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＜ラムサール通信＞  
 2020年10月10日発行 第202号 
 

●第30回ラムサールセンター総会報告● 

８月７日（金）13時30分から、ラムサールセンター（RCJ）の第30回総会が、会員18人の出席で開催されま

した。今回は新型コロナウィルス感染症の影響を鑑みて、初のオンラインでの総会実施となりました。開会冒頭に、

岩崎慎平会長からの挨拶がありました。 
 

＊ ＊ ＊ 

［Ⅰ］2020年度における（2020年4月～2021年３月）活動計画について 

（RCJ）の2019年度の活動は新事務局体制の下で、第29回総会で示した方針にもとづき、国内外パートナーと

の情報共有の機会を増加と、日本およびアジアにおける各種事業の実施、情報収集を行いました 
 
１ 国内における主な活動 

2019年度における国内でのRCJの活動は以下のとおりです。 
 活動名 日時 内容 

1.  湿地の恵み展 美しい・おい

しい・楽しいに出会う 
2019年9月12日～13日 新宿駅西口広場イベントコーナーにて開

催された、葛西海浜公園ラムサール条約登

録1周年記念事業（東京都主催）に出展し

ました。 
2.  KODOMOラムサールin葛西

臨海公園（開催延期） 
2020年2月22日～24日 
（実施予定日） 

新しくラムサール条約登録湿地となった

葛西臨海公園で WIJ が開催予定だった

「KODOMO ラムサール in 葛西臨海公

園」（東京都主催）の開催に向けた協力を行

いました。しかし新型コロナウィルス感染

症の影響で、「KODOMOラムサール葛西」

の開催が延期となりました。 
3.  環境省野生動物観光促進事業

（野生動物観光促進事業） 
- インテムコンサルティングの同事業に、ラ

ムサールセンターとして協力し、ラムサー

ル条約登録湿地を紹介する英字サイト

"People,Wetlands, Wildlife"の Web サイ

トを制作しました。 
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２ アジアにおけるRCJの主体事業 

2019年度におけるアジア各地でのRCJの活動は以下のとおりです。 
 

（１）「インド洋ベンガル湾岸諸国の湿地協力国際ネットワークの構築」（BoBWeT活動） 
＊経団連自然保護基金助成事業（担当：岩崎慎平さん） 

・プロジェクトチームとして「BoBWeT SNS委員会」を設置し、Facebook「Bay of Bengal Wetland Partnership」
（https://www.facebook.com/pages/category/Community/Bay-of-Bengal-Wetland-Partnership-2101728546795000/）
を立ち上げ、BoBWeTパートナーの協力を得てベンガル湾湿地に関する現地情報を発信しました。 

・2019 年 10 月に福岡県でインド、バングラデシュ、ミャンマー、タイのBoBWeT パートナー5 名を招いた「雨

水貯留研修」を開催しました。ベンガル湾岸地域で抱えている共通課題の一つ、「雨水貯留」をテーマとした先進

事例研修の企画を、九州大学・流域システム工学研究室の協力を得て実施し、福岡県内の雨水貯留施設の視察や

雨水貯留に関するレクチャーや雨水利用に関するワークショップ、貯留のための資材作成の実技演習などを実施

しました。成果物として、「Report on Hands-On Training Workshop on Rainwater Harvesting」報告書を作成

しました。 
・2019年8月30日から9月1日にバングラデシュ側のシュンドルボンを対象に湿地環境調査を実施しました。日

本、ネパール、インド、バングラデシュから７名が参加。世界最大級のマングローブ林を視察し、「Sundarbans 
Reserve Forest: A Fascinating Wetland in Bangladesh」報告書を作成しました。 

 
（２）「バングラデシュ国テクナフ半島の住民によるベンガル湾岸資源保全とSDG14の達成」 

＊トヨタ環境活動助成プログラム（担当：田辺篤志さん） 
・2019年1月からの事業（2年計画）で、2020年1月より2年度目が始まりました。 
・2019年4月から12月は、地元住民へのCEPA活動（ポスターの作成・市中に掲示）・市民向けWSの開催、合

法的な漁網の提供、植林、ウミガメの保護のほか、RCJ会員による現地視察を行いました。 
・ウミガメの保護では、2019年11月にウミガメの孵化場を設置しましたが高潮により破損してしまったため、孵

