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World BOSAI Forum ���� 日程の改訂のお知らせ

World BOSAI Forum ���� の開催につきまして、発表時点で � 月 �� 日（金）から � 月 �� 日（月）開催と

お知らせしておりましたが、協議の末、� 月 � 日（木）から � 月 �� 日（日）での開催に変更となりました。
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International Disaster and Risk Conference 2023, SENDAI, JAPAN

仙台国際センター ／ 東北大学 川内萩ホール

公式 WEB サイトで最新情報をお届けしています！
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World BOSAI Forum 2023 キックオフミーティングを開催しました
WBF ���� 運営メンバーが一堂に会し

フォーラムの成功へ向け一体感を新たにしました
���� 年７月８日、東北大学災害科学国際研究所内にて World BOSAI
Forum ���� のキックオフミーティングを開催しました。

キックオフミーティングでは、運営に携わる日本各地のメンバーがオン
ライン上で初めて一堂に会し、フォーラムの成功へ向け一丸となり取り
組んでいく決意をしました。

パシフィックコンサルタンツ株式会社・東北大学災害科学国際研究所
との共同研究報告会に参加しました
パシフィックコンサルタンツ株式会社にて
WBF ���� 実施概要について発表をしました

���� 年 � 月 � 日、パシフィックコンサルタンツ株式会社本社にて、
東北大学災害科学国際研究所との共同研究報告会が開催されました。
世界防災フォーラムから坂本が参加し、���� 年 � 月に開催される

World BOSAI Forum ���� の実施概要を説明しました。歴代の世界防

災フォーラム出向者も参加することで、互いに積み上げてきた歴史
を会場全体で共有することができました。フォーラムの成功と今後
の更なる発展に向けて、誠心誠意努めてまいります。

World BOSAI Walk TOHOKU +10 を終えて
World BOSAI Walk TOHOKU+�� に参加された中国出身の留学生 Feng さんと
ジンバブエ出身の留学生 Nombulelo さんに、東北を歩いた感想を伺いました
明治大学 Feng Shuxian

WBW Thoughts

Last July I received an email from Prof. Ono inviting me to participate in the World BOSAI
Walk, Tohoku+10, and I didn't hesitate to say yes.
As a Chinese, I had only heard about the Great East Japan Earthquake eleven years ago, but
I was so moved to see the eleven-year recovery process since 3.11 and the efforts of the
local people. As the photographer for the event, I was able to capture the walk, the
conversations, and the interviews of all the members, which was a very precious
experience for me.
"Last 2km to go! Come on everyone!" "I would say to anyone who comes after, if you met a
tsunami afterwards, don't look back, run for higher ground!" "Live hard now for the sake of
those who have died." Conversations such as these still echo in my mind from time to time.
Through this Walk, not only did I gain a deeper understanding of the disaster and
post-disaster reconstruction in Japan, but I also saw how vulnerable and resilient people
can be when faced with natural disasters. Thank you very much.

Message written at the Iwaki 3.11 Memorial and
Revitalisation Museum at the first day

WBW Experience

京都大学 Nombulelo Kitsepile Ngulube

When l heard that Professor Ono from Tohoku University and the World BOSAI Forum were
hosting the World BOSAI Walk from my supervisor Professor Hirokazu Tatano, l was greatly
excited and fascinated to take part in the initiative to see the progress of community recovery
in Tohoku since the disaster. I walked through districts in Iwate prefecture to Hachinohe in
Aomori Prefecture. I originally come from a country that has never experienced an
earthquake or a tsunami and when l saw the disaster in the media in 2011, my heart bled on
the impact the disaster had caused in Tohoku. Taking part in the walk was an amazing
experience as various communities shared their experiences and stories of how they have
recovered from the disaster 11 years on. I learned a lot about disaster recovery from the
residents of Iwate and the organizers of the walk (Professor Ono, Sakamoto, and Yoshino).
This showed me the resilience and strong will of the residents of not only Iwate Prefecture
but the Tohoku region as a whole. This invaluable experience has motivated me to work hard
First day of my walk from Rikuzentakata to Ofunato

ご支援のお願い
個人の方

to chant for community involvement in post-disaster recovery and reconstruction.

世界防災フォーラムの活動は皆さまからのご寄付によって支えられています。
いただいたご支援は世界防災フォーラム開催などの事業や、日々の私たちの運営費に活用されます。

一人ひとりのご支援が、東北、日本か

ら世界に B O S A I を伝え、災害から命
を守る活動を助けます。

ぜひ皆様のあたたかいご支援お待ちし
ております。

法人の方

ものやサービス、人材協力、アイデアなどのご提供、W B F の広報
活動やファンドレイジング活動へのお手伝いも大歓迎です。頂

いたご支援を考慮して、ご講演の場のご提供、社内教育やイベン
トへの協力、防災ビジネスやネットワーキングのお手伝いなど
のリターンを考えております。

ご寄付はこちらから

