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34 The Light of Kahala
It sparkles. It glitters. It shimmers. The light that ﬁlls Kahala
— from the morning glint of sunlight on the ocean to the
purple shadows in the sky at dusk to the vivid arc of a rainbow
out beyond the reef — is exquisite. An homage to the
luminosity of the landscape.
Story by Lily Stone Photos by Dana Edmunds
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Splendor in
the glass: The
Kahala’s distinctive
chandeliers have
set a festive,
elegant mood
in the lobby ever
since the hotel
opened in 1964.
For more, see our
story “The Light
of Kahala” on
page 34.
Photo by
Dana Edmunds
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were home to evolutionary triumphs like the palila and akakane
honeycreepers, the vivid oo and the much revered io, or native
hawk. Michael Furuya’s evocative paintings offer a chance to
see Hawaii as it was when it still belonged to the birds.
Story by Michael Shapiro Paintings by Michael Furuya
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In this issue of The Kahala magazine, we celebrate Hawaii’s natural world. These islands
are the most remote on earth, the farthest from any other land mass. Over millions of years, that
isolation bred uniqueness: Creatures that somehow made their way to Hawaii and survived then
evolved into beings unseen anywhere else on earth. Michael Shapiro’s “Forest Spirits” explores
the multitude of remarkable birds that once thrived in Hawaii’s secluded forests. Michael’s story is
built around the work of avian artist Michael Furuya,
whose precise and elegant paintings keep the birds
alive in their native worlds.
“The Light of Kahala” is photographer Dana
Edmunds’ homage to the ethereal, exquisite beauty
of the light here. “The hotel faces south,” says Dana,
“so you get a cross light that is ideal. In the morning,
an amazing light comes out of the east. In the late
afternoon, there’s a softer glow coming from the west.”
Artist Yvonne Cheng, who came to Hawaii from
Indonesia several decades ago, explores another
dimension of the Islands’ natural beauty through her
portraits of Polynesian women. “In my paintings the
women look very strong and powerful,” Yvonne says.
“I love inner strength.” Read more about her in
“Women of Substance” on page 19.
Writer Catharine Lo explores the Islands’ environment
in a most unexpected way: ﬂy-ﬁshing. In “Casting Forth”
she heads out into the ocean just in front of The Kahala
to try her hand at catching oio, or boneﬁsh. Did
she have any luck? Find out starting on page 29. “Meet the G.M.” is another story from the
hotel, though it takes place back on dry land: Read our proﬁle of The Kahala’s general manager
Thomas Pauly on page 15.
Finally, our piece “Growing the Future” tells the story of the Kökua Hawai‘i Foundation. This
philanthropic organization was founded in 2003 by the North Shore’s Jack Johnson and his wife
Kim. Jack grew up steeped in the beauty of the Islands, and after he hit it big in the music industry,
he decided to create a foundation that would both educate people about the environment and
encourage them to cherish it. Today the Kökua Hawai‘i Foundation has recycling programs in
dozens of schools, is teaching kids to garden and is leading a campaign against single-use plastics —
all in support of Hawaii’s natural world.
We hope you’ll enjoy the issue.
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Palila, Michael Furuya
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Thomas Pauly
brings insight and
experience to
his role as head
of The Kahala
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Meet the G. M.

T

homas Pauly spent his youth in a German
town of 20,000, just next to the Dutch
border and only a short drive from Belgium,
Luxembourg and France. He traveled frequently
to Spain, studied hotel management in
Switzerland and spoke German, English and
Spanish ﬂuently. He learned to move between
cultures and worlds comfortably and ﬂuidly.
But new lessons were waiting for him on the
other side of the world when he started working
in the hotel industry. He was fresh out of Les
Roches hotel school, an intern in the housekeeping department in a Radisson resort in
Cancun, Mexico when he learned what he calls
one of the “cornerstones” of his life. In the
department, he was exacting, stern. The head

housekeeper pulled him aside. “You can’t be
this way,” she said. “Your eye for cleanliness is
different from what these maids have seen. You
see a grain of sand and say, ‘The carpet is dirty,’
but they live with earthen ﬂoors. You have to
look with their eyes. You have to teach slowly.”
Pauly realized in that moment that true
management requires sensitivity, awareness and
an ability to guide and lead not just from a
place of direction but also from a place of
openness and understanding. It was a lesson he
subsequently put to use time and again in a
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career that has taken him from managing a
modern luxury hotel in San Salvador to running
a historic boutique hotel in Puerto Rico to now
managing The Kahala Hotel & Resort. Pauly
arrived to take over as general manager of The
Kahala in February 2009, and the Islands have
proved yet another edifying experience for him.
“I was very comfortable in Latin America,”
he says. “I never planned to work on this side of
the globe. But I was given the offer to take over
on a Friday and I started the following Tuesday!
My big challenge now is learning about this
part of the world. Before, I’d never spent any
real time in Asia, but now I’ve been several
times to Japan, and I’m learning the many
differences between Japan, China and Korea.”
Pauly is also, of course, learning
about Hawaii. “The Kahala is such
an icon, and the ‘Kahala magic’ really
goes back to the people who work
here,” he notes. “They have a genuine
openness and friendliness, a warmth
that’s evident; they want to be of service.
Guests who have been coming back
to stay at the hotel for thirty, forty years
always say that they come back for
the people. I think management’s
responsibility is to funnel all of that
good energy so it doesn’t disperse.”
Pauly’s family is settling into this part
of the world, too. His wife Charlotte
is also new to the Asia-Paciﬁc region:
Originally from Denmark, she grew
up in Mexico City. The two met in
Switzerland, as students at Les Roches,
and interned together at the Radisson
in Cancun; soon after they married.
Their ﬁrst son, Benjamin, was born in
Mexico City in December 1995 and
three others followed: a daughter,
Daniella, born in El Salvador; another
son, Oliver, also born in El Salvador;
and a third son, Nicolas, born in Mexico City.
In keeping with their cosmopolitan parents, all
four children carry triple nationalities: German,
Danish and those of their birthplaces.
Looking forward, Pauly plans to make
The Kahala more environmentally friendly and
to do all he can to emphasize and accentuate
the hotel’s rare appeal. “I’m a true believer
that the international traveler would like to
experience the local ﬂair,” he says. “And
the hotel’s location! The tranquility and
accessibility here are unique.” ❀
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Yvonne Cheng
made a life of
immortalizing
Polynesian
wahine and
found herself
in the process
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Women of Substance

Y

vonne Cheng grew up inside a kaleidoscope. She was Dutch-IndonesianChinese, a girl living in Jakarta in the 1950s,
educated in Dutch schools, listening to classical
Javanese music one Sunday and Madame
Butterﬂy the next, reading Emile Zola under the
covers at night, surrounded by mosques where
imams called the faithful to prayer and private
clubs with signs that read “Dutch Only.” Novels
her father gave her to read — Nana, All Quiet
on the Western Front, War and Peace — “just
made me more confused,” she recalls. “I grew
up with one leg in the East and one in the
West, and it took me a long, long time to
ﬁgure out where I wanted to be: in the middle.”

Today that’s exactly where she is, and sitting
under a plumeria tree just outside her studio in
Honolulu, she is the picture of conﬁdence, an
artist secure in her work and her life. Yvonne’s
journey took her from Jakarta to Cambridge
to Hawaii, and it was here in the multi-cultural
Islands — painting the women of Polynesia
— that she truly began to know herself.
“I was raised to be somebody’s wife and
mother,” she reﬂects. “In my time, you weren’t
raised to be your own person, you were raised
to live in a certain role.” In that role, she
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married a bureaucrat from Shanghai who
worked for the Indonesian government and
she bore a son. When her husband moved
to Hawaii after a stint at Harvard, she followed.
And it was in Honolulu, in the late ’60s, that
she decided to take batik classes at the Bishop
Museum. “I always loved batik,” she says of
Indonesia’s great art form, “and I knew the
process, I’d just never done it. Also I knew
how to draw because in elementary school, art
teachers would pull me aside and give me
private lessons.”
The batik became a joy, a passion, Yvonne’s
conduit to her creativity. She joined a group,
“the Wednesdays,” of four artists who would
meet every week. And in the early ’70s,
at the Downtown Gallery on Merchant
Street, Yvonne had her ﬁrst show. The
day after it opened, a man on the street
approached her. “He walked up and
said ‘I want to congratulate you on your
work. It’s wonderful.’ I was completely
nonplussed. It was a revelation that
someone had recognized me for
something I did for myself, not for
something I was doing for others. It
was the beginning of discovering myself
— and the beginning of the end
of my marriage. My husband was very
old-fashioned, and I was awakening
the lion inside me.”
Yvonne found herself a single mother
with a son of 7. “I thought, ‘Well, I
can do my art or work in sales.’ So
I thought I might as well try to make
a go of it.” Since those early days, she
has become known as one of Hawaii’s
ﬁnest artists. After ﬁfteen years of
crafting intricate, acclaimed works of
batik, she switched to painting with
acrylics, and she’s also done everything
from vast murals to Christmas cards.
Throughout, her devotion to the subject
that ﬁrst entranced her has never waned.
“Polynesian women have always fascinated me.
I like their looks, I like the voluptuousness of
their bodies. In my paintings the women look
very strong and powerful. I love inner strength.
Not just in women. I love inner strength in
a person, period.
“I’ve had an extraordinary life. I’m making
a living with something that I truly like to do,
and I think that’s very special. It gives a lot of
satisfaction and peace.” ❀
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The Kökua Hawai‘i Foundation
is working to create greener,
cleaner days ahead

S TO R Y B Y L I LY S TO N E

P H O T O S BY D A N A E D M U N D S

THE KAHALA 23

Growing the Future

L

ydi Morgan is holding up a bucket of
dark, frothy liquid the color of sludge.
“Who knows what this is?” she asks.
“Worm pee!” a child calls out gleefully.
“You’re right!” Lydi tells her. “But it’s a little
more than just pee. It’s all the liquid that comes
from worms. Who knows why we use it?”
“Because it’s full of nutrients,” calls out another
child, conﬁdent in her answer.
“Right!” says Lydi again. “We call it ‘vermicast
tea,’ and it keeps the soil moist and living. Now,
who wants to help put it on?”
Twenty kids swarm around the bucket,
earnest and eager. All want to pour the tea on
the soil they have just tilled, soil that ﬁlls
the garden beds just outside their classrooms.