化場を補修し、整備しました。産卵のピークである2020年1月から3月までに4,500個体のウミガメの卵が孵

化しました。ほかにも孵化上周辺の海岸清掃を現地メンバーが行いました。 
・2020年1月から3月の活動としては、2月の世界湿地の日の地元住民と学校の生徒に向けた普及啓発、およびワ

ークショップに参加しなかった地域住民へのPR を行いました。また、3 月には生物多様性や資源保護の重要性

について講義し、保全促進に向けた行動を求める地域レベルワークショップを、地域の学校の生徒や教師、地域

住民を対象に実施しました。 
・現地でのプロジェクトの円滑な進行のため、プロジェクト担当の田辺篤志さんが2019 年 5 月からポーシュのボ

ランティアとしてバングラデシュに駐在し、同年9月に帰国しました。 
 
（３）「インド国オディッシャ州ゴパルプール地区の住民による『持続可能な生活林』づくり」 

＊国土緑化推進機構緑の募金支援事業（担当：大原みさとさん） 
・インド・オデイッシャ州のハリケーンで被害があった土地を植林で緑化するプロジェクトを、2018年度に続き実

施しています。現地NGOパリシュリーが主体となり、ローカルコミュニティで女性を中心とした植林管理グル

ープを形成、植林の研修等を行いながらコミュニティの緑化を進めています。 
・現地でのプロジェクトサイトの視察のため、プロジェクト担当の大原さんが、12月末に九州大学工学研究院環境

社会部門所属の寺村淳さんと現地を訪れました。 
・また、本プロジェクトで実施した活動を、2019年11月8日に開催された『毎日メディアカフェ「緑の募金で進

めようSDGs」～パレスチナ・インドでの支援活動の現場から～』において、大原さんが本プロジェクトでの活

動を題材事例とした発表を行いました。 
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（４）「ミャンマー国ウトゥ村の”マングローブ”再生および周辺村への展開と環境普及啓発」 
＊トヨタ環境活動助成プログラム（担当：中村玲子さん） 

・2017、2018 年度のミャンマーのウトゥ村周辺での支援の継続事業で、村周辺での住民によるマングローブ林の

持続可能な保全と管理を目的に実施しています。ミャンマーの現地NGOである「ミャンマー森林協会（Myanmar 
Forest Association)）をカウンターパートとし、ベンガル湾沿岸南部にあるウトゥ村およびその周辺の村でのマ

ングローブ保全体験や保全技術の移転、さらに地域への環境普及啓発活動を通じた地域全体の持続的な資源管理

能力の強化をはかります。 
・2020 年 3 月にミャンマーでの現地実習を予定していましたが、新型コロナウィルス感染症の影響を鑑みて延期

しました。 
 

３ 「ラムサール条約第57回常任委員会」への参加 

・2019 年の 6 月 25 日から 28 日まで、スイス・ジュネーブ近郊のグランでラムサール条約第 57 回常任委員会

（SC57）が行われ、副会長の田辺篤志さんと会員の佐藤琢磨さんが参加しました。 
・常任委員会では条約締約国の政府代表がCOP13の振り返りやCOP14に向けた議題、事務局の方針など合計30
項目について話し合いが行われ、中でも湿地都市認証や地域戦略について活発な議論が行われました。 

・会議終盤にはラムサール条約誕生50周年の節目の2021年に開催されるCOP15が中国武漢で実施されることが

発表されました。 
 

４ RCJの基本活動 

RCJ発足以来、もっとも重要な活動と位置づけて継続してきたもので、次のように実施しました。 
 
（１）＜ワイズユース＞ワークショップ 
  第105回～107回まで3回開催 
（２）「ラムサール通信」の発行とHPによるCEPA活動 
   ラムサール通信は第195号～200号まで6号を発行。同時にHPの更新を不定期に実施しました。 

