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<Looking back 2009 and moving forward to 2010>
Luckily, there was no serious bad news in 2009 and time flied so fast! Here are highlights:
January – Visited Masai-mara, Kenya for balloon safari and completed to draft a project
document for better solid waste management in Rwanda during the stay.
February – Had a short return to Japan and obtained permission from the Japanese Ministry
of the Environment (MOE) and the Ministry of Foreign Affairs to extend my stay in
Rwanda for additional six months.
March – Harvest of water melons in Rusizi, district at the south-west of Rwanda located at the
border of the Democratic Republic of Congo (DRC) and Burundi, as a result of
intercropping of Jatropha, bio-fuel tree, and successful test sales of the fruits to a
supermarket in Kigali.
- Interview by the University of Waterloo in Canada published on the web around this
time (http://www.environment.uwaterloo.ca/cooljobs/mito.html).

Jan – Balloon safari (Kenya)

１月－気球サファリ（ケニア）

April – Travelled to Bujumbura, capital of Burundi, and visited a palm tree plantation and
palm oil extraction facilities (both modern and traditional ones).
May – Participated in a Post-Kyoto climate change meeting at the Prime Minister’s Office.
Created a connection then to the President Office and started to provide advice
personally on how to deal with Post-Kyoto framework setting from the point of
Rwanda and Africa.
June – Supported UNDP consultants to hold a climate change adaptation inception workshop.
The meeting is to prepare two adaptation projects of funding size of US$6 million in
total (the funds are expected to come from the Government of Japan and the Global
Environment Facility (GEF)).

Feb – Early cherry blossoms (Japan)

July/August – Received a mission from Fukuoka University in Japan to analyze how to ２月－早咲き河津桜（日本・伊豆）
renovate landfill facilities in the capital Kigali City. After the mission completion, my
days to visit Nyanza only existing landfill site in Kigali increased significantly.
- Handover to UNDP Environment Unit colleagues about my responsibility.
September – Participation to an East African regional conference on Post-Kyoto framework
preparation and for the African single voice creation, which was organized and lead by
the Government of Rwanda (GoR).
September – November – A short return to Japan.
- Trip to the eastern part of Hokkaido Island including a visit of Saito Farm in
Asahikawa, which is recognized as one of the most environmental friendly dairy cattle
ranches in Japan, and hiking at Shiretoko national park / the world natural heritage site.
- Visit to Fukuoka University and waste treatment facilities in Fukuoka City to discuss
further about Kigali landfill site renovation.
- Termination of my contract at MOE.

March – Water melons tasting
with local kids

３月－地元の子供達とスイカ試食

November - Obtainment of a new contract at UNDP as a consultant and commencement of
work at MININFRA, UNDP and Kigali City for proper solid waste management and
the environment and natural resources sector reinforcement through a so-called SectorWide Approach (SWAp).
December – Organized the 1st solid waste stakeholders workshop.
- Vacation in Granada and Barcelona, Spain and enjoyed artistic constructions such as
Alhambra palace and Gaudi’s works.
- Started involvement in GoR initiative to remove asbestos cement roofs in Rwanda. My
past relating experiences at the Japanese Cabinet Secretariat and advice from MOE are
helping me to take this opportunity.
2010 seems to become a ‘year of waste’ for me. The top priority is to be able to continue my
daily efforts without facing any serious problems such as suffering from sickness and injuries.