These are ﬁfth graders at Honolulu’s Waialae
Elementary School, budding young farmers
who have already grown carrots and beans, corn
and squash in these garden beds.
The kids slosh the tea onto the soil, and
the black earth turns blacker still. Some of the
students are intent and serious as they work,
others shriek and laugh, but all are happy just
to be here: outdoors, in the sun, growing not
just vegetables but themselves, too.
“I’ve had more than one kid tell me that the
best day of their life was the day they harvested
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in the garden,” Lydi says later, while the
students are busy with trowels and shovels.
“The kids love the opportunity to explore,
make observations and discover. Seeing
a picture of a carrot is a totally different
experience from pulling one up, especially
when you’ve grown it.”
Lydi is young and earnest herself. She is
a woman who grew up in the woods, a selfprofessed lover of nature whose home is ringed
by crops: kale and chard, sweet potato and taro,
and banana trees.
Ofﬁcially Lydi’s title is garden education
coordinator for the ‘Äina In Schools program.
‘Äina IS is the reason there are gardens at
Waialae Elementary and in nine other elementary
schools on Oahu. Thanks to the program,
kindergarteners across the island are planting
“butterﬂy gardens” to attract and learn about
pollinators, and ﬁrst-graders are planting “good
buddy gardens” that teach them about the
symbiotic relationships between plants (for
example, beans create nitrogen and carrots use
it). The aim of ‘Äina IS is to teach students to
sow and grow and reap; to eat fresh, healthy
food; and, most of all, to appreciate and love the
land … for appreciating and loving the land
is at the heart of the foundation that created
‘Äina IS: the Kökua Hawai‘i Foundation.
THE KÖKUA Hawai‘i Foundation started
in 2003, the brainchild of a singer-songwriter
named Jack Johnson, who grew up on Oahu’s
North Shore surﬁng, hiking, playing guitar and
going to school (Sunset Beach Elementary,
Kahuku High). Jack loved the ocean and he
loved the land. After he made it big — with
songs on the Billboard Charts and a Grammy
nomination — he started looking for ways to
use his new fame and fortune for the good of
Hawaii. He and his wife Kim came up with
the Kökua Hawai‘i Foundation. They took the
name from the Hawaiian word kokua, which
means to help.
When the couple began, Honolulu was in
the grip of a debate about whether to introduce
curbside recycling. The issue was stalled. Jack
and Kim, looking to empower people directly,
went to the elementary schools and started the
3R’s Recycling Program. Jack even put together
a song about it, Reduce, Reuse, Recycle, adapted
from an old Schoolhouse Rock song (sample
lyric: “We got three R’s we’re gonna talk about
today/We gotta learn to reduce, reuse, recycle”).

5]]R7RSOa

Growing the Future

He sang it to the kids at his alma mater, Sunset
Beach Elementary, the inaugural site of the
3R program.
Why start in the schools? Jack and Kim were
convinced the best way to implement lasting
change was to reach the next generation, whose
behaviors hadn’t been set yet. So Kökua Hawai‘i
put recycling bins in every classroom and began
teaching kids to sort glass from aluminum from
paper. Seven years on, the 3R’s Recycling Program
is now in a whopping ﬁfty schools.
A ﬂedgling foundation needs money, so
Kökua Hawai‘i decided to hold its ﬁrst big
fundraiser in 2004. It would be, natch, a concert
featuring Jack, a music festival to bring people
together to network and learn. The ﬁrst Kökua
Festival was held at the Blaisdell Arena: The

foundation sold 6,800 tickets, and Jack took the
stage with Michael Franti, Willie K and others.
In 2005, the second year of Kökua Fest, the
event moved to its permanent home (the
Waikiki Shell) and time (Earth Day weekend).
It also swiftly became the biggest musical event
of the year on Oahu. Since its founding, the
annual fest has hosted the likes of Willie Nelson,
Ziggy Marley and Eddie Vedder. It’s now a key
way for the foundation to get out its message
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(16,000 people come every year and more see
performances streamed live on the web) and to
raise money, generating the lion’s share of the
foundation’s annual budget.
Natalie McKinney, who today is director of
programs and development at the foundation,
was there from the beginning, to coordinate
the festival’s Keiki Corner. “From the outset it
was very important to Jack and Kim to create
a family-friendly festival,” she says. She was a
perfect person to do it: a lifelong friend of
Jack’s with a master’s degree in youth theater.
Every Kökua Fest since 2005 has had a Keiki
Corner, always run by Natalie, with musicians,
storytellers and book readers for the kids.
Thanks to the festivals — and Jack’s donations
of monies from his tours and CDs — the
foundation has grown and added programs. It
now gives teachers grants to take kids on ﬁeld
trips and to include environmental education
in their classrooms, and it sponsors Kökua Earth
Action Projects, student-initiated projects
designed to look at issues like beach erosion,
energy conservation and waste reduction.
THE FOUNDATION’S programs are not
solely targeted at children. Kökua Hawai‘i’s aim,
really, is to raise awareness among everyone in
the Islands. To that end, it initiated the Plastic
Free Hawai‘i campaign — begun in the town
of Haleiwa, where Jack grew up — to educate
storeowners and consumers alike about health
and environmental issues linked to plastic. Over
Christmas, it sponsored a Simplify the Holidays
campaign to encourage less waste and more
civic involvement. In fact, Kökua Hawai‘i itself
relies on volunteers to do a tremendous amount
of its work. “We have a core of about 200
volunteers we can reach out to,” says Natalie.
“They do everything from teaching nutrition
to dropping off recycling.”
These days Kökua Hawai‘i has about 1,100
members and a full-time staff of six. Dexter
Kishida is the newest, hired to work on getting
healthier food served in school cafeterias. And
more schools will soon have gardens of their
own, too, as ‘Äina IS expands. Natalie calls that
program “the crown jewel” because it goes
directly to the foundation’s mission to train
students to be lifelong stewards of the earth.
“Students begin by looking at a beet and
saying ‘Ewww,’” she laughs. “Six months
later, they’ve grown one, and they think it’s
the best thing in the world.” ❀
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A meditation on the charms
and challenges of fly-fishing
in the ocean’s shallows
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Casting For th

I

t’s a clear morning in June, and I’m down by
the ocean in front of The Kahala, surveying
the list of offerings from Keawe Adventures.
Keawe is a company that takes people into
the ocean for just what its name suggests:
adventures. Flecks of sunlight glint on the
water’s placid surface, and the day feels full
of promise.
What to do? I could surf. But the sea is ﬂat.
Maybe I should try stand up paddling? Or
outrigger canoe paddling? I could even try
spearﬁshing, using a traditional three-prong
spear. As my eyes scroll down the list, I see an
offering that surprises me: ﬂy-ﬁshing. In Hawaii?

I’d always imagined ﬂy-ﬁshing was relegated
to the shallow banks of freshwater rivers. But
today I am going to learn many new things, and
here is the ﬁrst: Fly-ﬁshing in the ocean is a
serious and bona ﬁde pursuit.
MAKANI CHRISTENSEN graciously agrees
to be my instructor. The trim, ﬁt Kamehameha
Schools graduate is the founder of Keawe
Adventures; he grew up on the Big Island
learning all about the sea. He begins my lesson
by opening up a pocket-sized plastic case and
showing me an array of hooks adorned with
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bright-colored feathers — pink, orange, yellow,
red. These fetching, inch-long lures are the
“ﬂies” that we’ll use to catch our fish. With the
patience of an ace teacher, Makani explains
that these are meant to imitate manta shrimp,
sand crabs and other crustaceans that the ﬁsh
like to eat.
Today we’re targeting oio, or boneﬁsh. Lately,
Makani says, he has spotted sizeable oio
congregating in the nearshore water. We don reef
walkers and carry two lightweight rods to the
wide lawn by the pavilion to practice casting.
“You want to throw the line,” Makani stresses,
handing me a rod. Since the lure is so light, he
explains, you can’t rely on its weight to
carry the line any appreciable distance.
To compensate, the line used in
ﬂy-ﬁshing is thick and heavy. With
enough speed and the proper trajectory,
it becomes the vehicle that launches
the ﬂy. I examine the plastic-coated,
pastel-blue line on my reel. I used to
weave lanyards from stuff like this at
summer camp.
Holding the rod in his right hand,
Makani ﬂings it from an imaginary
ten o’clock position in the sky to a
corresponding two o’clock. His line
unfurls gracefully, almost in slow
motion, reaching full extension before
succumbing to gravity. Without letting
the line hit the ground, he swings the
pole back to its original position. Each
time he casts forward, his left hand
releases a little bit of surplus line: More
length equals greater distance.
I attempt the ten-to-two motion.
My line shoots skyward, but instead
of mimicking the lazy descent of a
ticker tape, it dives like a stalled kite.
Frantically, I thrust the pole forward
again, and it yanks the line with it. Hoping to
keep the line airborne, I immediately jerk it
back. A gross miscalculation shoots the line
from twelve o’clock to six o’clock, and it nearly
whips me in the face. I look at Makani with a
sheepish smile, grateful that we haven’t attached
the barbed ﬂies yet.
WE VENTURE into the water. Our ﬁshing
ground is an area of reef flats several football
ﬁelds wide. A light wind is blowing from the
southwest, so Makani leads us counter-clockwise to keep the wind and sun at our backs.

