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<Update>

- I just realized that the last version was issued in May, although this should be a monthly report! Many things look slow here,
but time flies actually.

- I was extremely busy for the past months. Here are some highlights:

1) I coordinated to organize two workshops on the climate change adaptation projects development in Rwanda. For the two
full-day workshops in June and July, around 80 people from both the public and private sectors participated in them. The
meetings went well and one of the project document drafts is about to be finalized now.

2) I could arrange to invite a mission from Fukuoka University to visit the only existing landfill site in Kigali to renovate the
status quo. Dr. Matsufuji and Dr. Tanaka from the university stayed here about ten days and they even conducted some
demonstration activities to urgently improve the condition there. Dr. Matsufuji has experiences of more than 30 years for
solid waste treatment at landfill sites including treatment activities in many developing countries in the world. However, even
he said that the condition in Kigali is one of the most challenging he has ever seen. Even after their return, I am visiting the
site at least a few times a week and sometimes putting off fires by myself with surrounded by flies. Through decomposition of
organic waste, the site creates some heat, and the inappropriate treatment is causing a lot of fires and smokes on site. We are
now waiting for the long-term solution proposal from the university and we are hoping to introduce a more sustainable and
environmentally friendly management system.

3) My contract as the Junior Professional Officer (JPO) at UNDP Rwanda completed on September 2. In order to create a
smooth shift of the tasks under me to my colleagues, I had to organize hand-over meetings a few times. As I was covering
about 15 projects, which are about the three fourth of all the project under the environment unit, the smooth hand-over is
not an easy task. By the way, although JPO contract ended, I still have a strong will to stay in Rwanda and to continuously
work in the environmental field. I could design and establish some projects for the past 2.5 years, but without proper follow-
up, achieving something concrete is generally very difficult here.

4) There was a climate change meeting in Kigali last week by the Post-Kyoto framework negotiators from the east African
countries (joint meeting by the Government of Rwanda (GoR), the East African Community (EAC), and the African

4) There was a climate change meeting in Kigali last week by the Post-Kyoto framework negotiators from the east African
countries (joint meeting by the Government of Rwanda (GoR), the East African Community (EAC), and the African
Ministerial Conference on the Environment (AMCEN)). In December this year, it is expected that a new international legal
framework on the climate change after 2012 (after the end of Kyoto Protocol) will be established in Copenhagen. The
purpose of the meeting in Kigali was to secure the momentum to create a ‘single African negotiation voice’. I could
personally join the team to propose and organize the GoR/EAC/AMCENmeeting from the scratch.

- Yuri and I went to Kampala, capital city of Uganda, by road to visit the Japanese Embassy for casting our votes to the lower-
house Diet election in Japan. It took about eight hours just for one way, but we could enjoy the scenery of Uganda. It seemed
for us that the deforestation level is much more severe in Uganda than Rwanda and we saw a lot of barren fields.

- As for the curve mirror installation in Rwanda in order to avoid further car accidents, I am still struggling to persuade the
officer in charge at the GoR of its effectiveness. Even though I communicated with the curve mirror association in Japan, so
far, I am failed to find any study report to have scientifically analyzed the effectiveness of the mirror. If you know any relevant
information, please let me know.

- By the way, have you ever read the book ‘The Shock Doctrine’ by Naomi Klein? It took a long time for me to read it through
but I found it a very informative and shocking report. Now I can see the world and the market economy from a different angle.

Climate Change Adaptation workshop気候変動適応性に関するワークショップ Joined a friend’s wedding知人の結婚式に参加
At Kigali landfill site with Fukuoka University experts福岡大学の専門家とキガリの最終処分場で
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＜近況報告＞＜近況報告＞＜近況報告＞＜近況報告＞- たった今、「月刊報告」のはずなのに直前のレポートの発行が５月だったことに気付きました！多くの物事の進展がルワンダではゆっく
Fire at the landfill site処分場の火事

@Bujumbra in Burundi (opposite side of the 
Lake Tanganica is DRC)ブルンジのブジュンブラで（タンガニカ湖の対岸はコンゴ民主共和国（ＤＲＣ））

