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The Political Participation of Young Migrant Women in the Pursuit of Climate 

Justice 

気候正義を追求する若い移民女性の政治参加 

09:00 - 10:30, 08 Nov 2021 

Tower Base South 

Radical Girlsss 

ラディカル・ガールズズズ 

Gender 

Panel 

Youth 

Why do young female migrants' voices matter in the pursuit of climate resilience and 

adaptation? How can we encourage migrant women’s political participation and 

leadership? What tools are available for migrant women to meaningfully address 

broader frameworks of injustice in the struggle for climate justice? 

Join a panel of young migrant women and members of RadicalGirlsss in a conversation 

on feminist political participation, the CEDAW convention and climate justice. 

Featured panellists: 

Alyssa Ahrabare (project officer of the European Network of Migrant Women and 

spokeswoman of Osez le féminisme) 

Azura Farrell-McLeod (ecofeminist and charity administrator) 

Natasha Noreen (feminist activist and sociology student) 

Facilitated by Bec Wonders (researcher and artist) 

 

なぜ若い女性移民の声を聴くことが、気候変動に対するレジリエンスと適応を

追求していくうえで重要なのでしょうか？私たちは移民女性たちの政治参加と

リーダーシップをどうやって促進させていけるでしょうか？気候正義のための

苦闘において、より幅広い不当な枠組みに有意義に対処していくためには、移

民女性たちにとってどのようなツールが利用可能なのでしょうか？ 



若い移民女性たちとラディカル・ガールズズズのメンバーによるパネルディス

カッションで、フェミニストの政治参加、CEDAW条約（女性差別撤廃条

約）、そして気候正義について語り合いましょう。 

注目のパネリスト： 

アリッサ・アハラバレ（欧州移民女性ネットワーク・プロジェクト担当官、オ

ゼ・ル・フェミニスム！・女性広報担当者） 

アズラ・ファレル＝マクラウド（エコフェミニスト、慈善団体理事） 

ナターシャ・ノリーン（フェミニスト活動家、社会学専攻学生） 

ファシリテータ：ベック・ワンダーズ（研究者、アーティスト） 

 

Running the Race to Resilience Together: Communities Tapping Their Shared 

Cultures and Heritage for Climate Action 

レジリエンスに向けたレースをともに走ろう：文化と伝統を共有するコミュニ

ティが気候変動対策に取り組む 

11:30 - 13:00, 08 Nov 2021 

Science Show Theatre 

Climate Heritage Network 

気候遺産ネットワーク 

Adaptation, Loss and Damage 

Panel 

Culture -- from arts to heritage -- can help catalyse a step-change in the global ambition 

for climate resilience. In the past, this potential has often gone untapped, but this is 

changing as evidenced by the inclusion of culture-bases strategies in the updated 

Marrakesh Partnership Resilience Pathway and the new Race to Resilience. This event 

will build on these advances to inspire even greater mobilisation on from cultural actors, 

while also introducing those working in other fields of climate action to the benefits of 

partnering with cultural institutions, advocates and organisations. 

Framing resilience narratives in the history of communities builds confidence born of 

the knowledge that past uncertainties were successfully met, while rooting resilience 

measures in existing community action, culture, heritage and knowledge of Indigenous 

Peoples and local communities helps assure more effective and durable outcomes. Arts, 

culture and heritage can bring inclusive and people-centred approaches that support 

locally-led resilience work and help centre equity. 



This event will feature local examples drawn from diverse voices and contexts, 

including food & agricultural, buildings and cities and coasts and oceans. Speakers 

include: 

• Angélica Arias Benavides, Former Minister of Culture and Heritage, Ecuador 

• Andrea Carmen, Yaqui Nation, Facilitative Working Group, UNFCCC Local 

Communities and Indigenous Peoples Platform 

• Teng Chamchumrus, Chiang Mai, Thailand 

• Ewan Hyslop, Historic Environment Scotland 

• Rim Kelouaze, African World Heritage Youth Forum 

• Claire McGuire, International Federation of Library Associations and Institutions 

• Shanon Shea Miller, City of San Antonio Office of Historic Preservation (USA) 

• Navin Piplani, Indian National Trust for Arts and Cultural Heritage 

• Julianne Polanco, California Office of Historic Preservation 

• Rosie Paul, Co-founder and Principal Architect, Mason’s Ink (India) 

• + voices of communities on the frontlines of climate impacts via the Google Arts & 

Culture Heritage on the Edge project. 

 

文化―芸術から遺産に至るまで―は、気候レジリエンスを高めるための世界中

の野心的な取り組みを、変革させるきっかけとなり得ます。これまで、この可

能性はしばしば活用されずに見過ごされてきましたが、最新の「マラケシュ・

パートナーシップ・レジリエンス・パスウェイ」や新しい「レジリエンスに向

けたレース」において、文化をベースにした戦略が含まれていることからも根

拠づけられているように、この状況は変わりつつあります。このイベントで

は、こうした前進を踏まえて、文化関係者のさらなる奮起を促すとともに、気

候アクションの他の分野で活動している方たちに、文化機関や支援者、組織と

の連携がもたらす利益についてご紹介します。 

コミュニティの歴史の中にレジリエンスの物語を描き形づくることは、過去の

不確実性をうまく克服したという知見から生まれる自信を築くことができま

す。また一方で、先住民族や地域コミュニティの、既存のコミュニティ活動・

文化・遺産・知識にレジリエンス対策を根付かせることは、より効果的で永続

的な結果を得ることに役立ちます。芸術・文化・遺産は、包括的で人々を中心

としたアプローチにつながることで、地域主導のレジリエンス活動を後押し

し、公平性を中心に置くことができます。 

このイベントでは食品と農業、建物と都市、海岸と海洋などを含めた、多様な

意見や背景から集められた地域の事例をご紹介します。スピーカーは以下の通

りです。 



• アンジェリカ・アリアス・ベナビデス（エクアドル・元文化遺産大臣） 

• アンドレア・カルメン（ヤキ族、UNFCCC地域コミュニティおよび先住

民プラットフォーム進行作業部会担当者） 

• テン・チャムチュムルス（タイ・チェンマイ） 

• ユアン・ヒスロップ（スコットランド歴史環境公共団体） 

• リム・ケルアゼ（アフリカ世界遺産青年フォーラム） 

• クレア・マクガイア（国際図書館連盟） 

• シャノン・シェア・ミラー（米国サンアントニオ市歴史保存局） 

• ナヴィン・ピプラニ（インド国立芸術文化遺産トラスト） 

• ジュリアン・ポランコ（カリフォルニア州歴史保存局） 

• ロージー・ポール（インド・Mason’s Ink社共同設立者兼主席建築家） 

• + Google Arts & Culture（グーグル アーツ＆カルチャー）の「Heritage on 

the Edge（危機にさらされる遺産）」プロジェクトを通じて、気候変動

の影響を最前線で受けているコミュニティの声もご紹介します。 

 

 

Social innovation and climate justice 

社会イノベーションと気候正義 

11:30 - 13:00, 08 Nov 2021 

Tower Base South 

Glasgow Caledonian University 

グラスゴー・カレドニアン大学 

Global South 

Panel 

As the University for the Common Good and a leading widening-access higher 

education institution, Glasgow Caledonian University seeks to enhance resilience and 

adaptability to change in local and international communities. The first university to 

adopt the Sustainable Development Goals as the framework for its research strategy, 

GCU seeks to transform communities across the globe. 