 
５ 2019年度におけるラムサールセンターの主な活動内容 

2019年 （参加者敬称略） 

4/19 
第105回＜ワイズユース＞ワークショップ「ベンガル湾と湿地パートナーシップ報告会」開催（東

京・巣鴨） 

4/24 
WIJのKNCF事業"湿地とEcoDRR"打合せとフィールド視察への参加（福岡） 
（岩崎、中村） 

5/22 経団連自然保護協議会「企業とNGO交流会」への参加（東京・大手町）（中村） 

5/23 トヨタ助成金事業、現地視察開始（バングラディシュ・ダッカ）（田辺） 

6/7 第29回ラムサールセンター総会（東京・青山） 

6/11-14 トヨタ助成金事業、現地視察（バングラディシュ・コックスバザール）（田辺） 

6/24-28 第57回ラムサール条約常設委員会への参加（スイス・グラン）（田辺、佐藤琢） 

7/5-7 「円山川下流域・周辺水田」視察（兵庫・豊岡）（中村、川嶋、中村大、北本） 

7/10 ラムサール通信196号発刊 

8/6-11 トヨタ事業、現地視察（バングラディシュ・コックスバザール）（田辺、林、小山） 

8/7 KODOMOラムサール葛西、運営会議出席（東京・新宿）（中村玲、中村大、佐々木、佐藤奈） 

8/27-9/3 KNCF-BoB事業、国際調査実施（バングラディシュ・シュンドルボン）（岩崎、田辺） 
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8/30 アバディーン大学の生物科学部環境科学科 (Environmental Science)修士課程終え帰国（尾崎） 

9/1 ラムサール通信197号発刊 

9/7-8 KODOMOラムサール、遠隔授業視察（滋賀・近江）（林、尾崎、新田） 

9/24 トヨタ助成金事業、現地視察帰国（バングラディシュ・ダッカ）（亀山、田辺、中村） 

9/12-13 
湿地の恵み展ポスター出展、物販補助（東京・新宿）（市川、大原、大村、尾崎、北本、小山、長

倉、佐々木、佐藤琢、佐藤奈、土居、富岡、中村、名執、林） 

10/7 ラムサール通信198号発刊 

10/17-18 KNCF-BoB事業、雨水貯留研修（福岡）（岩崎、北本、小山、田辺、長倉、中村、武者） 

11/2 第106回 ＜ワイズユース＞ワークショップ開催（東京・青山） 

11/8 
国土緑化推進機構緑の募金の助成事業(NALAPO)、毎日メディアカフェ講演（東京・一橋）（大

原、武者、佐々木、尾崎、寺村、北本） 

11/9 
KODOMOラムサール葛西、都内参加者向け事前学習会、KODOMOラムサールチャンネル検討会

議（東京・葛西）（中村大、尾崎、佐々木、佐藤奈、新田） 

11/19 ラムサール条約登録湿地関係市町村会議のオブザーバー参加（岩崎・中村） 

11/23-25 
地球環境基金（JFGE)パリシュリプロジェクトサイト訪問（インド・ブバネシュワル）（中村、尾

崎 

11/25 ラムサール通信199号発刊 

11/28 
2019 China Wetlands School Network Annual Meeting 参加(中国・海南島） 
（中村、武者、佐々木） 

11/30 Field Assistant Network 30周年記念式典参加（尾崎、佐藤奈） 

12/26-30 NALAPO事業、現地調査（インド・オディッシャ）（大原、寺村）  

12/21 
第107回 ＜ワイズユース＞ワークショップ、忘年会開催（東京・浅草） 
（岩崎、大原、大村、岡本、尾崎、亀山、北本、小山、佐々木優、佐藤琢、佐藤湧、田辺、土居、

中村、名執、新田、林、深澤、星野、武者、山本） 

  
2020年  

1/13-16 
トヨタ助成金事業、マングローブ再生および周辺村への展開と環境普及啓発現地打ち合わせ（ミャ

ンマー・ウトゥ）（中村、亀山） 

2/16 
KODOMOラムサール葛西、当日スタッフ打ち合わせ（東京・日本橋）（中村、北本、尾崎、佐々

木、田辺、佐藤琢、新田、佐藤湧、新田、星野） 

2/19 
KODOMOラムサール葛西、開催延期決定。次回開催時期未定（新型コロナウィルス感染症の感染

状況の配慮） 

2/28 
環境省国立公園等資源整備事業費補助金事業、"People, Wetlands, Wildlife"Webサイト公開（中

村、ジェームズ、尾崎） 
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６ 2020年度の組織体制  

 会員は2020年3月末現在115人。2019年度は組織体制を変更し、次の体制で組織を運営しました。 
 会 長  岩崎慎平（福岡女子大） 
 副会長  大原みさと（インテムコンサルティング）、小山文大（大森海苔のふるさと館）、田辺篤志（熊本大大