Plumeria beach house

Hoku’s

Our signature restaurant features contemporary island cuisine
for dinner and Sunday brunch.

sunday brunch

A delicious selection of dishes are served at Hoku’s and Plumeria Beach House.

For breakfast, lunch and dinner, enjoy casual beachfront dining
on the white sands of Kahala.

the veranda

The perfect spot for afternoon tea, pupus, cocktails and nightly entertainment.

experience Legendary dining

Call restaurant reservations at 739.8888 or,
from your room, press Restaurant Reservations

www.kahalaresort.com

Casting For th

Makani approaches ﬁshing with a Hawaiian
sensibility, learning through observation and
experience. Throughout our excursion he
shares not just his knowledge but also what
he’s observing — the shifting wind, the turning
tide — and how that may affect our ﬁshing.
The oio, he tells me, are bottom feeders, so
we’re using ﬂies that will settle on the sea floor.
What I should look for, he advises, is an
iridescent blue ﬁgure for that’s what a healthy,
eight-pound oio would look like in this kneedeep, crystal-clear water. He also keeps his
eyes peeled for other telltale signs, like curious
ripples that could be drawn by a fish’s tail.

I scan the water. In the near distance, a
ﬂutter of activity disturbs the surface. Makani
says it’s a school of moi lii or baby moi
(threadﬁn). He also spots a school of juvenile
aholehole (Hawaiian ﬂagtail). Suddenly he
alerts me to an aquamarine blob he sees not
too far away. I look where he’s pointing, but all
I see are blurry, brown rocks. Excitedly, he
whispers, “The key is looking for the ﬁsh, seeing
the ﬁsh and going for the ﬁsh that you see.”
His goal is to land his ﬂy about ten feet in front
of the ﬁsh, directly in its path of vision.
“If an oio observes movement,” Makani
whispers, “it will go over and check it out to
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see what it is.” He makes a well-placed cast and
hands me his rod. We stand perfectly still,
waiting. I go over his instructions in my head
just in case: Tighten the drag. Keep the tip up.
Fight the ﬁsh. Reel it in!
Twenty seconds later, we’re still waiting.
I steal a glance at Koko Crater in the distance.
It’s absolutely beautiful. I take note of how
far we’ve traveled from the shore. The sky is
clear. The sea is clear. My mind is clear.
Makani stops waiting and pulls in the line.
Where did the ﬁsh go? We don’t know. So
elusive, these ﬁsh! Switching out of predator
mode, he explains that he appreciates ﬂy-ﬁshing
because it’s so deliberate. Then, switching
back, he laughs that he also likes the primordial
thrill of stalking his prey.
WE PUT SOME distance between ourselves
so we can hunt without disturbing each other.
I try an approach called “stripping,” good for
those of us who can’t spot our prey. It entails
sending out the lure and then pulling it in little
by little in hopes that it will serendipitously
cross a ﬁsh’s path.
I cast, I wait, I retrieve. Repeat. Two hours
elapse. My left hand learns to move in tandem
with my right arm, and the pole and the line
engage in a calculated, rhythmic tango.
Out of nowhere, a ﬁsherman appears. He’s
wearing a white safari hat, a white shirt and
white gloves. He’s Lester, one of Makani’s
expert ﬂy-ﬁshing guides, and he has just
embarked on a midday ﬁshing session. The
rising tide, Lester claims, is already bringing in
more ﬁsh to feed. My hopes jump up a notch.
But the wind has jumped up a notch, too,
and the air is noticeably colder than the water.
Makani begins to shepherd me toward the
hotel. My ﬁngers are numb, but I don’t want
to go in. I spend more time casting and take
smaller, slower steps.
“Uh-oh, you’re hooked!” Makani cries,
laughing at my passive-aggressive resistance.
“Now you’re going to buy your own rod!”
Five more minutes, I silently beg. The next
cast might be the one. In the end, it’s not. But
I don’t mind. I’ve learned so much about
ﬂy-ﬁshing on this adventure, most of all that
it really doesn’t matter if I catch anything —
the fun is in the trying. ❀
Keawe Adventures is based at The Kahala
Hotel & Resort.
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The world’s light is a sublime collaboration.
The life of a star joins the firmament of the atmosphere,
and together they spin a sweep of gold, silver and a
wealth of other colors. Light makes the world sparkle
and glitter and shimmer. It fills everything it touches with
energy, for energy is exactly what light is: waves brought
alive by the architecture of our eyes. Light is generated by
electromagnetic radiation, racing around the universe at
just over 186,000 miles per second, and the luminosity we
see around us is a miniscule slice of its spectrum: one thousandth of one percent, the visible light waves lodged
between infrared and ultraviolet. But in Kahala, looking at
the morning glint of sunlight on the ocean or the purple
shadows of the sky at dusk or the vivid arc of a rainbow
out beyond the reef, our perception hardly feels limited.

It feels glorious.

STORY BY LILY STONE
PHOTOS BY DANA EDMUNDS
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The closer you get to the equator,
the richer the light grows. At The
Kahala, which sits at 21 degrees
latitude north, the light dazzles.
In the morning, to the east, dawn
slinks over the horizon and
gradually brightens the day until
the sky has changed from soft
black to electric blue. At sunset
the spectacle goes the other way,
with hot blue giving way to
the drama of gold and magenta
before night drops its curtain.
At left, a glass vase in the lobby
holds not only cymbidium orchids
but also the warm light that
illuminates their beauty. Previous
spread, right: White light fills
the sky around the small island
that sits just offshore of the hotel.
In the distance are the silhouettes
of two ancient cinder cones today
known as Koko Head and Koko
Crater. They were formed by the
last active volcano on Oahu, which
erupted for the final time some
10,000 years ago. Previous
spread, left: Water, sunlight and
sand create an ever-shifting
masterwork in the shallows where
sea and land meet.
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A ruddy turnstone walks the
beach at dawn, looking to make
a breakfast of the tiny crabs
that scurry about the shoreline.
At right, the hotel pool mirrors
coconut palms, shade umbrellas
and the morning sky to create a
classic tropical image. Reflection
is one of light’s most constant
and captivating characteristics.
It occurs when a ray of light meets
a surface — such as glass, metal
or water — and bounces off
of it, creating a ray of reflection.
“Given the wide, flat expanse
of sea in Kahala and the clear,
white blaze of the sun, you get
an amazing light reflecting off
the ocean and onto the land,”
says photographer Dana Edmunds.
“It tracks across the sky during
the day.” Each of us uses the
laws of reflection every time
we look in the mirror, and the
sages promoted inner reflection
as a way to joy and peace.
“Happiness resides in imaginative
reflection,” wrote George
Santayana. “Knowing others is
wisdom,” wrote Lao Tzu, “knowing
yourself is enlightenment.”
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The Kahala’s three famous
chandeliers have filled the lobby
with light ever since the hotel
opened in 1964. Each of
the chandeliers, including the
one pictured at left, weighs
approximately one ton; together
they contain 28,000 squares
of fused Italian glass crafted
to resemble the “beach glass”
that occasionally washes up
on Island shores. The colors in
the chandeliers, researched in
Honolulu’s Bishop Museum and
specifically selected to honor
the rich tones in Hawaiian kapa,
cast a constant warmth. Color
is another of light’s marvels, and
it was none other than Sir Isaac
Newton himself who first proved
that color derives from light.
Different colors are caused by
different wavelengths, with red
the longest in the visible spectrum,
violet the shortest and orange,
yellow, green and blue existing
in between. Our eyes see color
thanks to the receptor cells in
our retinas, and these “cones,”
as they’re called, grace our lives
with diversity and beauty: One
study has estimated that humans
can distinguish roughly ten million
different colors. On this page:
An early riser stands on the
peninsula in front of the hotel,
greeting the light of day.
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Palila (previous spread)
When the wind chases the mist
along the dry southern slope of
Mauna Kea, the naio and mamane
trees seem like apparitions, ghostly
shapes hunching among swathes
of invasive grass. It’s here and only
here, in this remnant of a native
forest that once blanketed the
whole volcano, that the palila still
lives. The palila is the largest
of a group of forest birds known
collectively as honeycreepers; their
common ancestor, a finch, arrived
around four million years ago.
The finch evolved into more than
sixty species, the greatest example
of “adaptive radiation” in the avian
world. Over time, the honeycreepers
developed specialized bills for
feeding on the endemic plants they
encountered in Hawaii; when the
mamane tree fruits, for example,
the palila will come to feed, using
its heavy bill to pry open the tough
legumes. In the 1940s, the palila
was thought extinct; today, through
conservation, it has recovered
somewhat and about four thousand
remain. Follow its whistling call,
and one may be lucky enough to
yet see it before it disappears
into the mist.
Akakane
“Most people don’t know what a
true Hawaiian forest looked like,”
says Furuya, who lives and works in
Kaneohe, a town far removed from
anything resembling a true Hawaiian
forest. “I want people to see what
Hawaii really is.” And so when
he paints a critically endangered
honeycreeper like the akakane,
also known as the Hawaii akepa,
it’s crucial that he not only get the
bird right but that he place it in its
original habitat. The akakane feeds
on insects that live in the native
ohia lehua flower, on which it
perches in this portrait. Its bill, with
its unusual crossed tips, evolved
for a highly specialized task: to
tease apart the tight ohia buds and
feed on arthropods within. Such
refinement and specificity is the
reason the honeycreepers as a
whole were so successful in ancient
Hawaii; it’s also the reason they
fared poorly after humans arrived.
Unable to adapt to habitat loss,
competition from alien species
and mosquito-borne disease, the
akakane survives only in a couple
of refuge areas on the Big Island.
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Once upon a time, the forests of Hawaii were unlike
any other. Over millions of years, plants and animals
arrived by wind, water and wings to colonize these
islands, the most isolated in the world. Once here,
they evolved into an astonishing variety of forms;
a single arrival could give rise to dozens, even
hundreds of new species found nowhere else on
earth.sOther than the hoary bat and the monk
seal, no mammals made it across the Pacific. Neither
did terrestrial reptiles or amphibians. But when the
first humans stepped out of their canoes, they found
a literal paradise of birds.3There is no naturalist
in these Islands today who doesn’t dream of walking
among those pristine forests of ancient Hawaii. But
through the art of Michael Furuya, we may at least
glimpse that vanished and vanishing world, to see
Hawaii as it was when it still belonged to the birds.
S T O R Y B Y M I C H A E L S HA P I R O