Here, we bring together world-renowned thought-leader and Nobel Peace Laureate 

Professor Muhammad Yunus with the younger generation to address the issue of 

combatting climate change and injustice through social innovation. 

The agenda will be driven by those who will face the climate emergency head-on over 

the coming decades. Our chair is the renowned broadcaster Sally Magnusson. 

Professor Yunus will be joined by a leading professor and expert on sustainable fashion, 



two early career researchers from GCU’s Centre for Climate Justice and Yunus Centre 

who, together, are investigating the role of microfinance and climate change adaptation 

in Rwanda. 

Students from our Glasgow campus, as well as GCU London and Glasgow Caledonian 

New York College, will drive the event. This group will, in the form of a short movie 

presented in three parts, pose questions to our panel; their voices being crucial in 

framing the debate. They are well-equipped, better-educated than any generation in 

history, are highly diverse and globally connected. They will experience the 

consequences of industrialisation and need to be the engine of change. 

Key speakers/panellists: 

• Sally Magnusson, Scottish broadcaster and writer (Chair) 

• Professor Muhammad Yunus, Nobel Peace Laureate and Emeritus Chancellor 

Glasgow Caledonian University 

• Prof Pamela Gillies CBE, Principal and Vice-Chancellor, Glasgow Caledonian 

University 

• Dr Olga Biosca, Yunus Centre for Social Business & Health, Glasgow Caledonian 

University 

• Dr Michael Mikulewicz, Centre for Climate Justice, Glasgow Caledonian University 

• Professor Natascha Radclyffe-Thomas, British School of Fashion, GCU London 

 

グラスゴー・カレドニアン大学は、「公益のための大学」として、またアクセ

スを拡大している主要な高等教育機関として、地域社会や国際社会における変

化に対するレジリエンスと適応力を高めることを目指しています。 

ここでは、世界的に有名な思想的指導者でありかつノーベル平和賞受賞者であ

るムハマド・ユヌス教授と若い世代の人々とを引き合わせ、社会的イノベーシ

ョンを通じて気候変動と不公正に立ち向かう課題に取り組みます。 

アジェンダは、今後数十年にわたって気候緊急事態に正面から直面する人々に

よって活発に議論されます。司会は著名な放送作家のサリー・マグヌソン氏で

す。 

ユヌス教授とともに、持続可能なファッションの専門家である著名な教授と、

グラスゴー・カレドニアン大学の気候正義センターとユヌス・センターから、

ルワンダにおけるマイクロファイナンスと気候変動適応の役割について一緒に

調査を行っている 2人の若手研究者が参加します。 

このイベントを率いるのは、グラスゴー・キャンパス、GCUロンドン、グラス

ゴー・カレドニアン・ニューヨーク・カレッジの学生たちです。このグループ

が、3部構成のショートムービーの形式で、パネリストに質問を投げかけま

す。彼らの声は議論を形づくる上で非常に重要です。彼らは歴史上のどの世代



よりも十分に設備が整っておりかつ優れた教育を受け、多様性に富み、世界中

とつながっています。彼らは今後工業化の成り行きを経験し、変化の原動力と

なる必要があります。 

主な講演者・パネリスト： 

• サリー・マグヌソン（スコットランド・放送作家、ライター）（司会） 

• ムハマド・ユヌス教授（ノーベル平和賞受賞者、グラスゴー・カレドニ

アン大学名誉学長） 

• パメラ・ギリーズ教授（グラスゴー・カレドニアン大学学長） 

• オルガ・ビオスカ博士（CBE、グラスゴー・カレドニアン大学 ソーシ

ャルビジネス＆ヘルス・ユヌス・センター） 

• マイケル・ミクレウィッツ博士（グラスゴー・カレドニアン大学 気候

正義センター） 

• ナタシャ・ラドクリフ・トーマス教授（GCUロンドン・ファッション学

英国大学院） 

 

 

Human Rights and Climate Impacts in Latin America 

ラテンアメリカにおける人権と気候変動影響 

12:30 - 14:00, 08 Nov 2021 

Tower Base North 

Asociación La Ruta del Clima 

クライメート・ルート協会 

Global South 

Panel 

Participatory dialogue on the rights of vulnerable communities in Latin America due to 

climate change impacts. This space will short interventions from adaptation and loss 

and damage experts and grassroots advocates from Latin America. 

Speakers: 

Maria Alejandra Aguilar, Climate Justice Coordinator, Asociación Ambiente y 

Sociedad. 

Javier Dávalos Gonzalez, Coordinator of the Climate Change Program, Asociación 

Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). 



Adrián Martínez Blanco, Director, La Ruta del Clima. 

Victor Manuel Campos Cubas, Director, Centro Humboldt. 

Ingrid Hausinger, Program Coordinator, Heinrich Böll Foundation – El Salvador. (TBC) 

Tania Guillen, Researcher, GERICS. 

 

気候変動の影響を受けているラテンアメリカの脆弱なコミュニティの権利につ

いて参加型対話を行います。このスペースでは、ラテンアメリカの適応・損

失・損害についての専門家と、草の根の支援団体による介入が行われます。 

スピーカー： 

マリア・アレハンドラ・アギラール（環境・社会貢献協会、気候正義コーディ

ネーター・） 

ハビエル・ダバロス・ゴンザレス（アメリカ大陸諸国間環境保護協会

〔AIDA〕、気候変動プログラム・コーディネーター） 

アドリアン・マルティネス・ブランコ（クライメート・ルート協会、ディレク

ター） 

ビクター・マヌエル・カンポス・クバス（フンボルト・センター、ディレクタ

ー） 

イングリッド・ハウジンガー（ハインリッヒ・ベッル財団エルサルバドル、プ

ログラム・コーディネーター）（確認中） 

タニア・ギレン（GERICS研究員） 

 

 

Addressing Migration Driven by Disasters, Climate Change and Environmental 

Degradation in West Africa 

西アフリカにおいて災害、気候変動、環境悪化に起因する移住民に対応する 

17:30 - 18:30, 08 Nov 2021 

Tower Base North 

IOM 

国際移住機関 



Adaptation, Loss and Damage 

Global South 

Panel 

Brief background: In West Africa, population movements have always been linked to 

the environment, be it in form of displacement in the context of disasters, transhumance 

or longer-term labour migration in the context of agricultural activities. Over the last 

decades, the adverse effects of climate change have intensified environmental events 

and processes in the region, such as droughts, desertification, water scarcity, rising sea 

levels, coastal erosion and flooding, compelling more people directly and indirectly to 

leave their homes. States have made commitments in the GCM to address these 

dynamics in Objectives 2 and 5, and the Paris Agreement together with the 

Recommendations of the UNFCCC Task Force on Displacement call for addressing 

these trends. 

Side event objectives: 

• Raise awareness of the links between migration, displacement, planned relocation and 

disasters, climate change and environmental degradation in West Africa. 

