, 

which renders assistance on humanitarian activities in a diverse range of areas. 

Mr Bainimarama made the comment during a meeting with the chairperson of 

Nippon Foundation, Yohei Sasakawa, in Tokyo, Japan. 

He said as the Fijian delegation was in Japan to attend the 8th Pacific Islands 

Leaders Meeting (PALM8), he was pleased to meet Mr Sasakawa, who had 

initiated the Pacific Islands Leaders Meeting 30 years ago. 

He commended and acknowledged the assistance rendered to Fiji through 

Nippon’s sister organization, the Sasakawa Peace Foundation, from which the 

Fijian people have greatly benefitted over the years. 

The Sasakawa Peace Foundation focuses on specialist support for Ocean and 

Seas. 



The chairman commended the Prime Minister on Fiji’s leadership at the Ocean 

Conference last year in New York and urged him to continue the leadership 

because it was a critical issue for our climate. 

Mr Sasakawa said the foundation would co-operate with Fiji in terms of capacity 

development. 

Mr Bainimarama, in his capacity as COP23 President, told the chairman on the 

progress undertaken by the Fijian Government in facilitating ways to build 

resilience particularly in maritime communities, and sought specialised expertise 

from the Foundation. 

Prime Minister Bainimarama invited Mr Sasakawa to visit Fiji to witness first-hand 

the resilience of the Fijian people. 

The Nippon Foundation, through its affiliated organisations, renders assistance 

for humanitarian activities in a diverse range of areas including maritime safety, 

food security, health and networking, both in Japan and overseas. 

Source: DEPTFO News 
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