学院）、中村大輔（滋賀県小学校教員）、林聡彦（コンサルタント）、藤倉良（法政大学） 
監 事  藤岡比左志（WAVE出版） 

 
事務局長 北本健人（ダイナックス都市環境研究所） 

 
［Ⅱ］2019年度（2019年４月～2020３月）決算報告 ＊別紙参照 

 
［Ⅲ］2020年度（2020年4月～2021年３月）活動計画 

今年度のラムサールセンター（RCJ）の活動を進めるにあたり、新型コロナウィルス感染症の影響は看過できる

ものではありません。世界的に流行しているこの感染症の影響により、国内外での人の動きがとまり、極力他人と

会わないことや、会う場合は人同士の適切な距離をとり、消毒の徹底やマスクの着用などの措置をとるよう呼びか

けられています。ラムサールセンターにおきましても、役員、事務局、会員、国内外パートナーをはじめとしたRCJ
メンバーの安全を最優先として活動を継続します。 
また、今回の感染症の影響で対面の機会が極端に少なくなったことから、国内外のあらゆる活動の停滞も見受け

られます。特に他人とのコミュニケーションの機会が少なくなり、交流や意見交換、普及啓発といったRCJが重視

するCEPA 活動にも滞りが生じています。一方でコミュニケーションツールとしてWeb会議システムも急速に発

展し、それを用いた会議、ワークショップ、講座等も多く見受けられます。RCJとしましても今回の感染症の影響

による悪影響だけでなく、これまで距離や時間の制限によって参加できなかった人たちも参加できるというメリッ

トも重視し、Web 会議システム等も併用しながら会議やワークショップ等を実施し、より一層の CEPA 活動の展

開を目指します。 
今回の感染症の影響がいつまで続くかの見通しが立たない状況ではありますが、今後は上記の対応措置等感染症

拡大策を講じたうえで、引き続き昨年度掲げた第10期中期計画の達成を目指します。 
 

第10期中期計画（目標年次：2021年度） 
目標１：ベンガル湾湿地パートナーシップに加盟するパートナー間の緊密なコミュニケーションと情報共有を図

り、ベンガル湾諸国の湿地環境と優良事例の情報を発信し、草の根レベルからベンガル湾ラムサール地
域イニシャチブの主流化に貢献する 

目標２：日本およびアジアにおけるCEPA活動に多くの会員が関わる機会を増やし、組織の中核となる会員の人
材育成を図る。 

目標３：KODOMOラムサール活動の成果をとりまとめ、日本および国際社会に情報を発信する努力をおこなう。 
目標４：新執行部の柔軟かつ明確な役割分担を実現させ、安定的な組織体制を整備する。 
目標５：組織の財政を見直し、ボランティア精神に基づく健全な組織運営を整備する。 

 

１ 国内における主な活動 

①「環境省野生動物観光促進事業（野生動物観光促進事業）」（環境省事業） 

2020 年度の同事業に置きましても、昨年度に引き続きインテムコンサルティング株式会社に協力し、ラムサ

ール条約登録湿地を紹介する英字サイト"People,Wetlands, Wildlife"Web サイトのコンテンツの拡充を行いま

す。昨年度は4つの国内ラムサール条約登録湿地の紹介ページを作成し、今年度は9湿地を追加する予定です。 
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上記に加え、例年どおり以下のような活動に取り組みます。 
・ラムサール条約登録湿地関係市町村会議への協力 
・国内湿地（新規登録湿地）の現地調査 
・KODOMOラムサール湿地交流に関する活動、支援 
・その他 

 

２ ２ アジアにおけるRCJの主体事業 

①「インド洋ベンガル湾岸諸国の湿地協力国際ネットワークの構築」（BOB活動／KNCF助成） 
2019年4月から2022年3月までの3年計画事業としてKNCFに採択されています。昨年度末にマレーシア