• Demonstrate how partnerships contribute to facilitating pathways for regular migration 

and minimizing displacement in the context of climate change, environmental 

degradation and disasters in line with the guiding principles and commitments of States 

in the GCM, especially Objectives 2 and 5, and the Paris Agreement and the 

recommendations of the UNFCCC Task Force on Displacement. 

• Highlight solutions for people compelled to move in the context of disasters, climate 

change and environmental degradation in West Africa. 

Keynote Remarks: Ms. Aissata Kane, Senior Regional Adviser for Sub-Saharan Africa, 

International Organization for Migration (IOM) 

Speakers: 

• Dr. Amadou Diaw, Technical Advisor, Ministry of Foreign Affairs and Senegalese 

Abroad, Government of Senegal 

• Dr. Bondi Gevao, Executive Chairman, Environment Protection Agency, Government 

of Sierra Leone 

• Representative of the NGO Trees for the Future 

• Representative of academia (Dr Mamadou Ndongo Dime, Professor, Gaston Berger 

University of Saint-Louis, Senegal or Dr. Cheikh Tidiane Wade, Lecturer, Assane Seck 

University, Ziguinchor, Senegal) 

• Representative of journalists (the winner from the IOM West Africa journalist 

competition) 

• Ms. Hind Aïssaoui Bennani, IOM Regional Thematic Specialist on Migration, 

Environment and Climate Change, Regional Office for West and Central Africa, Dakar, 

Senegal 

 

背景の要約：西アフリカでは、災害を受けたことによる移住、移牧、農業活動

に伴う長期的な労働力の移動など、人々の移動は常に環境と関連しています。



過去数十年にわたり、気候変動の悪影響は、例えば干ばつ・砂漠化・水不足・

海面上昇・海岸浸食・洪水などのように、地域の環境現象や過程を激化させ、

直接的にも間接的にも多くの人々が自宅を離れざるを得なくなっています。各

国は GCMにおいて、目的 2と 5でこれらのダイナミクスに対処することを約

束しており、パリ協定及び UNFCCC「気候変動によって移動を余儀なくされる

人々に関するタスクフォース」の提言は、これらの傾向に対処することを求め

ています。 

サイドイベントの目的： 

• 西アフリカにおける移住・移動・計画的移転と災害・気候変動・環境悪

化との間の関連性について意識を高める。 

• GCMにおける各国の指導原則と公約、特に目的 2と 5、そして UNFCCC

「気候変動によって移動を余儀なくされる人々に関するタスクフォー

ス」の提言に沿って、気候変動・環境悪化・災害の状況下においてパー

トナーシップがいかにして定期的な移住の道筋を推進し、転居を最小限

に抑えることができるかを示す。 

• 西アフリカにおける災害・気候変動・環境悪化の状況下で、移動を余儀

なくされている人々のためのソリューションを紹介する。 

基調講演：アイサタ・ケイン氏（国際移住機関〔IOM〕サハラ以南アフリカ地

域担当上級顧問） 

スピーカー： 

• アマドゥ・ディアウ博士（セネガル政府、外務・在外セネガル人省、技

術顧問） 

• ボンディ・ゲバオ博士（シエラレオネ政府環境保護庁長官） 

• NGO「ツリーズ・フォー・フューチャー」代表 

• 学術界代表（ママドゥ・ンドンゴ・ダイム博士、セネガル・サンルイ

市、ガストン・ベルジェ大学教授、あるいはシェイク・ティディアン・

ワデ博士、セネガル・ジガンショール町、アサン・セック大学講師） 

• ジャーナリスト代表（IOM西アフリカ・ジャーナリスト・コンテストの

優勝者） 



• ハインド・アイサウイ・ベナニ氏（セネガル・ダカール、IOM西・中央

アフリカ地域事務所、移住・環境・気候変動に関する地域テーマ別専門

家） 

 

 

09 Nov 2021 

Earth observation-based innovation by and for Indigenous women for climate 

change adaptation 

気候変動適応に向けた先住民の女性による、また先住民の女性のための地球観

測に基づくイノベーション 

11:30 - 13:00, 09 Nov 2021 

Tower Base North 

Group on Earth Observations (GEO) Indigenous Alliance 

地球観測に関する政府間会合（GEO）先住民族連合 

Indigenous Peoples 

Panel 

The Group on Earth Observations (GEO) Indigenous Alliance in collaboration with 

Cultural Survival is organising an Indigenous-led session to address the under-

representation and inequality that Indigenous women face, as well as inspire the next 

generation of women to leverage existing technologies to find creative, low-cost and 

sustainable solutions to the climate crisis in particular addressing adaptation and nature-

based solutions. 

Indigenous women are key climate defenders who possess invaluable knowledge and 

expertise for climate change responses, yet they are the most affected by climate 

change. Earth observation (EO) data and tools co-designed by and/or with Indigenous 

communities, are enabling Indigenous women and youth to integrate their Indigenous 

knowledge with climate change adaptation plans. This is also enabling their voices to be 

heard in climate policy decisions at the local, national and international levels. 

Indigenous women will share their innovative projects whilst also outlining the 

challenges and barriers they face implementing their projects. 

Confirmed speakers: 

• Dr. Nicholle Koko Warner, Manager of the "Impacts, Vulnerability, and Risks" 

subprogramme, Adaptation Programme at UNFCCC 

• Galina Angarova, Executive Director, Cultural Survival 

• Titus Letaapo, Co-founder of the GEO Indigenous Alliance, Managing Director of the 

Sarara Foundation 

• Polina Sholbaeva, Russian Indigenous coordinator for IIFB at the CBD process/Center 

for support of indigenous peoples of the North (CSIPN)/Member of the International 



Indigenous Forum on Biodiversity (IIFB) and the Indigenous Women Biodiversity 

Network (IWBN) 

• Lilian Nguracha, Founder of Women Conserve 

• Killaq Enuaraq-Strauss, "Inuit Nunangat SIKU Coordinator" Arctic Eider/Siku 

• Yoanna Dimitrova, Member of the Symbols Maps Team, winners of the GEO 

Indigenous Hack4Covid 2020 

• Noon Altijani Osman Abbakar, Researcher at Oxford University 

• Claudinete Cole, Coordinator of the Association of Remaining Quilombo 

Communities of the Municipality of Oriximiná (ARQM) 

• Mario Vargas Shakaim, co-foudner of the GEO Indigenous Alliance, Technical 

coordinator of “All Eyes on the Aamzon” project at the Coordinator of Indigenous 

Organizations of the Amazon River Basin (COICA) 

 