1 P A I N T I N G S B Y M I C H A E L F U R UYA
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Io
“He io au, he manu i ka lewa lani,” goes one
proverb, “I am an io, the bird that soars in
the heavenly space.” Look up and you may see
a solitary io coasting over the coffee farms
of Kona, the lava flows of Kau, the cinder
cones of Kohala. Hawaii’s only hawk breeds
exclusively on the Big Island, though being
a strong flyer, it is known to visit other islands.
The alii (royalty) chose this “king of Hawaiian
birds” to symbolize their power. A chief
might speak the proverb above as a boast,
an assertion of his physical and spiritual
authority. “He io aum aohe lala kau ole,” goes
another proverb favored by the royals. “I am
a hawk, there is no branch on which I cannot
perch.” In other words: “I am a chief; I go
where I please.” But one proverb, uttered in
admiration for a person who embodies the
io’s grace, also catches the mood of Furuya’s
portrait: “Kaha ka io i ka malie,” it goes.
“The io poises in the calm.”
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Oo
By the time a naturalist aboard the HMS Blonde first saw an Oahu oo in
1825, the bird was already rare. By 1860, when Western science named and
catalogued it, it was probably extinct. Early Hawaiians prized the oo’s bright
yellow feathers, an important element in the regalia worn by alii. While this
likely pressured oo populations, it wasn’t until after Western contact that they
went into steep decline. The entire genus, which included species on several
islands, is now extinct — the reason Furuya chose to paint this oo against
a faded, sepia background. Creating a convincing depiction of a bird no living
person has observed is a challenge for any artist. To do it, Furuya relied on
nineteenth-century lithographs by John Gerrard Keulemans. Though a famed
scientific illustrator, Keulemans was a strong believer in the supernatural; he
felt that painting a bird’s eye was a magical gesture, a summoning of spiritual
forces. So too with Furuya: “That’s my favorite part, because suddenly it feels
real. The light in the eye is what brings the bird alive.” Or back from the dead.
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Greater Amakihi
The supreme and sad irony of the
greater amakihi is that this nectar
feeder was killed off by sugar. While
it lived, this six-inch bird was the
largest of the amakihi, a group of
honeycreepers once ubiquitous
throughout the Islands. The greater
amakihi’s range was restricted to
one area of ohia forest near Hilo;
when the forest was cleared to make
way for sugar plantations in 1901,
the greater amakihi was never seen
again. It was an unconscionable
sacrifice for such short-term gain;
by the 1970s, the Hilo sugar industry
was also extinct. But the greater
amakihi’s smaller cousins survive
on several islands, and in some
areas they’re common — they may
even become, with luck, a success.
While other native species have
been wiped out by avian malaria,
some amakihi may have developed
immunity. They’re appearing again
below the “mosquito line,” the
elevation above which it is too cold
for the mosquitoes that carry the
disease (about 5,000 feet). Island
residents have even reported
amakihi visiting their gardens
and feeding on the nectar of alien
flowers, which, though strange,
is perhaps no less sweet.
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Sometimes a film
makes a difference.
This is one of those times.
“The Hawaiians, Reflecting Spirit”
is a documentary by
Hawaii filmmaker Edgy Lee.
The film offers essential cultural
insights into who the Hawaiians
are as people, their origins,
historical challenges, and
current social conditions.
Importantly, the film points to
the revival of a people whose
identity is vitally tied to their
Hawaiian homeland with
messages that impart value to
all of us in this changing world.
NOW AVAILABLE
MAKANA TRADING CO.
Outrigger Waikiki 808.924.9739
BORDERS BOOKS & MUSIC
Ward Center 808.591.8995
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS
Kahala 808.737.3323
Ala Moana 808.949.7307

Or visit us online at
www.FilmWorksPacific.com
And for this and other films:
www.PacificNetwork.tv
THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS IN ASSOCIATION WITH
KAMEHAMEHA SCHOOLS LAND ASSETS DIVISION ¥ ÔINA ULU - LAND LEGACY EDUCATION
OUTRIGGER WAIKìKì ¥ OUTRIGGER REEF ¥ OUTRIGGER KEAUHOU BEACH RESORT
THE PACIFIC ARTS FOUNDATION AND FILMWORKS PACIFIC PRESENTS
A FILM BY EDGY

LEE ¥ PRODUCED & DIRECTED BY EDGY LEE ¥ WRITTEN BY MJ HARDEN & EDGY LEE WITH PAUL BERRY
WEHRMAN ¥ ADDITIONAL MUSIC BY CHARLES BROTMAN ¥ DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY RUBEN CARRILLO
NARRATED BY WINONA ELLIS RUBIN WITH NAINOA THOMPSON ¥ KEALIÔI REICHEL ¥ DR. ISABELLA ABBOTT AND OTHERS

ORIGINAL MUSIC COMPOSED BY ROBERT

C2005 FILMWORKS PACIFIC LTD. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN BY MICHAEL MCDONALD, OFFICE OF HAWAIIANS AFFAIRS. PHOTO BY CAROL MCDONALD