でBoBWeT パートナーを集めたワークショップの開催を予定していましたが、新型コロナウィルス感染症の影

響を鑑みて延期いたしました。本年度はZoom等を用いてオンラインでワークショップを行ったり、雨水貯留施

設の設置とモニタリング、BoBWeT パートナーとの連携に基づくCOVID-19 発生後の BoB 沿岸湿地調査企画

を行う等、代替の手段、企画を用いてベンガル湾周辺地域のパートナーシップ連携事業を進めることを検討して

います。 
 
②「バングラデシュ国テクナフ半島の住民によるベンガル湾岸資源保全とSDG14の達成」 
（トヨタ環境活動助成プログラム） 

昨年度実施した同事業の2カ年目（最終年）となります。バングラデシュポーシュをカウンターパートとして

実施します。本年は昨年同様に、ウミガメの産卵地保全、植林、ナレッジセンター運営（学校にいけない子ども

向け教育施設）、市民向けCEPA活動を行う予定です。また、12月に漁業者の生活向上を目指しインド・オリデ

ィッシャ州から専門家を招聘した研修と活動評価ワークショップを予定していますが、コロナウィルスの状況を

踏まえ、実施の有無や内容を検討していきます。なお、事業は2020年12月完了を予定していましたが、コロナ

ウィルス拡大に伴い2021年３月完了に変更しました。 
 
③「インド国オディッシャ州ゴパルプール地区の住民による『持続可能な生活林』づくり」 
（国土緑化推進機構緑の募金支援） 

パリシュリをカウンターパートとした事業で、2018 年からの 3 年目の継続事業となります。オディッシャ州

ベンガル湾沿岸地域での女性自助グループを中心とした植林活動の他、地域住民参加の研修等を行います。来年

6月までに日本人が一度現地に視察に行くことを予定しています。インドは新型コロナの感染拡大が大きいので

すが、パリシュリによれば許可をとれば活動を行うことができるということで予定通り 10 月までには植林を終

える予定です。 
 
④「ミャンマー国ウトゥ村の”マングローブ”再生および周辺村への展開と環境普及啓発」 
（トヨタ環境活動助成プログラム） 

2020年1月～2021年12月までの2年計画事業です。ミャンマー森林協会をカウンターパートとして実施し

ます。ウトゥ村でのマングローブ再生活動を近隣のタジン村に拡大、エコツーリズム導入を目指した視察研修や

環境啓発教材の開発のほか、再生マングローブ林のミャンマー政府によるコミュニティー・フォレストリー認定

を目指します。 
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３ その他の主な活動 

・パリシュリの地球環境基金助成事業「インド国ベンガル湾岸湿地（バフダ入江およびルシクリヤ河口）における

環境保全型クラブバンクの推進とプラスチックフリーエリアの開発」（2年目）には会長の岩崎慎平さんが代理人

として協力します。 

・湿地保全に関する国際的な動向について、スイス・グランで10月に開催予定の第58回ラムサール条約常設委員

会で情報収集を行います。（新型コロナウィルスの影響を鑑みて現地での参加はせず、関連する情報収集を実施） 

・2020年 11月に開催予定だった第 8回アジア湿地シンポジウム（韓国）は来年度に延期となりましたが、引き続

き協力を続けます。 
 
４ RCJの基本活動の継続実施 

・＜ワイズユース＞ワークショップ（オンライン開催含め、年４回程度実施予定） 
・ラムサール通信、HPによるCEPA活動 

 
５ 組織体制の変更 

・昨年の組織体制から、副会長として新たに新井雄喜さん（信州大学 社会基盤研究所）がご就任されました。 
・林聡彦さん、藤倉良さんは、2019年度をもって離任されました。藤倉良さんは、今後はフェローとして携わって

いただきます。 
 
総会出席者： 新井、磯崎、岩崎、岩間、大原、大村、尾崎、亀山、北本、小山、佐々木、佐藤奈津子、佐藤湧

馬、寺田、中村、名執、藤岡、武者 
 

 
・・・・・・・・・・・・新任の役員のご挨拶・・・・・・・・・・・・・ 

●新井雄喜さん 

この度、副会長を務めさせていただくことになりました、新井です。私は、2007年～2019年まで国際協力機

構(JICA)で仕事をさせていただき、2019 年 9 月より、信州大学で助教として勤務しております。ラムサールセ

ンターの活動にかかわらせていただく中で、国内外の人的ネットワークの広さと深さを実感しております。先輩

の皆様が長い年月をかけて築き上げてこられた、多くの魅力的な方々とのネットワークを、これからも大切に守

り育てつつ、微力ながら活動を盛り上げていければと思っております。至らない点も多々あるかと思いますが、

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
 
 
 

●８月２日（土）に第108回ワイズユースワークショップを開催しました。● 

ラムサールセンター（RCJ）の第108回ワイズユースワークショップを、2020年8月2日（日）に開催しまし

た。当日は、日本学術振興会特別研究員PDで、RCJ会員である寺田佐恵子さんにご講演いただきました。全参加

者は12名で、RCJ会員からは、講師のほか、市川、岩崎、亀山、北本、小山、佐藤奈津子、黒澤優子、黒澤信道

の計8名が参加しました。 
今回はZoomを利用した、ラムサールセンター初のオンライン開催でのワークショップとなりました。遠くにい

らっしゃる方々同士でも気軽に参加できるというオンライン開催のメリットが活かされ、東京から離れてお住まい

の方や、今回始めて RCJ のワークショップにご参加された方など、これまでの対面で集まるワイズユースワーク

ショップとはまた異なる雰囲気での開催となりました。今後も今回のようなオンライン形式を交えながら、ワーク

ショップの実施を行い、より多くの方がワークショップに参加できる工夫を行いたいと思います。 
（ワークショップの概要は次ページ）  
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・・・ワークショップの概要・・・ 