地球観測に関する政府間会合（GEO）先住民族連合は、NGOカルチャー・サバ

イバルと共同で、先住民族の女性たちが直面している存在の過小評価と不平等

に対処するとともに、次世代の女性たちが既存の技術を活用して、気候危機に

対する創造的かつ低コストで持続可能な解決策、特に適応策やネイチャーベー

スド・ソリューションを見つけることを促すことを目的とした、先住民族主導

のセッションを開催します。 

先住民族の女性は、気候変動に対応するための貴重な知識と専門性を持った重

要な気候擁護者でありますが、同時に気候変動の影響を最も受けやすい存在で

もあります。先住民のコミュニティによって、または共同で設計された地球観

測（EO）データやツールは、先住民族の女性や若者が自分たち先住民の知識を

気候変動の適応計画に組み込むことを可能にしています。また、このデータや

ツールは地域、国、国際レベルの気候政策決定において、彼らの声を取り込む

ことができるようになります。先住民族の女性たちが、自分たちの革新的なプ

ロジェクトをご紹介するとともに、プロジェクトを実施する上で直面する課題

や障壁についても説明します。 

講演予定者： 

• ニコル・ココ・ワーナー博士（UNFCCC適応プログラム「影響・脆弱

性・リスク」サブプログラムマネージャー） 

• ガリーナ・アンガロヴァ（カルチャー・サバイバル執行役員） 

• タイタス・レタアポ（GEO先住民族連合共同設立者、サララ財団執行役

員） 



• ポリーナ・ショルバエワ（CBDプロセスにおける IIFBのロシア先住民

コーディネーター、北部先住民支援センター（CSIPN）、生物多様性に

関する国際先住民族フォーラム（IIFB）および生物多様性先住民女性ネ

ットワーク（IWBN）メンバー） 

• リリアン・ングーラチャ（Women Conserve設立者） 

• キラック・エヌアラック=ストラウス（「イヌイット・ヌナンガット・

SIKUコーディネーター」北極アイダー/シク） 

• ヨアンナ・ディミトロワ（シンボルマップチームのメンバー、GEO 先住

民ハック・フォーCovid 2020の優勝者） 

• ノーン・アルティジャニ・オスマン・アバカー（オックスフォード大学

研究員） 

• クラウディネテ・コール（オリキシミナ市残存キロンボ・コミュニティ

協会（ARQM）コーディネーター） 

• マリオ・バルガス・シャカイム（GEO先住民族連合共同代表、アマゾン

川流域先住民組織（COICA）「アマゾンのすべての目」プロジェクト・

テクニカルコーディネーター） 

 

 

African Women’s Grassroots Climate Action 

アフリカの女性による草の根気候変動アクション 

12:30 - 14:00, 09 Nov 2021 

Tower Base South 

CAMFED (Campaign for Female Education) 

CAMFED（女性教育キャンペーン） 

Adaptation, Loss and Damage 

Gender 

Panel 

This event represents a unique opportunity to engage directly with women on the 

“frontline” of the climate emergency in sub-Saharan Africa about their experience of the 

climate crisis and their leadership to help communities adapt. In 2019 CAMFED won a 

UN Global Climate Action Award at COP25 in recognition of African women’s 

remarkable climate action. For COP26 we are bringing together young African women, 

who are leading action for climate resilience and girls’ education in rural Africa, for an 

interactive roundtable. 



Participants will share their personal insights of how the climate emergency is affecting 

their communities through unpredictable weather, reduced farming yields and hunger. 

They will explain how girls and women are particularly affected by climate change and 

the action they are taking as “Agriculture Guides” to help school children, “forgotten 

farmers” and community groups to build resilience. They will describe how their own 

education has been critical to enable their climate leadership, and how they are 

supporting the next generation of girls to go to school and succeed. 

The event will be run as a hybrid live and virtual event and we will encourage wide 

engagement for questions and reflections. We anticipate this event will appeal to 

policymakers who wish to learn from women on the frontline of climate change. We 

also hope this will be an exciting opportunity for members of the public to participate in 

COP26, especially other women in rural Africa and young people worldwide. 

Chair: Rt Hon Helen Grant, Prime Minister’s Special Envoy for Girls’ Education 

Fiona Mavhinga, Executive Advisor, CAMFED Association 

Forget Shareka, CAMFED Association member and Entrepreneur, Zimbabwe 

Esnath Divasoni, Core Agriculture Trainer, CAMFED Zimbabwe 

Harriet Cheelo, Climate-smart Agriculture Research Fellow, CAMFED Zambia 

Catherine Boyce, Director of Enterprise Development, CAMFED International 

 

このイベントは、サハラ以南のアフリカで気候緊急事態の「最前線」にいる女

性たちに、気候危機の経験やコミュニティの適応を支援するためのリーダーシ

ップについて直接話を聞くことができる、またとない機会です。2019年、

CAMFEDは COP25において、アフリカ女性の目覚ましい気候アクションが評

価され、国連グローバル気候アクション・アワードを受賞しました。今回の

COP26では、アフリカの農村部で気候レジリエンスや女子教育のためのアクシ

ョンを先導しているアフリカの若い女性たちを集め、対話型の円卓会議を開催

します。 

参加者は、予測不可能な天候、農作物の収穫量の減少、飢餓など、気候緊急事

態が自分たちのコミュニティにどのような影響を与えているかについて個々人

の洞察を語ります。また、どのように少女や女性が特に気候変動の影響を受け

ているかを説明し、「農業ガイド」として、学校の子どもたちや「忘れられた

農民」、コミュニティグループのレジリエンスを構築するために行っている支

援アクションをご紹介します。また、気候変動に対するリーダーシップを発揮

するために、彼らの教育がいかに重要であったか、そして、次世代の少女たち

が学校に通い成功するためにどのような支援を行っているかをご説明します。 



本イベントはライブとバーチャルのハイブリッド形式で行われる予定で、質問

や感想などの幅広いご意見をお待ちしております。私たちはこのイベントが、

気候変動の最前線に立っている女性たちから学びたいと考えている政策立案者

に訴えかけるものになると期待しています。また、COP26 に参加する予定の一

般の方々、特にアフリカの農村部に住む女性や世界中の若者にとって、このイ

ベントが刺激的な機会になるよう願っています。 

議長：ヘレン・グラント閣下（女子教育担当首相特使） 

フィオナ・マビンガ（CAMFED協会エグゼクティブ・アドバイザー） 

フォゲット・シャレカ（CAMFED協会メンバー、ジンバブエ・起業家） 

エスナート・ディバソーニ（CAMFEDジンバブエ・地方研修農業教官） 

ハリエット・チーロ（CAMFEDザンビア・気候変動スマート農業研究員） 

キャサリン・ボイス（CAMFEDインターナショナル・企業開発担当ディレクタ

ー） 

 

 

Climate Science at the top of the world – National Geographic and Rolex Perpetual 

Planet Expeditions 

世界の頂点に立つ気候科学－ナショナルジオグラフィックとロレックス・パー

ペチュアル プラネット エクスペディション 

12:30 - 14:00, 09 Nov 2021 

Cinema Auditorium 

National Geographic Society 

ナショナルジオグラフィック協会 

Adaptation, Loss and Damage 

Documentary 

Film 

Nature 

Panel 

Science and Academia 

This session brings together science, exploration and storytelling to highlight the impact 

of climate change on mountain systems and glaciers - and the people who depend on 



them for water. We will start with a screening of Expedition Everest, the documentary 

that highlights the 2019 National Geographic and Rolex Perpetual Planet Everest 

Expedition where dozens of scientists converge to investigate what secrets the world’s 

highest peak has to tell us about our changing climate. The notorious Khumbu Glacier is 

mapped in stunning detail, biologists study extreme lifeforms, and a team of Sherpas 

and climate scientists climb straight towards the “death zone” to install the highest 

weather station in the world. 