View of the Lake Victoria from 
the suburb of Kampalaカンパラ郊外から見るビクトリア湖

Barren hill in Ugandaウガンダの不毛な丘- たった今、「月刊報告」のはずなのに直前のレポートの発行が５月だったことに気付きました！多くの物事の進展がルワンダではゆっくりに見えるのですが、実際には、時はあっという間に過ぎてしまいます。- この数カ月とても忙しくしていました。主な出来事は次のとおり：１）気候変動へのルワンダにおける被害をできるだけ抑えるための適応性を増強する事業を開発するため、２件の会議を設けました。６月と７月に開催されたそれぞれ終日のワークショップには、公共部門・民間部門両方から約８０名が参加してくれました。会議は成功し、事業計画書案の一つはもうすぐ完成しそうです。２）キガリに唯一の最終処分場を訪問し、その現状改善をしていただくため、福岡大学の専門家を招待することができました。同大学の松藤先生と田中先生はキガリに約１０日間滞在し、処分場の状況の緊急改善をするべく現地で実際にデモンストレーションもしてくださいました。松藤先生は最終処分場の廃棄物の適正管理に関し３０年以上の経験を持ち、世界中の多くの途上国でも対応されています。しかし、その先生でさえキガリの状況は彼が今まで見た中で最も難しいものの一つということでした。先生方が帰国された後も、私は週に数回は処分場を訪れ、ハエに囲まれながら時には火を自分で消しています。廃棄物のうち有機物が分解することによって処分場が熱をもち、不適正な施設の管理のために処分場に多くの火事と煙が発生しています。現在は、福岡大学から長期的な改善に関する提案を提出していただくのを待っているところで、より持続的かつ環境に配慮された管理方法が導入できればと願っています。３）ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（ＪＰＯ）としてのＵＮＤＰルワンダ事務所における契約が９月２日に満了しました。私が担当だったことを同僚にスムーズに引き継ぐため、何度か引き継ぎ会を開かなければなりませんでした。環境ユニットが関与している事業のうちの約４分の３に当たる約１５の事業を担当していたため、スムーズな引き継ぎは容易ではありません。ところで、ＪＰＯの契約は切れましたが、ルワンダに引き続き滞在する強い希望を持っており、環境分野で引き続き働きたいと思っています。この２年半でいくつかの事業を企画し立ち上げることはできましたが、きちんとフォローアップしないと、具体的な成果を出すのが通常非常に難しいのがこちらの状況です。４）東アフリカ諸国の、ポスト京都の枠組作りに関する交渉人による、気候変動に関する会議が先週キガリでありました。具体的には、ルワンダ政府と東アフリカ共同体（ＥＡＣ)と環境に関するアフリカ大臣会合（ＡＭＣＥＮ）が共同で実施したものです。今年１２月には、２０１２年以降の（京都議定書の効力が切れた後の）気候変動に関する新しい国際的な法的枠組みがコペンハーゲンで成立する予定です。キガリでの今回の会議の目的は、「アフリカ発のとりまとめられた（１つの）交渉方針」を作るという動きを確実なものにするというものでした。私は、このルワンダ政府／ＥＡＣ／ＡＭＣＥＮによる会議の開催を全く白紙の状態から提案し、企画運営するチームに個人的に参加することができました。-優理と私は、ウガンダの首都であるカンパラに陸路で行き、日本の衆議院議員選挙に投票するため日本大使館を訪問しました。片道だけでも約８時間かかりましたが、ウガンダの景色を堪能することができました。ルワンダに比べて、ウガンダの森林破壊はより深刻なようで、木の生えていない不毛な土地を多く見かけました。-交通事故を防ぐためルワンダに道路反射鏡を導入するというアイディアですが、その有効性をルワンダ政府の担当に納得してもらうのにまだ時間を要しています。日本の道路反射鏡協会ともやり取りをしたのですが、今のところ、鏡の有効性について科学的に分析した研究報告をまだ見付けられていません。もし関連情報を御存知でしたら、教えていただけると助かります。- ところで、ナオミ・クラインの著書の「The Shock Doctrine」はお読みになったでしょうか？私は読み終わるのにすごく時間がかかってしまいましたが、とても情報に富みまた衝撃的な報道書籍だと思いました。お陰で、今は世界と市場経済について新たな視点から見ることができます。（ひょっとしたら、和訳はまだ出ていないかもしれませんが、とてもいい本です）