総支配人にスポットライト

トーマス・ポーリーさんは洞察力と経験を活かし、ザ・カハラの采配をとる
文：リリー・ストーン

写真：デイナ・エドモンズ

翻訳：神林敬里

トーマス・ポーリーさんは、ベルギー

「彼らのみんなが、オープンで親しみ

とルクセンブルグ、さらにフランスか

があり、温かさを持っていることは明

ら車ですぐの、オランダとの国境にほ

らかです。とにかく全員が、サービス

ぼ隣接する、 人口が約２万人というド

に向けて徹底的に献身している。30年

イツの町で子供時代を過ごした。ポー

や40 年にわたって繰り返し戻ってくる

リーさんはスペインを頻繁に旅行し、

宿泊客は例外なく、従業員たちが素晴

スイスでホテル経営を学ぶ間に、ドイ

らしいからだと打ち明ける。管理部の

ツ語のほか、英語とスペイン語も堪能

任務は、そういうポジティブなエネル

になった。そういう背景があるため、

ギーが無駄にならないよう、統合させ

異文化間や世界を気楽に、そしてスム

ることにあると思うんです」
。

ーズに行き来することに慣れている。

ポーリーさんの家族も、すでにハワ

ホテル業界で勤務を始めたのは地球

イに移っている。妻のシャーロットさ

の反対側だったが、ポーリーさんはそ

んにとっても、アジア／太平洋地域は

こで多くを学ぶことになる。レ・ロッ

初めての体験だという。シャーロット

シュ・ホテル学校を卒業した直後は、

さんはデンマーク生まれだが、育ちは

メキシコのカンクンにあるラディソン・

メキシコ。ポーリーさんと出会ったの
は、レ・ロッシュ・ホテル学校の同級

リゾートのハウスキーピング部で、イ
この教訓を繰り返して実施してきたと

機 ” のひとつとなる重要な教訓を得た

いう。2009年２月にザ・カハラの総支配

卒業すると２人ともカンクンのラディ

のは、その際だったという。

人を引き継いだが、すでにハワイでの

ソン・リゾートで研修し、その後間も

体験からも多分に啓発されている。

なく結婚した。

当時、部内では堅苦しく厳しい性格
で知られていたポーリーさんは、ある

「ラテンアメリカはとても居心地がよ

シャーロットさんは1995年にメキシ

とき女性部長に呼び出された。

く、まさか地球のこちら側で働くこと

コ・シティで長男のベンジャミン君を

になるとは、想像もしていなかった」

出産。続いて長女のダニエラさんと次

と、ポーリーさんは振り返る。

男のオリバー君が、それぞれエル・サ

「今のやり方じゃあ通用しないわ」と
部長は諭した。
「貴 方 が 求 める 清 潔 さ は、メイドたち

「ところが、ある金曜日に総支配人の職

ルバドールで、さらに末っ子のニコラ

が知っているものとは違う。砂を 一 粒

をオファーされたあと、翌週の火曜日

ス君がメキシコ・シティで生まれた。

見つけて『カーペットが汚い』と言って

には業務に就いていたんですよ」

コスモポリタンな両親を象徴するかの

も、彼女たちは土間しかない家に住ん

現在、最も力を入れているのは、ハ

ように、子供は４人とも、ドイツとデ

でいるわけだし。だから、彼女たちの

ワイを含む地域についての知識を蓄え

ンマークに加え、それぞれが生まれた

視野から物事を見る必要がある。時間

ることだ。

国の国籍も所持している。

「以前はアジアにじっくりと腰を据え

将来の目標は、ザ・カハラをより環

ポーリーさんはその瞬間、真の管理

たことはなかったのですが、ここに来

境に優しく改善するほか、ホテルの特

技術には感受性や認識能力が必要であ

てからは日本に数回行きました。その

性を強調してアピールすることにある

り、さらに責任者という立場からだけ

体験を通して日本だけでなく、中国、

でなく、柔軟な態度で、従業員に対す

韓国についても学んでいます。これら

「国際的な旅行者が、訪問する先々の

る理解を深めながら指導する能力が不

の国の間には大きな違いがあるため、

地方色を体験することを好むと信じて

可欠であることを認識した。

それを理解する必要がある」

います。それとホテルの場所ですね。

をかけて教えるのがコツよ」
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生だった頃である。

ンターンとして働いていた。人生の “転

そのあと、サン・サルバドールにあ

同様に、ハワイについても多くを吸

る近代的な高級ホテルのマネージャー

収していることは、いうまでもない。

から、プエルトリコの歴史的なブティ

ポーリーさんは、ザ・カハラがハワ

ック・ホテルの運営担当者を経て、ザ・

イのアイコン（象徴）的存在であり、“カ

カハラ・ホテル＆リゾートの管理を任

ハラ・マジック” の原動力となってい

されるようになるまでのキャリアで、

るのは、従業員たちだと指摘する。

とポーリーさん。

ここの静寂さと地理的な便利さは、独
特です」❀

資質あふれる女性

イボンヌ・チェングさんは絵画を通じて自己を発見した
文：リリー・ストーン

写真：デイナ・エドモンズ

翻訳：神林敬里

誰かが認めてくれたのは、それが初め

イボンヌ・チェングさんは、いわば

てでしたから」

万華鏡の中で育った。オランダ、イン

それは自己を見いだすプロセスの始

ドネシア、さらに中国系の血を引き、
まだ少女だった1950 年代は、イスラ

まりであると同時に、結婚の終焉でも

ム教のイマーム（指導者）が信者に祈祷

あった。夫が古い考え方に固執する一

を呼びかけるモスク（寺院）や、“オラ

方で、自分の中では、自己意識が目覚

ンダ人専用” というサインの掛かった

めつつあったためだと、イボンヌさん

プライベートのクラブなどに囲まれた、

は振り返る。だが離婚により、７歳の

ジャカルタの家に住んだ。

息子を抱えてシングルマザーとなった。

当時はオランダ人学校に通い、ある

「自分の芸術か、だめなら営業関係の

日曜日にジャワの古典音楽を聴いてい

仕事でも生計を立てられると考え、と

たとおもうと、次の日曜日には蝶々夫

にかくやってみようと決意しました」

人に没頭し、夜はこっそりと、シーツ

そんな苦節を乗り越え、今ではハワ

をかぶってエミール・ゾラの著作を読

イで屈指のアーティストとして認識さ

みふけったという。“ナナ” や “西部戦

れるようになっている。15年にわたり、

線異常なし”、“ 戦争と平和 ” など、父親

繊細で複雑なバティック芸術で名声を
上げたあと、イボンヌさんはアクリル

からもらった小説には、頭が混同させ
イボンヌさんはホノルルのビショッ

を使用した絵画に転向。最近では壁画

「半分が東洋、半分が西洋の世界とい

プ博物館で、インドネシアの伝統的な

からクリスマスカードまで、様々なジ

う環境で育ったため、自分がどうあり

芸術であるバティックのクラスを取る

ャンルに挑戦している。

たいのかを追求するまでに時間がかか

ことに決めた。

られたとイボンヌさんは回顧する。

った。その結果に選んだのが中道です」 「バティックは、ずっと好きでした。ど

そのような種々の変革を遂げながら
も、最初に魅せられた対象物に向けた

ういう風に作るかの知識はあったの

彼女の愛着は、今も変わっていない。

中道主義を維持してきた。今、ホノル

ですが、それまでは実際にやる機会が

「ポリネシアの女性には、いつも惹かれ

ルにあるスタジオの外でプルメリアの

なかった。デザインの方は、小学生の

ました。容姿や官能的な体つきですね。

木の下に座る姿からは、自らの作品と

頃に美術の先生が私だけを特別に選ん

私が描く絵では、女性たちが非常に力

人生に満足したアーティストの自信が

で教えてくれたために、ほとんど問題

強く、剛健に見えます。内的な力は、

漂う。ジャカルタからケンブリッジへ

がありませんでした」

魅力がある。もちろん女性だけでなく、

イボンヌさんはそのまま現在まで、

内に秘めた強さを持つ人は、例外なく

と移転したあと、多様な文化が入り交

バティックは人生の喜びとなり、さ

じるハワイに渡って定着。ポリネシア

らに情熱に発展しながら、創作性を拡

女性をテーマにした絵画を描き始めな

大する上での、媒介的な役割を果たす

がら、ようやく自分自身を知るように

ようなっていった。イボンヌさんはや

なったという。

が て、４人のアー ティスト仲間 が 結 成

「子供の頃は単に、誰かの妻、そし

していた “ザ・ウェンズデーズ ” と呼ば

できること自体が、特別だと感じる。

て母親になるように育てられました」

れるグループに加入し、毎週水曜日の

充実感が得られるだけでなく、心も穏

とイボンヌさん。「当時は独立心など

活動に参加した。

やかになるんですよ」❀

というものは通用せず、特定の役割を
果たすようしつけられたものです」
。
そういうしきたりに従ってインドネ

たイボンヌさんは、満足そうに結んだ。
「自分が心から好きなことをして生活

りのダ ウンタウン・ギ ャラリー で 最
初の個展を開催 。オープニングの翌日、
近寄ってきた通りがかりの男性に、
「お

人に嫁ぎ、息子をもうけた。ハーバー

めでとう。素晴らしい作品ですね 」と

ド大学でしばらく勤めた夫がハワイに

称賛されて驚いたという。

末である。

平凡とは一色違う人生をたどってき

1970年代の初めに、マーチャント通

シア政府に勤務していた上海出身の役

移ると、その後を追った。1960年代の

好きですが」

「最初は戸惑いました。他人のために
ではなく、自分のためにやったことを
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未来を育成

ザ・コクア・ハワイはより環境に優しい社会を目指す
文：リリー・ストーン

写真：デイナ・エドモンズ

翻訳：神林敬里

リディ・モーガンさんが、泥のよう

ことを目標としているが、何よりも大

な色の泡立った液体が入ったバケツを

切なのは、大地を尊敬し、愛するよう

持ち上げて問いかける。

に指導することだ。
大地を敬い、慈しむこという概念は、

「これ、何だか知っていますか？」

アイナＩＳを設立したコクア・ハワイ・

「虫のおしっこ！」と嬉しそうに女の子

ファウンデーションの基礎で中枢的な

が答える。

位置を占めている。

「その通り！」とリディさん。
「だけど、おしっこだけじゃないのよ。
虫から出る液体が全部混ざっているの。

コクア・ハワイ・ファウンデーション

何故これを使うのか、分かりますか？」

は、オアフ島ノースショアでサーフィ
ンやハイキングを楽しんだり、ギター

「栄養がいっぱいあるから！」と、自信

の腕を磨いたりしながら育ち、学校に

満々に別の子どもが叫ぶ。

も通った（サンセットビー小学校とカ

「正解です！」と再びリディさんの明るい

フク高校）シンガーソング・ライター

声がひびく。

のジャック・ジョンソンさんの発案で、

「これはね、
『バーミキャスト・ティー（ミ

2003 年に創立された。

ミズ堆肥）』って呼ばれ、土壌に湿り気

子どもの頃から、海と大地を愛して

を与えて、活性を持続させる働きがあ
るんです。じゃあ、これを土に移すの

を通して、新しい何かを学ぶことを楽

きたジャックさんは、自作自演の歌が

をみんなで手伝って下さい」

しんでいます。ニンジンを写真で見る

ビルボードのチャートにランクされ、グ

のと、実際に土から引き抜くのとは、

ラミー賞にノミネートされるなどして

に群がる。教室のすぐ外側にある菜園

特に自分で育てた場合には、まったく

有名になると、名声と富をハワイの利

に盛り、
さっき耕したばかりの土壌に、

違う体験ですからね」

益のために使う方法を模索し始めた。

子どもたちは、熱心にバケツの周り

一刻でも早く堆肥を注ぎたいようだ。

リディさん自身もまだ若く、情熱に

その結果に妻のキムさんとともに考

これらの子どもたちは、ホノルルの

満ちている。彼女は森で育った、自称

えついたの が、コクア・ハワイ・ファ

ワイアラエ小学校の５年生。有望な若

自然愛好家で、家の周りにはケールや

ウンデーションである。２人は助ける

い農民たちで、すでにニンジンからイ

チャード、スイートポテト、タロ、さ

という意味の “コクア” という言葉を、

ンゲン、トウモロコシ、さらにスクアッ

らにバナナなどの作物を植え付けてい

ハワイ語から取り入れた。

シュまでを、自分たちが造った菜園で

るという。
リディさんの正式な役職はアイナ・イ

頃、ホノルルでは路肩リサイクルを施

ン・スクールズ・プログラム（アイナＩ
Ｓ）

行すべきか否かで論争が巻き起こって

すでに暗い色をしていた土壌がさらに

の菜園教育コーディネーター。ワイア

いたが、それに関わる条例案は市議会

黒みを増す。生徒の一部が真剣に取り

ラエ小学校を含み、オアフ島の10 小学

で否決された。ジョンソン夫妻はそん

かかっている一方で、叫んだりふざけ

校に菜園が設けられているのは、この

な状況に我慢ができず、一般の人々に

たりする子どもたちもいるが、それぞ

プログラムのおかげである。

よる積極的な直接参加の促進を開始。

育てている。
子どもたちが堆肥をふりかけると、

れが作業を楽しんでいるようだ。屋外

アイナＩＳの支援で、島内の幼稚園で

の陽射しの中で、野菜だけでなく、自分

は “蝶々ガーデン” が開墾され、園児

たち自身も育てているように見える。

たちが授粉について学んでいるほか、

島内の小学校で３Ｒリサイクリング・プ
ログラムを始動させた。
ジャックさんはさらに、スクール・ハ

「菜園から作物を収穫した日が、人生

１年生たちは “仲良しガーデン” を耕

ウス・ロックの古い歌を基に、“リデュー

で最良の日だったと断言した子が、か

し、植物間の相利共生関係（例えばイ

ス（Reduce）
、リユース（Reuse）
、リサ

なりいるんですよ」と生徒たちがシャ

ンゲンが生産する窒素をニンジンが使

イクル（Recycle）
” という題の歌さえ作

ベルや移植ゴテを手に忙しく働くのを

用する）についての知識を広めている。

った。「今日は３Ｒについて話そう／み

眺めながら、リディさんが嬉しそうに

このプログラムは、種を蒔いて育て、

んなで浪費を減らすことと、再使用す

説明する。
「子どもたちは、
実験や観察という過程
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ファウンデーションが立ち上がった