The screening will be followed by a panel discussion with scientists and experts from 

the Everest Expedition, as well as the more recent expedition to Chile’s Tupungato 

Volcano, also part of the National Geographic and Rolex Perpetual Planet Expeditions 

partnership. This expedition, in partnership with the Chilean Government, installed the 

highest weather station in the Southern Hemisphere and explored the most vulnerable 

water tower in the Southern Andes where the capital city of Santiago, Chile relies on 

this water tower for its water supply. 

The discussion will focus on: 

- Why conducting science in the most extreme environments is important in 

understanding our changing world 

- What is happening at the roof of the world and critical, but vulnerable, “water towers” 

- How are local communities devising solutions to the impacts of climate change. 

Speakers will include: Tom Matthews, Climate Scientist at Loughborough University; 

Dawa Yangzum Sherpa, expert climber and mountain guide from Nepal; Baker Perry, 

Everest and Tupungato Expedition co-lead from the US, and other representatives from 

the National Geographic Society. 

 

このセッションは、気候変動が山岳システムや氷河、そして、水資源をそれら

に頼る人々に与える影響を強調するため、科学、探索、物語の読み聞かせを組

み合わせています。まずは「エクスペディション・エベレスト」の上映を行い

ます。これは 2019年に行われたナショナルジオグラフィックとロレックス・

パーペチュアル プラネットによるエベレスト遠征に焦点を当てたドキュメンタ

リーで、数十人の研究者が集結し、変化する気候について世界最高峰のエベレ

ストがどのような秘密を持っているかを調査したものです。悪名高いクンブ氷

河の驚くほど詳細な地図が作成され、生物学者は極限地で生きる生命体を研究

し、シェルパと気候研究者のチームは世界で最も標高の高い気象観測所を設置

するために「死のゾーン」に向かって真っすぐ登っていきます。 

上映後には、エベレスト遠征を行った研究者や専門家によるパネルディスカッ

ションが予定されています。また、こちらもナショナルジオグラフィックとロ

レックス・パーペチュアル プラネット エクスペディションの提携の一環とし

て最近行われた、チリのトゥプンガート火山遠征の遠征隊も参加します。この



遠征では、チリ政府と協力して、南半球で最も標高の高い気象観測所を設置

し、チリの首都サンティアゴが水供給を頼っている南アンデスで最も脆弱な給

水塔を調査しました。 

議論の焦点は以下の通りです。 

• 変化する世界を理解するために、なぜ最も過酷な環境で研究を行うこと

が重要なのか 

• 世界の屋根（ヒマラヤ山脈）と重要であるのに脆弱な「給水塔」で何が

起きているのか 

• 気候変動の影響に対し地域社会はどのように解決策を考えだしているの

か 

講演者には、ラフバラ大学の気候研究者であるトム・マシューズ氏、ネパール

の熟練登山家で山岳ガイドであるダワ・ヤンツム・シェルパ氏、米国からエベ

レスト＆トゥプンガート遠征隊共同隊長のベイカー・ペリー氏、その他ナショ

ナルジオグラフィック協会の代表者が含まれます。 

 

 

Migrant Justice = Climate Justice” 

移民の正義＝気候正義 

14:00 - 15:00, 09 Nov 2021 

Tower Base North 

Good Chance Theatre 

グッド・チャンス・シアター 

Adaptation, Loss and Damage 

Performance 

Presentation 

Good Chance and guests explore the joint issues of migrant justice and climate justice 

in this special event. 

The climate crisis is forcing people to move, and it will force millions more to move in 

the future. The issue of safe passage is an urgent one. 

Little Amal, a young refugee and 3.5m high puppet, has just completed a remarkable 

8000km journey - The Walk, produced by Good Chance Theatre in association with 

Handspring Puppet Company. 



Along the way, Amal met with refugees like her, many affected directly by the 

consequences of the climate crisis. As borders are raised, how should we respond to this 

growing need to move to find safety? 

In the heart of COP26, Good Chance Theatre will chair a discussion with: 

• Onjali Rauf, author of Sunday Times bestselling children's book, The Boy at the Back 

of the Class, and founder and CEO of Making Herstory and O's Refugee Aid Team 

• Kim Bryan, Director of Communications at international climate organisation 350.org 

• Josie Naughton, CEO of global refugee support organisation Choose Love 

• A Connect4Climate young leader discussing the outcomes of the recent Pre-COP26 

Youth4Climate summit 

• A panellist from The Global Youth Climate Inquiry, an initiative of One Young 

World, Mishcon de Reya LLP and the Democracy and Culture Foundation 

Together they will explore the intersections of climate, migration and the urgent need to 

shape new narratives for our changing future. 

In partnership with 350.org, Choose Love, Connect4Climate - World Bank Group, One 

Young World, Mishcon de Reya LLP, Democracy and Culture Foundation 

www.goodchance.org.uk 

 

グッド・チャンスと今回のゲストらは、この特別イベントで移民の正義と気候

正義の問題を同時に探求していきます。 

気候危機により人々は移住を余儀なくされており、今後将来にわたって何百万

人もの人々が移動せざるを得なくなるでしょう。安全に移動することは喫緊の

課題です。 

グッド・チャンス・シアターとハンドスプリング・パペット・カンパニーが共

同で制作した「ザ・ウォーク」では、高さ 3.5mの人形である若き難民「小さ

なアマル」が 8000㎞の素晴らしい旅をようやく終えました。 

その旅の途中で、アマルは自分と同じように気候危機の影響を直接受けている

多くの難民たちと出会いました。国境が取りざたされる中、安全を求めて移住

する必要性の高まりに、私たちはどのように対応すべきでしょうか？ 

グッド・チャンス・シアターは COP26の中心で、以下の方々とディスカッショ

ンを行います。 

• オンジャリ・ラウフ（サンデー・タイムズ紙のベストセラー絵本「The 

Boy at the Back of the Class〔和名：「5000キロ逃げてきたアーメッ

ト」〕」の著者であり、Making Herstory〔女性史を作る〕と O's Refugee 

Aid Team〔Ｏの難民支援チーム〕の創設者兼 CEO） 



• キム・ブライアン（国際的な気候変動対策団体 350.orgのコミュニケー

ション・ディレクター） 

• ジョジー・ノートン（世界的な難民支援団体 Choose Loveの CEO） 

• 先だって開催されたプレ COP26ユース・フォー・クライメート サミッ

トの成果を語っていただくコネクト・フォー・クライメートの若きリー

ダー 

• 「ワン・ヤング・ワールド」「ミシュコンデレイヤ有限責任事業組合」

「民主主義・文化財団」が主催する「グローバル・ユース・クライメー

ト・インクワイアリー」のパネリスト 

これらのパネリストは変化する未来のために、気候、移民、そして新しい物語

を緊急につくる必要性の共通点をともに探っていきます。 

協力：350.org、Choose Love、コネクト・フォー・クライメート（世界銀行）、

ワン・ヤング・ワールド、ミシュコンデレイヤ有限責任事業組合、民主主義・

文化財団 

www.goodchance.org.uk 

 

 

Women leading: lessons from local action on gender and climate to inform 

international climate action. 

