日本国際平和構築協会
Global Peacebuilding Association of Japan
定例セミナーのご案内
organizes the seminar on

「パキスタンにおける最近の移住問題」（仮題）
”Migration Challenges in Pakistan” (tentative)
2022 年 1 月 8 日（土）20 時（日本時間）より
At 20:00 (Japan time) on Sat. 8 January 2022

講師：国際移住機関（IOM）パキスタン事務所長

佐藤美央

By Ms. Mio Sato, Chief of Mission,
International Organization for Migration (IOM) in Pakistan

1992 年、国際基督教大学教養学部人文科学科（当時）卒業、1997 年、国際基
督教大学大学院行政学研究科（当時）博士前期課程修了。休学中に外務省の専
門調査員として在ロス・アンジェルス総領事館に 2 年間赴任。1997 年より、公
益財団法人 日本国際問題研究所研究助手、2001 年より国際移住機関（IOM）
に勤務。ＪＰＯとして、ケニア、ベルギー、その後、インドネシア、イラク（ヨ
ルダン駐在）
、アフガニスタン、日本で勤務し、2020 年 10 月から IOM パキス
タン事務所代表に就く。また、ジャパン・プラットフォーム事務局（2005 年）
、
内閣府国際平和協力本部事務局（国際平和協力研究員、2011-12 年）にも勤務。
Mio Sato has been working with the International Organization for Migration
(IOM) in Pakistan since October 2020. She has worked in IOM offices in Kenya,
Belgium, Indonesia, Iraq (based in Jordan), Afghanistan and in Japan since 2001.
Prior to joining IOM, she worked with the Consulate General of Japan in Los Angeles and the Japan
Institute of International Affairs (JIIA). She also worked at the Japan Platform (JPF) Secretariat in 2005
and she took a position of Programme Advisor at the PKO secretariat of the Cabinet Office, Government
of Japan in 2011. She graduated from International Christian University (B.A in Liberal Arts, 1992) in
Tokyo, Japan and did post-graduate studies at Graduate School of Public Administration, International
Christian University (M.A in Public Affairs, 1997).

プログラム
Programme
使用言語：英語 Language: English
19:50

開場（Zoom）
Opening of Zoom

20:00

開会のあいさつと講師の紹介 井上健（日本国際平和構築協会副理事長）
Opening remarks and introduction of the speaker by Mr. Ken Inoue, Vice President, GPAJ

20:05

講演 佐藤美央
Lecture by Ms. Mio Sato

20:45

コメント 中山暁雄
Comments by Mr. Akio Nakayama, former Chief of Mission, IOM in Myanmar

21:00

質疑応答と討論 （モデレーター；長谷川祐弘 日本国際平和構築協会理事長）
Q & A and discussion (moderator: Mr. Sukehiro Hasegawa, President, GPAJ)

21:25

今後のイベントの予定 熊谷奈緒子 （日本国際平和構築協会副理事長）
Announcement of the future events by Ms. Naoko Kumagai, Vice President of GPAJ

21:30

閉会のことば 谷本真邦（日本国際平和構築協会理事・事務局長）
Closing remarks by Makakuni Tanimoto, Director and Secretary-General, GPAJ

注意：


参加希望者は、メールにて井上健（camelworld@aol.com）までご連絡ください。な
お、事務局よりセミナーの数日前までに Zoom のリンクを全会員に送ります。



セミナーは Zoom で行い、事務局が録画をします。録画内容は、後日、GPAJ のサイ
トにて公開する場合があることをご了承ください。



文書による記録も同サイトにおいて公開しますので、セミナーで発言された方は、
その発言要旨をセミナー後、3 日以内に井上まで送ってください。

Note:


Those who want to participate in the seminar are requested to send a notice by email
to Mr. Ken Inoue (camelworld@aol.com). The Secretariat will send a Zoom link to all
members a few days before the seminar.



The seminar is conducted by Zoon and recorded by the secretariat. The video file may
be published on the web site of GPAJ.



A written summary of the meeting is also published on the web page. Therefore, those
who speak at the seminar are requested to send Mr. Ken Inoue a summary of your
comments withing 3 days after the seminar.