収穫し、新鮮で健康な食物を食べると

ること、リサイクルすることを学ぼう」

いうプロセスを生徒たちに体験させる

というのが、歌詞の一部である。ジャ

ックさんはこの歌を、３Ｒプログラム開

たすだけでなく、年間運営資金の大部

でビニール・フリー・ハワイ運動を開

始の拠点となった、母校のサンセットビ

分を獲得するまでになっている。

始。商店主や客に、ビニール袋に起因

現在ファウンデーションでプログラ

する健康問題についての教育を促進し

何故プログラムを学校で始めたかの

ム／開発ディレクターを務めているナ

ている。またクリスマス・シーズンに

理由は、ジャックさんとキムさんが、

タリー・マッキニーさんは、フェスティ

はシンプリファイ・ザ・ホリデーズ（ホ

持続可能な改革を実施するためには、

バルが開始された当時から、ケイキ（ハ

リデーを簡素化しよう）運動を主催し、

まだ社会構成員としての性格が形成さ

ワイ語で子どもの意味 ）コーナーのコ

廃棄物の削減と市民によるボランティ

れていない、次世代を担う子どもたち

ーディネーターとして参加していた。

ア運動を促した。

に働きかけるのが最善だと信じたから

「ジャックさんとキムさんにとって、家

実際、コクア・ハワイ自体も、事業の

だったという。コクア・ハワイは各教室

族向けのフェスティバルを企画するこ

遂行でボランティアに多くを依存して

にリサイクル用の容器を設置し、子ど

とは、始めから重要な意味を持ってい

おり、ナタリーさんによると、いつで

もたちにガラス、アルミニウム、紙の

たんですよ」

も協力を求めることのできる中核的な

ーチ小学校で唄った。

容器を振り分けることを教えた。
発足後７年経った今、３Ｒリサイクリ

ジャックさんとは子どもの頃から友
人同士であるほか、ユースシアター学

ボランティアの数は約 200人にのぼる
という。

ング・プログラムは何と、50 校までに

で修士号を取得していることもあり、 「彼らは、栄養教育からリサイクル物を

拡大している。

ナタリーさんはコーディネーターに適

始動したばかりのファウンデーショ

役だった。

届けることまで、何でもやってくれます」
コクア・ハワイには現在、フルタイ

ンには、資金が要る。そこでコクア・

フェスティバルには 2005 年から毎

ム職員が６人とメンバーが約1100人い

ハワイは 2004 年に初めて、大規模な

年、子ども向けのミュージシャンやス

る。学校のカフェテリアで健康な食品を

募金運動を展開した。ジャックさんを

トーリーテラー、読書会などを盛り込

促進する目的で雇用されたデクスター・

フィーチャーし、音楽を通じて人々の

んだケイキ・コーナーが設けられてお

キシダさんは、そのうちで最も新顔だ。

ネットワークを築き、学ぶことを目的

り、運営は常に彼女が担当した。

アイナＩ
Ｓが 拡大するにつれ、今後は

としたコンサートである。ブレイズデ

フェスティバルと、ジャックさんがコ

より多くの学校で菜園が増えることも

ル・アリーナで開かれた第１回コクア・

ンサートツアーやＣＤの売上から寄付

間違いない。ナタリーさんはアイナＩ
Ｓ

フェスティバルでは、マイケル・フラン

した資金のおかげで、ファウンデーシ

が、生徒たちを恒久的な大地のスチュ

ティさんやウィリー・Ｋさんを含むミュ

ョンは成長を続け、プログラムの種類

ワード（守り人）として教育するという

ージシャン仲間が応援に駆けつけ、ス

も増加。現在は、教室で生徒たちに環

ファウンデーションの使命に直接つな

テ ー ジ で ジャックさ んとともに 熱 演。

境教育を行ったり、遠足に連れていっ

がっていることで、いわばコクア・ハ

チケットも6800 枚売れた。

たりするための、教師に向けた助成金

ワイの “看板” とも呼べるプログラム

を準備中だ。

だと明言する。

2005年に開かれた第２回目のフェス
ティバルからは会場がワイキキ・シェル

ファウンデーションはさらに、生徒

「生徒たちはビーツを見て最初、『ウ

に移され、開催日もアース・デー（４月

が中心になり、海岸の浸食や省エネ、

ェーッ』と顔をしかめるですが、
」とナ

22日）の週末と固定している。またフェ

廃棄物の削減などに取り組むコクア・

タリーさんは微笑んだ。

スティバル自体もあっという間に、オ

アース・アクション・プロジェクトも主

アフ島で催される最大規模の年次イベ

催している。

「それから６ヶ月後に、自分たちで育て
上げたあとは、世界中で最高の食べ物
だと考えるようになるんです」❀

ントに成長。これまでには、ウィリー・
ネルソン、ジギー・マーリー、エディ・

ファウンデーションの各種プログラ

ヴェダーなど、国際的にも有名な大物

ムは、子どもだけを対象としているわ

歌手も出演している。

けではない。コクア・ハワイの目標は

ライブの観衆が毎年１万 6000人を超

本質的に、ハワイに住む人々すべての

える上、ウェブサイトでもライブスト

環境保護に関する意識を継続的に向上

リーミングされることで、
コクア・フェ

させることにある。

スティバルはファウンデーションの趣

その一例として、ファウンデーショ

旨の伝達と募金運動で重要な役割を果

ンはジャックさんが育ったハレイヴァ
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キャスティング体験記
フライフィッシングの奥義を探求
文：キャサリン・ロー

写真：デイナ・エドモンズ

翻訳：神林敬里

晴れ上がった６月の朝、私はザ・カ

ず自分の体を軸として10 時の角度、つ

ハラ前の海岸で、ケアヴェ・アドベンチ

まりやや前方に持ち上げたあと、対照

ャーズの案内書のリストを読んでいる。

的な 2 時の角度に振り戻した。すると

ケアヴェは客を海に案内し、その名の

ラインが優美に、まるでスローモーシ

通り、冒険を体験させる会社だ。太陽

ョンのように伸び、引力で落下し始め

の光が穏やかな海面に反射してキラキ

るまで飛ぶ。彼はラインを地面に落と

ラと舞っている。
良い日になりそうだ。

すことなく、滑らかな動きで竿を最初
の位置に振り戻した。

さて、何を選ぼうか？サーフィンも

その動作を繰り返す毎に、彼の左手

いいけれど、
今日は穏やかで波がない。
スタンドアップ・パドリングはどうだ

は前回よりも少し多めにラインをリリ

ろう？アウトリガー・カヌーのパドリ

ースしてゆく。その分が多くなればな

ングも面白そうだ。伝統的な３本銛（も

るほど、ラインが遠くに届くわけだ。
それではと、私も10 時から２時への

り）を使ったスピアフィッシングもある。
リストを上から順番にたどっていく

動作を試してみた。ラインは空に向か

と、ひとつ、変わったものが目に入る。

って上がったものの、紙テープの様に

フライフィッシング。ハワイで？フライ

ゆっくりと降りる代わりに、壊れた凧
のように失速して落下する。私はあわ

フィッシングといえば、真水の流れる
川の浅瀬でやるものと思っていた。で

てて竿を前に向かって振るが、その動
作にラインが引っ張られてしまう。

も、今日は新しいことを沢山習うつも

私たちは今日、ハワイ語で “オイオ”

りだし、その出だしとしては、ちょう

と呼ばれるボーンフィッシュを狙うこ

ラインを空中に保とうと、再び竿を

どいいかも知れない。海でのフライフ

とになった。マカニさんによると、最

振り戻すが、空に舞うどころか、12時

ィッシングはチャレンジ性に満ちた、正

近、かなり大型のオイオが岸の近くで

の方向から垂直に墜落。危うく顔に当

真正銘のスポーツである。

群がっているのを見かけられている。

たりそうになる。私は照れながら、マ

私たちはリーフ用の靴に履き替え、軽

カニさんに向かってニタニタと笑う。

マカニ・クリステンセンさんは、喜ん

めの竿を２本持ち出して、パビリオン

フライ針が取り付けられていないでよ

で私のインストラクター役を引き受け

前の広い芝生でキャスティングの練習

かった。

てくれた。細身でしまった体つきのマ

に取りかかった。

カニさんは、ハワイアン系生徒専用の

「ライン（釣り糸）を投げるんですよ、

いよいよ海に入る。釣り場はフット

カメハメハ・スクールズ卒業生で、ケ

ラインを」と、私に竿を手渡しながら、

ボールのコートを何面か併せたほど広

アヴェ・アドベンチャーズの創始者。

マカニさんは強調した。ルアーが非常

い、リーフ上の平らなエリアだ。南西

ハワイ島で育ちながら、海についての

に軽く、その重さに頼ってラインを狙

のそよ風が吹いているため、マカニさ

知識をしっかりと学んだという。

った場所まで飛ばすことは不可能だか

んは太陽と風が背後になるよう、私た

らと、彼は解説する。

ちを時計と反対方向に導いてゆく。

彼は小さなプラスチック製のケース

ルアーの軽さを補足するため、フラ

釣りに対するマカニさんのアプロー

赤と、鮮やかな色の羽根が取り付けら

イフィッシングに使用されるラインは

チでは、これまでの観察と体験で学ん

れた釣り針を私に見せながら、直ちに

太くて重い。キャスティングの際のス

だ、ハワイアン独特の敏感さが大きな

レッスンを始めた。これら長さ約３セ

ピードが十分で、その上に方向が正し

位置を占める。彼は私たちを案内する

ンチのルアーは “フライ” と呼ばれ、魚

ければ、ラインの重量が遠くへ飛ばす

間、単に知識だけでなく、風の方向の

釣りに使われる。

ための要素となる。私はプラスチック

移り目や潮の変わり目、さらにそれが

優れた教師の例にもれず、マカニさ

でコートされ、リールに巻かれたパス

釣りにどう影響するかなど、自分が観

んはフライを一つひとつ取り上げては、

テルブルーのラインを手に取ってみた。

測したことを随時、分かち合ってくれ

これがマンタシュリンプ、これはサン

どこか子供の頃にサマーキャンプで編

る。オイオは海底の餌を食べるため、

ドクラブだと、忍耐強く説明した。フ

んだ、つり紐の材料に似ている。

私たちは沈むタイプのフライを使うと

を取り出し、ピンクやオレンジ、黄色、

ライはそれぞれ、魚が好む甲冑類に似
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せて造られているらしい。