女性たちの主導：ジェンダーと気候に関する地域活動の教訓を国際的な気候変

動アクションに活かす 

16:00 - 17:30, 09 Nov 2021 

Tower Base North 

Climate Action Network Europe 

気候行動ネットワーク ヨーロッパ 

Adaptation, Loss and Damage 

Gender 

Panel 

This panel event from Climate Action Network Europe, CARE International and 

PACJA will share experiences of local to international action on gender and climate, 

including grassroots initiatives in areas such as agroecology and adaptation, and 

renewable energy. This will be followed by discussion on how this should inform the 

approach to the Gender Action Plan and Strategy at the UNFCCC, considering the UK 



COP26 Presidency’s commitments to advance gender, and through the UK’s and EU’s 

climate finance and development cooperation, and the new EU Africa Partnership 

Strategy. 

With facilitation by CAN Europe and speakers including representatives from: 

- Pan-African Climate Justice Alliance (PACJA) 

- CARE International Southern Africa 

- European Commission 

- African government representatives 

- Other African CSOs 

 

気候行動ネットワーク ヨーロッパ、ケア・インターナショナル、PACJAによ

るこのパネルイベントでは、農業生態学、適応、再生可能エネルギーなどの分

野での草の根活動を含んだ、ジェンダーと気候に関する、地域から国際的なア

クションに至るまでの経験についてご紹介します。続いて、UNFCCCにおける

ジェンダー・アクション・プランと戦略への情報提供アプローチについて、

COP26議長国である英国のジェンダー推進へのコミットメントや、英国と EU

の気候金融と開発協力、新しい EU・アフリカパートナーシップ戦略などを考

慮しながら、どのように提供するべきかを議論していきます。 

CANヨーロッパが進行役を務め、以下の代表者を含む講演者らが登壇する予定

です。 

• パンアフリカ気候正義連盟（PACJA） 

• ケア・インターナショナル 南アフリカ 

• 欧州委員会 

• アフリカ政府代表 

• その他アフリカの市民社会団体（CSO） 

 

 

Tagore and the Environment 

タゴールと環境 

17:00 - 18:00, 09 Nov 2021 

Tower Base South 

Dr Bashabi Fraser CBE 

バシャビ・フレイザー博士（CBE） 



Adaptation, Loss and Damage 

Faith 

Indigenous Peoples 

Nature 

Presentation 

Join Dr Bashabi Fraser CBE for this insight into the wisdom of Rabindranath Tagore. 

Tagore was awarded the Nobel Prize in Literature but he was also an environmentalist 

with a global perspective. Rabindranath and his circle’s ecological consciousness is as 

relevant today as ever. His legacy can be seen in current sustainability policies. His 

spirit is alive in all voices calling for climate justice and urgent reform. 

‘We may become powerful by knowledge, but we attain fullness by sympathy. The 

highest education is that which does not merely give us information but makes our life 

in harmony with all existence.’ 

-Rabindranath Tagore, ‘My School’ 

Bashabi Fraser is also an award winning poet with a global vision. This is an event to 

refresh and nourish our minds and spirits, from one of Scotland’s finest academics and 

co-founder of the Scottish Centre for Tagore Studies (ScoTs). Followed by audience 

discussion. 

The event is hosted by the Junor Gallery, which had a presence in the heart of St 

Andrews, Scotland from 2017 to 2020 and is now online. Its open door policy with its 

focus on art and poetry, discussion and debate honours the vital role of culture in 

reflecting on our experience and effecting social change. 

 

バシャビ・フレイザー博士（CBE）と一緒にラビンドラナート・タゴールの知

恵について考えてみませんか。 

タゴールはノーベル文学賞を受賞しましたが、世界的な視野を持った環境保護

主義者でもありました。ラビンドラナートと彼の仲間たちのエコロジー意識

は、今も昔も変わらずつながっています。彼の遺産は現在の持続可能な政策に

見ることができます。彼の精神は気候正義と緊急改革を求めるすべての声の中

に生きています。 

「私たちは知識によって力を得ることができるかもしれないが、充実感は共感

によって得ることができる。最高の教育とは、単に情報を与えるものではな

く、私たちの人生をすべての存在と調和させるものである。」 

―ラビンドラナート・タゴール、『私の学校』より 

バシャビ・フレイザー氏も世界的なビジョンを持った受賞歴のある詩人です。

このイベントは、スコットランドで最も優れた研究者の一人であり、タゴール



研究スコットランドセンター（ScoTs）の共同設立者でもあるバシャビ・フレ

イザー氏が、私たちの思考と精神をリフレッシュさせ、栄養分を与えてくれる

ものです。最後には、観客とのディスカッションを行う予定です。 

このイベントを主催するのは、2017年から 2020年までスコットランドのセン

ト・アンドリュースの中心部において存在感を残し、現在はオンラインでつな

がっている、ジュナー・ギャラリーです。アートや詩、ディスカッション、デ

ィベートに焦点を当てたその門戸開放主義は、私たちの経験を振り返り、社会

的変化をもたらす上で、文化が果たす重要な役割を称えています。 

 

 

10 Nov 2021 

Voices from the field – Participatory approaches of Climate Smart Agriculture 

practices (CSA), Farmer Field Schools (FFS) and indigenous Chakra systems 

現場からの声：気候変動スマート農業（CSA）の参加型アプローチ、農家フィ

ールドスクール（FFS）、先住民族のチャクラシステム 

09:00 - 10:30, 10 Nov 2021 

Tower Base North 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

国際連合食糧農業機関（FAO） 

Adaptation, Loss and Damage 

Panel 

Workshop 

The event “Voices from the field”, organized by FAO, aims at highlighting the potential 

of community-based, bottom-up strategies in agriculture to implement and scale up 

climate change commitments. In particular, the event will showcase three approaches 

that leverage this potential: Farmer Field Schools (FFS), indigenous Chakra systems 

and Climate-Smart Agriculture (CSA). 

Speakers will present practical on-the-ground experiences contributing to enhance 

climate resilience of the agri-food sector in Ecuador, India, Senegal, Tanzania and 

Zambia, and will share lessons learned, opportunities and challenges. 

An interactive discussion will encourage deeper reflection on the potential of FFS, 

indigenous systems and CSA as effective tools to promote community-based climate 

action and turn global and national commitments into concrete actions at the local and 

national levels. 



The event targets policy makers, farmers’ organizations, NGOs, development 

practitioners and all actors involved on the ground. 

The invited speakers are: 

• Ms Eularia Zulu, Farmer and Chairperson, Chongwe District Agribusiness Hub 

• Dr Petan Hamazakaza, Principal Research Officer, Zambia Agriculture Research 

Institute 

• Mr Lamine Diatta, Program Officer, Agriculture, Forestry and Other Land Use 

(AFOLU), Climate Change Division, Ministry of Environment and Sustainable 

Development, Senegal 

• Mr Geovanny Enriquez, Coordinator CSA Cocoa Project, FAO Ecuador 

• Mr Vijay Kumar, Special Chief Secretary, Natural Farming, Government of Andhra 

Pradesh, India 

• Mr Damian Lubuva, Irrigation and Cooperative Officer (DAICO) at Mufindi District 

Agriculture office, Government of Tanzania 

Promoting community-based approaches is crucial to finding concrete, adapted and 

sustainable solutions to climate change in the agriculture sector because it enables 

integrating scientific insights into local knowledge systems, and empowering local 

actors to take the lead role in improving their production systems. 