「アフリカ大型類人猿ボノボの湿地利用」 

寺田佐恵子さん（日本学術振興会特別研究員PD／東京大学農学生命科学研究科） 

 
本講演では、中部アフリカのコンゴ民主共和国ルオー学術保護区・ワンバ調査地（※１）で行われた研究成果に

基づき、大型類人猿ボノボ（Pan Paniscus）が、湿地林を含む多様な生息地を、行動目的ごとに有効活用している

こと、湿地林は季節的に浸水していない原生林以上に高頻度で利用される重要な生息地となっていることなどが紹

介された。このようなボノボにとっての湿地の重要性は比較的近年になって認識され始めたものであった。また、

2017 年に新たにコンゴ共和国とコンゴ民主共和国（DRC）が共同管理に合意した世界最大の越境ラムサール条約

登録湿地があり、その中にもボノボの生息地が含まれていることも紹介された（※２）。 
発表では、ワンバの住民による湿地利用や、住民とボノボの共存についても紹介された。住民は、焼畑農耕と共

に、舟からの釣りや巨木の下の水たまりの魚を採取（掻い掘り）するなど漁労も営み、湿地特有のヤシ科の植物を

屋根に利用したりしていた。また、ワンバでは、文化的にボノボの狩猟がタブーとなっており、長年住民が研究ア

シスタントとしてボノボの調査・保護に参加していることもあり、ボノボの密猟リスクが比較的低く、ボノボは二

次林や焼き畑耕作地なども採食場所として利用していた。 
また、研究チームが、長年、保全と地域開発の両視点から、様々な支援活動を行いながら、研究活動を継続して

いることも紹介された。まず、このルオー学術保護区は、1970年代に日本人研究者の後押しもあり、住民の伝統的

な自然資源の採取を認める形の保護区として設立された。ボノボの調査・研究には現地住民の協力が不可欠であり、

一方でワンバでの研究活動は現地の社会経済システムへの介入となる。研究者は、これらを意識して様々な活動を

行い、その発信にも努めていた（※１）。 
質疑では、ボノボの生態、現地住民の生活、生息地保全、湿地保全と言語・文化の維持の関係など、多岐にわた

って意見交換がなされた。人とボノボが湿地を含む自然のめぐみを利用して共存している事例を学ぶ機会となった。 
 
※参考資料 
１ ワンバ現地の調査チームによるFacebookページ 
https://www.facebook.com/bonobo.at.wamba 
２ ラムサール条約事務局HPより、コンゴ川周辺流域について 
https://www.ramsar.org/news/largest-transboundary-ramsar-site-in-in-the-world-established-in-the-congo-
river-basin 
 
 

●第109回＜ワイズユース＞ワークショップ（12月5日）開催のお知らせ● 
RCJはバングラデシュPOUSHと協働し、2019年1月から「バングラデシュ国テクナフ半島の住民によるベン

ガル湾沿岸資源保全とSDG14 の達成」事業（トヨタ環境活動助成プログラム）を実施しています。この度、事業

終了に際してバングラデシュで行われる事業評価ワークショップを、ワイズユースワークショップとしてオンライ

ン配信します。本ワークショップでは、これまで事業に参加した漁業者の感想や専門家による事業評価を行うほか、

基調講演として土居正典さん（インテムコンサルティング）による日本の水産業と水産ODA事業を紹介予定です。

Zoomでの開催予定で、参加方法は次号のラムサール通信（11月中旬を予定）をご覧ください。 

 

日時：2020年12月５日（土曜日） 12時30分～16時30分  

内容（予定）：バングラデシュ事業の概要説明、事業評価ワークショップの配信（現地専門家による事業

評価、事業に参加した漁業者の感想、日本における水産業・ODA事業の紹介）、ディスカッションなど 

※本ワークショップは英語・ベンガル語で実施します（英語－ベンガル語の通訳あり） 
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