マカニさんは右手に持った竿を、ま

いうことだ。

マカニさんは、真珠のような光沢を

カニさんが経営するケアヴェ・アドベ

放つブルーの物体に気を付けるよう、

ンチャーズに所属する熟練フライフィ

私に促す。膝ほどの深さの完璧に透明

ッシング・ガイドのひとりで、レスター

な海中では、重量が４キロほどの健康

という名の男性だ。
グループを引率して、セッションを

なオイオがそんな風に見えるという。
彼は説明を続けながら片時も、尾が立

開始したところだという。レスターさ

てる微妙なさざ波など、魚の動きを示

んから、潮が満ち始めているため、す

唆する現象に注意深く目を凝らすこと

でに魚の食いがよくなっていると話を

を忘れない。

聞くと、期待感が一段と増す。

私も真似て水中を見渡すと、近くで

しかし、風もかなり強まり、空気が

何かが動き、水面がわずかに荒立つ。

海水より冷たくなるのが感じられる。

マカニさんは、小型のモイ（ツバメコ

マカニさんは私をホテルの方向に導き

ノシロ）かモイ・リイ（モイの稚魚）の

始めた。指は感覚を失っているものの、

群れだと、優しそうに目を細めた。彼

まだ帰りたくない。それまでよりもゆ

は、アホレホレ（ユゴイ）の群れも見つ

っくりと、モーションもやや小さめに

けて指差す。そのあと突然、それほど

して、キャスティングを繰り返す。
「ワオッ、すっかり板につきましたね」

遠くない所に現れたアクアマリン色の
物体に、私の目を向けさせた。どうや
らオイオらしい。
私は懸命に彼の指先を視線で追うが、
ぼやけた褐色の岩しか見えない。
「大丈夫ですよ。コツはね、自分ができ

心が洗われるような気がする。

とマカニさんは大声をあげ、釣れても

マカニさんは待つのを止め、ライン

釣れなくてもいいというような素振り

をたぐる。魚は知らないうちに、何処

をしながら、内心ではあからさまに意

かに行ってしまったようだ。あまりの

地になっている、私のパッシブアグレ

すばしっこさに、思わず感嘆する。緊

ッシブな態度に大笑いする。

る範囲で魚を探し、見つけて、釣るこ

張感から解かれると、マカニさんは、 「この調子なら、もう自分の竿を買った

とにあるんです」とマカニさん。

フライフィッシング が 好きな理由は、

フライを魚の進行方向で、視界に入
るよう３メートルほど前に落とすつも
りらしい。
「オイオには、何かが動くのを感じる

細かい手順が必要な点にあると打ち明
けたあと、ニッコリ微笑んだ。
「獲物を追うときの、原始的ともいえる
スリルも捨て難いけれどね」

キャストし、私に竿を手渡した。

さらに５分間、わたしは心の中で、
「次のキャスティングでヒットがあるよ
うに」と祈り続ける。結局は１匹も釣れ
ずに終わったものの、まったく気には
ならない。

と、調べに行く習性があるんです」と
囁いたあと、彼は狙いどおりの場所に

方がいいかもね」

私たちは互いの邪魔にならないよう、

このアドベンチャーで、フライフィッ

少し距離を置いて立った。私は、獲物

シングについて多くを学ぶことができ

私たちは微動もせずに立ち、じっと

を探すことができない人に適している

た。何も釣れなくてもいいのだ。とに

待った。私はその間、彼から教わった

“ストリッピング” という方法を試して

かく、チャレンジすること自体に楽し

「ドラッグを絞め、穂先を上げたままに

みる。キャストしたルアーを少しずつ

みがあるのだから。❀

保って、徐々にラインをたぐり寄せる」

たぐり寄せ、偶然に魚の進路を横切る

という言葉を頭の中でマントラのよう

ことに期待をかけるというやり方だ。

ケアヴェ・アドベンチャーズ（Keawe

キャストして待ち、ラインをたぐる

Adventures ）はザ・カハラ・ホテル＆

に繰り返す。
そのまま20 秒ほど経ったが、私たち

という工程を繰り返して２時間。私の

はまだ立ちつくしたまま、ヒットを待

左手は右腕の動きに同調し、竿とライ

っている。遠くのココ・クレーターを

ンはまるでタンゴを踊るペアのように、

横目でチラリと眺めた。まるで絵はが

正確なリズムで動くようになっている。

きのような美しさだ。私は、岸からか

どこから来たのか、突然、釣師が現

なり離れた所まで歩いていたことに、初

れた。白いサファリハットに白いシャ

めて気付いた。真っ青な空、透明な海。

ツ、そして白い手袋をはめている。マ

リゾートをベースにしています。
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カハラの光
文：リリー・ストーン

写真：デイナ・エドモンズ

翻訳：神林敬里

世界の光は、様々な要素の崇高な合作と呼べる。星の息吹は大気圏に広がる天
空と結合して金色や銀色、さらにありとあらゆる色彩を造り出す。光は燦然とし
た輝きをもたらし、世界を煌（きらめ）かせる。光は触れるもののすべてをエネル
ギーで満たす。エネルギーは、人間の視覚が再生する波長である、光そのものだ。
光は電磁放射から生まれ、秒速約 30万キロで宇宙を駆けめぐる。肉眼で見えるの
は残照のごく一 部で、赤外線と紫外線の間に挟まれた可視スペクトルの1000 分
の１％にすぎない。しかしカハラでは、海に反射する朝陽のきらめきから夕暮れ
の空に浮かぶ紫色の影、さらにリーフのかなたにかかる鮮やか色の虹まで、視覚
に限界がないように感じられる。まさに、荘厳そのものだ。
寄り、空の色が淡い黒からエレクト
リックブルーに変わるまで、次第に明
るさを増してゆく。日没の光景はまっ
たく逆の順番で、鮮やかなブルーが黄
金色、さらにマゼンタと変化し、最後
に夜の帳（とばり）がおりる。

水と日光、そして砂は、絶え間なく変

とつだ。反射作用は光線がガラスや金

化するマスターピースを、海と陸が出

属、水などの表面に当たって跳ね返る

会う浅瀬に創造する。

際に起こる。
「広大で滑らかなカハラ
の海と、白色に近い透明の日光が交差
して生じる驚異的な反射が、陸にも伝
わる」と写真家のデイナ・エドモンズ
さん。
「日中はその現象がずっと、空
ロビーにあるガラスの花瓶は挿された

をたどるんですよ」。凡人が鏡を使う

シンビジウムだけでなく、その美しさ

度に反射作用を利用するのに対し、賢

を浮かび上がらせる、暖かい光にも満

人たちは快楽と平和の探究に、心の鏡

たされている。

像を使うよう奨励した。哲学者のジョー
ジ・サンタヤナが「幸福は想像的な反

ホテルのすぐ沖にある小島の周りに広

射の中に宿る」と諭した一方で、老子

がる空を、白い光が満たす。遠くには

は「他者を知ることは知恵。自己を知

太古の面影を残し、現在はココヘッド

ることは悟りだ」と教えている。

とココクレーターとして知られる火砕
丘のシルエットが２つ浮かぶ。これら
の火砕丘は、オアフ島最後の活火山が
約１万年前に噴火した際の名残だ。
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光の量は、赤道に近づけば近づくほど

ホテルのプールにヤシの木とパラソ

多くなる。北緯 21 度に位置するザ・

ル、朝空が映り、典型的な南国のイメー

カハラには、眩いほどの光が射す。朝

ジをかもし出す。光の特徴のうちで、反

は東の水平線から静かに夜明けが忍び

射作用は最も不変で魅惑的な現象のひ

赤みがかった背のキョウジョシギが餌

緑、青がその間を占める。人間は、網

を求めて夜明けの海岸に舞い降り、波

膜内の網膜錐体と呼ばれる視覚細胞の

打ち際で小さなカニを探す。

機能で色を識別でき、そのために多様
性と美を楽しむことができる。ある調

ザ・カハラにある３基の有名なシャン

査によると、人間は約 1000 万種類の

デリアは、ホテルが 1964 年に開業し

色を見分けられるという。

て以来、ロビーを光で満たしてきた。
写真に収まっている１基を含め、それ
ぞれの重量は１トン。３基にはイタリ

布）のリッチな色調が選ばれ、絶え間

ア製のガラスが、合計で２万 8000 枚

なく暖かい光を投げかけている。色彩

使用されている。これらのガラスは、

は光にからむもうひとつの驚異だ。色

何十年もの間、波や潮にもまれて磨き

彩の起源が光であることを最初に発見

上げられ、ハワイの海岸にもよく打ち

したのは、アイザック・ニュートン卿

上がる “ビーチグラス” をモチーフに

にほかならない。色彩は波動の長さに

して造られたという。シャンデリアの色

よって異なり、例えば可視スペクトル

彩には、ビショップ博物館での調査の

の中で最も長いのは赤、最も短いのは

早朝にホテル前の岬に立ち、最初の光

あと、ハワイのカパ（樹皮で造られた

菫色（すみれ色）で、オレンジと黄色、

を迎える人。❀

森の精霊たち
文：マイケル・シャピロ

イラスト：マイケル・フルヤ

翻訳：神林敬里

その昔、ハワイの森は地球上でも比類がないほど特殊性を備えていた。数百万
年にわたり、風に吹かれ、あるいは海を渡ってたどり着いた植物や動物は、世界
中で最も孤立したハワイの島々に根を下ろし、時の流れの中で驚異的な形態に進
化していった。ひとつの種が、ほかの地域では見られない、数十あるいは数百の
種に発展することさえあったのである。
シロコウモリとモンクシールを除き、太平洋を横切ってハワイの島々に着いた
ほ乳動物はなく、爬虫類や両生類の動物が生息した形跡も発見されていない。し
かし、人間がカヌーで大洋を航海し、初めて島に足を踏み入れた当時は、文字通
り鳥類のパラダイスだったという。
ハワイに住む自然愛好家で、
「昔の原始林を歩くことができたら」と願わない人
はいないだろう。しかし少なくとも、私たちはマイケル・フルヤさんの作品を通じ
て、すでに消滅したか、あるいは失われつつある鳥が主人公だった当時の世界を、
かいま見ることができる。
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のためにフルヤさんが、絶滅の危機に