 

FAO主催のイベント「現場からの声」は、気候変動への熱心な取り組みを実

施・拡大するために、農業におけるコミュニティをベースとしたボトムアップ

戦略の可能性を訴えかけることを目的としています。特にこのイベントでは、

この可能性を最大限活用する 3つのアプローチ：すなわち農家フィールドスク

ール（FFS）、先住民族のチャクラシステム、そして気候変動スマート農業

（CSA）をご紹介します。 

講演者は、エクアドル、インド、セネガル、タンザニア、ザンビアにおける農

業食品部門の気候レジリエンス強化に貢献した、現場での実践的な経験をご紹

介し、得られた教訓、機会、そして課題を共有します。 

双方向のディスカッションでは、コミュニティをベースとした気候アクション

を促進し、世界や国家の公約を地域や国のレベルで具体的なアクションに移し

ていくための効果的なツールとして、FFS・先住民族システム・CSAの可能性

について深く考察します。 

本イベントは、政策立案者、農家団体、NGO、開発実務者など、現場に関与し

ているすべての関係者を対象としています。 

招待講演者は以下の通りです。 



• エウラリア・ズールー（農家、チョンウェ地区アグリビジネス・ハブ会

長） 

• ペタン・ハマザカザ博士（ザンビア農業研究所 主席研究員） 

• ラミン・ディアッタ（セネガル環境・持続可能開発省 気候変動課 農

林業その他土地利用〔AFOLU〕プログラムオフィサー） 

• ジオバンニ・エンリケス（FAOエクアドル・CSAココアプロジェクトコ

ーディネーター） 

• ビジェイ・クマール（インド アンドラ・プラデシュ州政府・自然農法

担当特別主席事務官） 

• ダミアン・ルブバ（タンザニア政府ムフィンディ県農業事務所 灌漑・

協同組合担当官〔DAICO〕） 

コミュニティをベースとしたアプローチを推進することは、農業分野において

気候変動に対する具体的で適応した持続可能な解決策を見出すために、非常に

重要です。なぜなら、そうすることにより科学的な洞察を地域の知識体系に統

合し、地域のアクターが生産システムの改善において主導的な役割を果たすこ

とができるようになるためです。 

 

 

Climate Challenge Cup innovation showcase and awards 

気候チャレンジカップイノベーション展示と表彰 

18:00 - 21:00, 10 Nov 2021 

Cinema Auditorium 

Helen Goulden, CEO of The Young Foundation 

ヘレン・ゴールドン（ヤング財団 CEO） 

Adaptation, Loss and Damage 

Cities and Built Environment 

Panel 

Presentation 

No one can fight climate change alone. That is why the Climate Challenge Cup is 

celebrating civic research partnerships in the UK and US, where organisations are 

working collaboratively to tackle climate change. 



This international competition is delivered by the research organisation, social investor 

and community practitioner, The Young Foundation, in the UK, and by MetroLab 

Network, a civic research and innovation collaborative, in the US. 

We are delighted to invite you to an evening of inspiration, networking, and celebration 

at COP26. 

Join us to discuss climate action and hear about innovative and scalable projects that are 

helping communities become more resilient to the effects of climate change, from 

wildfires to extreme flooding. You'll also hear from partnerships helping cities achieve 

their net zero targets. 

The event will culminate in an award ceremony, with an expert panel of judges 

including: 

Dr. Emily Reichert, CEO of Greentown Labs 

Daze Aghaji, Young UK Climate Justice Activist 

Nicola Yates OBE, CEO of the Connected Places Catapult 

Dr Atyia Martin, CEO and Founder of All Aces, Inc 

Professor Alex Halliday, Director of the Earth Institute and Founding Dean of the 

Columbia Climate School 

The Climate Challenge Cup is supported by the UK’s Department for Business, Energy 

and Industrial Strategy with grant funding, and by the City of Glasgow, as well as the 

UK's Science and Innovation Network, Innovate UK, The University of Glasgow and 

Vertigo Ventures. 

Find out more on www.climatechallengecup.com 

 

誰も一人では気候変動と闘うことはできません。そのため、気候チャレンジカ

ップでは、気候変動に取り組むために組織で協力して活動している英国と米国

の市民研究パートナーシップを表彰しています。 

この国際コンテストは、英国では研究機関かつ社会投資家であり、コミュニテ

ィの実践者でもあるヤング財団が、米国では市民研究とイノベーション共同体

であるメトロラボ・ネットワークが実施しています。 

私たちは、COP26におけるインスピレーション、ネットワーク形成、そして祝

賀の夕べに皆様をお招きできることを嬉しく思います。 

気候アクションについて議論し、森林火災から大洪水にいたる気候変動の影響

に対して、コミュニティのレジリエンスを高めるための革新的で大規模に拡張

可能なプロジェクトについてお話を聞きに来てください。また、都市部のネッ

ト・ゼロ目標の達成を支援するパートナーシップについてもご紹介します。 

イベントは授賞式によって締めくくられ、以下の専門家が審査員を務めます。 



エミリー・ライカート博士（グリーンタウン・ラボ CEO） 

ダゼ・アガジ（英国の若手気候正義活動家） 

ニコラ・イェーツ（OBE、コネクテッド・プレイス・カタパルト CEO） 

アティヤ・マーティン博士（オール・エース株式会社 CEO兼創設者） 

アレックス・ハリデイ教授（地球研究所所長、コロンビア気候創設学部長） 

気候チャレンジカップは、英国のビジネス・エネルギー・産業戦略省からの助

成金、グラスゴー市、英国サイエンス・イノベーション・ネットワーク、イノ

ベート UK、グラスゴー大学、ヴァーティゴ・ベンチャーズの支援を受けてい

ます。 

詳細は www.climatechallengecup.comをご覧ください。 

 

 

11 Nov 2021 

Disability, Resilience and Inclusion in our Cities – inclusive design and 

community-led urban solutions for disability-inclusive climate resilience 

都市における障害、レジリエンス、一体性－障害者を含む気候レジリエンスの

ために、すべての人が参加できるデザインとコミュニティ主導の都市の解決策 

09:30 - 11:00, 11 Nov 2021 

Tower Base North 

Global Disability Innovation Hub 

Elham Youssefian, International Disability Alliance (IDA) 

グローバル・ディスアビリティ・イノベーション・ハブ 

エルハム・ユッセフィアン（国際障害同盟：IDA） 

Cities and Built Environment 

Disability 

Gender 

Panel 

This side event will set an agenda for the inclusive design of climate resilient cities. 

Climate change and widening inequality driven by COVID-19 has highlighted the need 

to design cities that support and adapt to people’s diverse needs and are resilient in 



changing climates. More needs to be done to ensure persons with disabilities are not left 

behind in conversations on climate change. Why? 1 in 7 people on the planet are 

disabled and must be included as we prepare for rising tides and a warmer earth. 