April – Palm fruits (Burundi)

４月－ヤシの実（ブルンジ）
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＜2009年を振り返り
2009年を振り返り2010
年を振り返り2010年へ向かう＞
2010年へ向かう＞
2009年は幸い深刻なほどに悪い出来事もなく、あっという間に過ぎました！
主な出来事は次のとおりです：
１月－ケニアのマサイ・マラで気球サファリ。滞在中、ルワンダでのより
良い廃棄物管理を目指す事業の計画書の原案を完成させる。
２月－日本に一時帰国し、日本の環境省と外務省から、ルワンダ滞在の半年
延長について了承を得る。

July – Measuring methane gas at Nyanza site

７月－ニャンザ処分場でメタン・ガスの測定

３月－コンゴ民主共和国（DRC）とブルンジとの国境に位置し、ルワンダ南西
にある市（district）であるルシジ（Rusizi）でスイカを収穫。このス
イカはバイオ燃料の木であるジャトロファの間作物として栽培されたも
ので、キガリのスーパーに試験的に販売することに成功。
－カナダのウォータールー大学によるインタビューがこの時期にネット
に掲載される
（http://www.environment.uwaterloo.ca/cooljobs/mito.html）。
４月－ブルンジの首都であるブジュンブラへの旅行。ヤシの木のプランテー
ションとヤシ油抽出施設（近代的なものと伝統的なもの両方）を見学。
５月－首相官邸で開催された京都議定書後（ポスト京都）についての気候
変動会議に参加。そこで大統領府と接点を得て、ルワンダとアフリカの
立場からポスト京都の枠組作りにどのように関わるべきかの個人的な
アドバイスを始める。

Sep – Saito Farm in Hokkaido, Japan

９月－北海道旭川の斎藤牧場

Dec – School designed by Gaudi for Sagrada Familia
Church’s construction workers’ kids (Spain). I am
proposing to a UNICEF school building designer in
Rwanda to try to build such a school in Rwanda.
12月－ガウディによってデザインされた、サグラダ・ファミリア

教会の建設労働者の子供用の校舎（スペイン）。ルワ
ンダにいるユニセフの校舎設計者にルワンダでこんな
学校を作れないか相談中。

Sagrada Familia
Jan. 15, 2010 – Solar eclipse
2010年1月15日－日食

サグラダ・ファミリア
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込み
７月／８月－日本の福岡大学から派遣団を迎え、首都キガリ市の廃棄物最終
処分場をどう改善すべきかについて分析。派遣終了後は、キガリで唯一
現存するニャンザ（Nyanza）処分場への私の訪問日数が激増。
－私の任務に関する、UNDP・環境ユニットの同僚への引継ぎ。
９月－ルワンダ政府が組織・主導した、東アフリカ地域会議へ参加。この
会議では、ポスト京都の枠組みをどう準備すべきかと、その際にアフリ
カの統一した声をどう形成すべきかが議題に。
９月－11月－日本への短期帰国。
－ 北海道 の 道東 を旅行し、 旭川 にある日本で 最 も環境に 配慮 した 乳牛
牧場と言われている斎藤牧場を訪問したり、知床国立公園・世界自然
遺産をハイキング。
－福岡大学と、福岡市の廃棄物処理施設を訪れ、キガリの最終処分場の
改善について、さらに議論。
－日本の環境省を退職。
11月－UNDPでコンサルタントとして新たな契約を得て、MININFRA、UNDPと
キガリ市で業務開始。 内容 は、適 正 な廃棄物管理と、いわ ゆ る セク
ター・ワイド・アプローチ（SWAp）を通じた環境・天然資源セクターの
強化。
12月－第１回の廃棄物利害関係者作業部会を主催。
－スペインのグラナダとバルセロナで休暇をとり、アルハンブラ宮殿や
ガウディの作品といった芸術的な建造物を堪能。
－ルワンダにある、アスベスト・セメントで作られた屋根を除去すると
いうルワンダ政府の取組に関与を始める。日本の内閣官房での過去の
関連した経験や日本の環境省からのアドバイスがこの機会の取得を支援。
2010年は私にとって「廃棄物の年」となりそうです。一番大切なことは病気
や怪我のような深刻な問題に直面せずに日々の努力を続けられるようにする

６月－UNDPのコンサルタントを支援し、気候変動適応（気候変動の被 をど
う
るか）に関する
の作業 会を開催。会 の目的は適応に関す
る２つの事業の立
をすることで、
は
６
（
は日本 府と 球環境ファシリテ （ ）となる見
）。

ことです。