として使った。そのために首長が、物

直面しているアカカネ（ 別名：ハワイ・

理的、霊力的な権威を誇示するために、

アケパ）のようなミツスイ科の鳥を描

前記の諺を自慢げに用いることも少な

く際には、鳥自体はもちろん、本来の

くなかった。ほかには、「ヘ・イオ・ア

生息場所を正確に描写することに細心

ウム・アオヘ・ララ・カウ・オレ」つま

の注意を払う。アカカネはこの絵が示

り、「私はタカだ。止まることのできな

すように、ハワイ固有のオヒア・レフア

い枝はない」という諺もある。裏を返

の枝にとまって、花にたかる昆虫を餌

せば、「私は首長であり、何処にでも行

パリラ

にする。先端がユニークに交差してい

く権利がある」ということになる。し

乾燥したマウナ・ケアの斜面に沿って

るくちばしは、固いオヒアのつぼみを

かし、中にはイオの優美をかねた人を

発生する霧を風が追い払うと、群生す

こじ開け、中にいる節足動物を食べる

称賛する気持ちが込められたものもあ

る外来種の草類の間に、まるで幽霊の

という特別な目的のために進化したも

った。フルヤさんの作品のひとつは、
「イ

ような形をしたナイオとママネの木々

のだ。そのような変革と特異性こそが、

オが穏やかに佇んでいる」という意味

が、幻想的な姿を現す。パリラが未だ

昔のハワイでミツスイの多くが盛んに

の「カハ・カ・イオ・イ・カ・マリエ」を、

に生息する場所は、その昔に火山の周

繁殖できた理由である一方、人間がハ

見事に描写している。

囲一帯を完全に覆っていた原生林の名

ワイに到着して以来、減少への道をた

残となっている、この辺り以外にはな

どる原因にもなった。本来の生息場を

い。パリラは、森林に生息し、ミツス

失っただけでなく、外来鳥類との競合

イという総称で知られる鳥類の中で

や蚊を媒介とする伝染病などで打撃を

は、体型が最も大きい。ミツスイ科の

受け、アカカネは現在、ハワイ島にあ

共通した祖先であるハウスフィンチ

る数カ所の保護区で生存するのみにな

（アトリ科の鳥）は、400 万年以上前に

っている。

ハワイに現れたあと、60種以上に進化。
鳥類界の “ 適応放散 ” を示す、最も顕
著な例となっている。時が経つにつれ

オオ

て、ミツスイはハワイ固有の植物を食

オオは、ＨＭＳブロンド号に乗船してい

べる必要性に迫られ、特殊なくちばし

たある自然愛好家によって、1825 年に

を発達させた。例えば、パリラはママ

初めて観察された頃にはほぼ消滅しか

ネの木を餌にする場合、頑丈なくちば

かっており、西洋科学で分類され、命

しで固い豆をこじ開けることができる。

名された1860 年までには、 絶滅してい

1940 年代までには、絶滅したと考えら

た可能性が高い。初期のハワイアンは、

れていたが、懸命な保護政策により、

イオ

王の正装で重要な素材となる、鮮やか

現在では約4000羽までに持ち直してい

ハワイには、
「ヘ・イオ・アウ・ヘ・マヌ・

な黄色をしたオオの羽毛を大切にした。

るという。鳴き声をたどって目をこら

イ・カ・レワ・ラニ」という諺がある。そ

それがオオの個体数に影響したことも

すと、霧の中に消えかかる、この幻の

の意味は、「私はイオ、天国に羽ばたく

考えられるが、急激に減少し始めたの

鳥の姿を目撃できることもある。

鳥」。コナのコーヒー農園やカウの溶岩

は、西洋との接触後だった。すでに絶

流、コハラの火山砕屑丘の上空を見渡

滅しているため、フルヤさんはオオの

すと、静かに滑空しているイオの孤独

絵を描く際には、背景に褪せたセピア

「ほとんどの人は、ハワイの森の真の

な姿が見られることがある。イオはハ

色を使う。実際の観察者がいない鳥を

姿を知らない」とフルヤさん。彼自身

ワイ唯一のタカ科の鳥で、ハワイ島の

正確に描写することは容易ではなく、

も、ハワイ原生の森林などとはまった

みに生息するが、飛翔力に長けている

フルヤさんは19 世紀にジョン・ジェラ

く縁のない、カネオヘの町に住んで仕

ため、他の島を訪れることもあるとい

ード・ケウレマンズが制作したリトグ

事をしている。「だから、みんなに本

う。アリイ（王族）はこの “ハワイ鳥類

ラフに依存する。ケウレマンズは科学

当のハワイを見て欲しいんです」
。そ

の王” を、こぞって自らの力のシンボル

イラストレーターとして有名である一

アカカネ
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か言いようがない。それでも小型の従

易く、アキアポラアウの場合も例外で

兄は数島で生き残り、将来的に個体数

はなかった。現在ではハワイ島に500

が増える兆しも見えている。他の原生

羽から1500 羽ほどが残るのみだが、保

鳥類が鳥マラリアに壊滅的な打撃を受

存のための努力が実って個体数が安定

ける中で、アマキヒの一部では免疫が

しているほか、増加の兆候さえ見られ

発達したようだ。最近には再び、疫病

ている。

の媒体となる蚊の繁殖には気温が低す
ぎる、標高1524メートル以下の場所に
も現れ始めており、民家の庭で外来種
方、超自然力を強く信じており、鳥の

の花の蜜を吸っている姿も目撃されて

目を描写することが、霊力を呼び起こ

いる。原生の花ではないにしても、蜜

すという、不可思議な行為だと受け止

の甘さには変わりがないのだろう。

めていた。フルヤさんも、同様な信念
を持っている。「目は最も好きな部分。
絵が突然、現実味を増すんです。目に
映る光が、鳥を活き活きとさせる」。

ポオウリ

つまり、死の世界から呼び戻すという

ポオウリは、1973 年にマウイ島東部の

意味だろうか。

雨林で初めて発見されたことになって
いるが、ハワイ名が記録されていない
ことから、初期のポリネシア移住者ら
さえも、その存在を知らなかった可能
アキアポラアウ

性がある。いずれにせよ、最初に発見

チャールズ・ダーウィンはガラパゴス

した人たちはこの鳥を、ハワイ語で “黒

島でフィンチを研究した際、13 種のす

い顔” を意味する “ポオウリ” と名付け

べてが似てはいるものの、食べる餌の

た。多くの鳥類が絶滅する中で新種が

種類に完璧に適応して、それぞれのく

発見されたため、将来に希望を持たせ

ちばしが異なっていることを発見した。

たものの、実際にはその時点ですでに

このような観察を基に、ダーウィンは

姿を消しかかっていたようだ。1973年

グレーター・アマキヒ

自然選択による進化論を打ち立てたが、

には 200 羽 前 後 が 生 存 し て い た が、

花の蜜を餌としていたグレーター・ア

当時にハワイを訪れてアキアポラアウ

1997年には、わずか３羽が残るのみに

マキヒの運命で最も悲しく、皮肉に感

を観察したなら、驚嘆したに違いない。

なった。捕獲して人工的に交配させる

じられるのは、砂糖によって死滅させ

現在生存しているミツスイの中で、ア

試みも成功せず、2004年以来は一度も

られたという点にある。体長が 18 セン

キアポラアウのくちばしは特異だ。カ

目撃されていないことで、ポオウリは

チ前後のこの鳥は、一時はハワイ諸島

ブトムシの幼虫が隠れているコアの木

絶滅したと見なされている。ポオウリ

のいたる所に生息していた、ミツスイ

の皮に穴を開けることができるよう、下

の場合に限らず、現在ハワイに生存す

科に属するアマキヒ種の中で、最も大

側が頑丈で尖っているのに対し、上側

る “森の精霊たち” の多くにとっても、将

型だった。グレーター・アマキヒの生

は幼虫を突き刺す目的で、鎌のような

来は明るいとはいえない。フルヤさん

息地は、ヒロに近いオヒアの森に限ら

形をしている。このように用途が分か

を奮い立たせるのは、そのような窮状

れていた。しかし、サトウキビ耕作地

れたくちばしを使いこなせるようにな

である。
「これらの絵は、昔に生息し

を開拓するため、1901年に森が切り払

るまで、アキアポラアウは１年以上も

た様々な鳥類を再現したものです。ほ

われてからは、姿を消している。ヒロ

雛の世話を続ける。同じサイズの鳥類

んの数種が残るだけになっても、保存

の砂糖産業が1970年代には没落してし

がこれほど長く雛を育てる例は、世界

に向けた努力を止めてはならない。そ

まったことを考えると、短期的な視野

でも見られない。だがこのような特殊

うしないと、すべてを失うことになり

で森が伐採されたことは、不合理とし

性は、環境変化への順応で障害になり

ますからね」。❀
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