The Global Disability Innovation Hub (GDI Hub) and Asian Development Bank (ADB) 

are bringing together a panel with unique expertise to discuss this challenge. 

Conversations will profile issues persons with disabilities currently face in low-resource 

urban areas and good practice on inclusion and sustainability. It will consider how 

inclusive design and innovation can advance climate resilience in cities and the rights of 

persons with disabilities. 

Panellists include: 

• Iain McKinnon, Director of Inclusive Design, GDI Hub 

• Manoj Sharma, Chief of Urban Sector Group, ADB 

• Ibnu Sina, Mayor of Banjarmasin, Indonesia 

• Ahmad Rifai, Executive Director, Kota Kita Foundation 

• Asha Hans, gender, disability and climate change scholar 

The panel will present cutting edge work by GDI Hub, ADB and international partners 

in Mongolia, India, Indonesia, and Sierra Leone. 

The design and planning of urban built environments and infrastructure has a crucial 

role in achieving a more equitable and resilient future. Considering disability inclusion 

in the design of solutions will create opportunities for resilience and ensure 

marginalised groups are not left behind. Inclusive design must be sustainable, and 

sustainable design must be inclusive – for people and planet. 

Join us to be part of the conversation. 

 

このサイドイベントでは、気候変動にレジリエントな都市のインクルーシブ・

デザインに向けたアジェンダを設定します。 

気候変動と、COVID-19によって拡大した不平等によって、人々の多様なニー

ズを支援かつニーズに適応し、気候変動にレジリエントな都市を設計する必要

性が明らかになりました。障がいを持つ人々が気候変動に関する議論から取り

残されないようにするためには、さらに多くのことを行う必要があります。そ

れはなぜでしょうか？地球上の 7人に 1人は障がいを持っており、潮位の上昇

や温暖化した地球に備えるためには、障がい者も含めなければなりません。 

グローバル・ディスアビリティ・イノベーション・ハブ（GDIハブ）とアジア

開発銀行（ADB）は、この課題について議論するため、独自の専門知識を持つ

パネリストに集まっていただきました。対話の中では、資源の少ない都市部で

障がい者が現在直面している問題や、インクルージョンと持続可能性に関する

優良事例をご紹介します。また、インクルーシブ・デザインやイノベーション



が、どのように都市の気候変動に対するレジリエンスや障がいを持つ人々の権

利を向上させることができるかを考えていきます。 

パネリストは以下の通りです。 

• イアン・マッキノン（GDIハブ インクルーシブ・デザイン・ディレク

ター） 

• マノジ・シャルマ（ADB都市分野グループ・チーフ） 

• イブヌ・シナ（インドネシア・バンジャルマシン市長） 

• アフマド・リファイ（コタキタ財団常任理事） 

• アシャ・ハンス（ジェンダー・障がい・気候変動学者） 

パネルディスカッションでは、GDIハブ・ADB・国際パートナーが、モンゴ

ル・インド・インドネシア・シエラレオネで行っている最先端の活動をご紹介

します。 

都市の建築環境とインフラの設計・計画は、より公平でレジリエントな未来を

実現するために重要な役割を担っています。解決策の設計段階において障がい

者の議論への取り込みを考慮することは、レジリエンスの機会を生み出し、社

会から疎外された人々が確実に取り残されないようにすることにつながりま

す。インクルーシブ・デザインは持続可能でなければならず、持続可能なデザ

インは、インクルーシブなものでなければなりません——人と地球にとって。 

私たちの対話へのご参加をお待ちしております。 

 

 

The nexus between Gender-based climate adaptation and localisation – Lessons 

from Indonesia 

ジェンダーをベースにした気候変動適応とローカリゼーションの関連性－イン

ドネシアからの教訓 

11:00 - 12:00, 11 Nov 2021 

Tower Base South 

Islamic Relief Worldwide 

イスラミック・リリーフ・ワールドワイド 

Adaptation, Loss and Damage 

Gender 



Panel 

Climate change is a global issue, but its impacts manifest at local levels and are 

experienced differently according to social and economic factors, the burden of which is 

inequality distributed. To be equitable, sustainable and inclusive, climate change 

adaptation must be locally led and owned. 

Giving local people the right resources, agency, information, tools, and capabilities 

enables them to use their unique indigenous knowledge of local conditions to prioritise 

and design adaptation solutions that best suit their unique circumstances. 

During this event, arranged by Islamic Relief Indonesia in collaboration with 

KONSEPSI, we will hear from communities struggling with the climate crisis and share 

examples of local adaptation practices from communities in Lombok, such as the use of 

indigenous knowledge to understand weather and climate patterns to make decisions 

about crops and farming practices. 

A panel of experts, including representatives from local government and civil society 

organisations will provide insights into the challenges and opportunities in climate 

change mitigation and inclusive adaptation in local contexts. Drawing upon lessons 

learned from the province of West Nusa Tenggara, the panel will also discuss measures 

to mainstream gender-based climate change adaptation into local planning and 

budgeting as well as Indonesia’s progress on Climate Change Mitigation and 

Adaptation through Low Carbon Development and Climate Resilience Strategy. 

The event will also share Islamic Relief Indonesia and KONSPSI’s experiences and 

lessons learned on gender-based climate change adaptation initiatives including 

learnings from the implementation of gender-based climate adaptation field schools in 3 

targeted communities of rain-fed agriculture, salt production, and lobsters cultivation. 

Panellists: 

1. Ela Nurhayati (Senior Climate Change Adaptation Officer, Islamic Relief Indonesia) 

2. Dr Mohamad Taqiuddin (Director, KONSEPSI) 

Moderator: 

1. Shahin Ashraf (Head of Global Advocacy, Islamic Relief Worldwide) 

 

気候変動は地球規模の問題ですが、その影響は地域レベルで顕在化し、社会

的・経済的要因によって異なる体験がなされ、その負担は不平等に分配されま

す。公平で、持続可能で、包括的であるためには、気候変動に対する適応は地

域が主導し、自分事としてとらえなければなりません。 

現地の人々に適切なリソース・権限・情報・ツール・能力を与えることで、彼

らは現地の状況に関する地域固有の知識を用いて、それぞれの状況に最も適し

た適応策を優先付けし、設計することができます。 



イスラミック・リリーフ・インドネシアが KONSEPSIと協力して企画したこの

イベントの中では、ロンボク島の気候危機に悪戦苦闘するコミュニティの声を

聴き、コミュニティが実践している地域の適応活動事例をご紹介します。例え

ば作物や農法を決定するために、天候や気候パターンを理解しようと現地土着

の知識を活用するなどの事例です。 

また、地方自治体や市民社会組織の代表者を含む、専門家パネルが、気候変動

の緩和と地域における包括的な適応に向けた課題と機会について意見を述べま

す。パネルディスカッションでは、西ヌサ・トゥンガラ州で得られた教訓に触

れながら、ジェンダーをベースにした気候変動への適応を地域の計画や予算に

主流化していくための方策とともに、低炭素開発や気候レジリエンス戦略を通

じた気候変動緩和と適応に関するインドネシアの進捗状況についても議論しま

す。 

また、イスラミック・リリーフ・インドネシアと KONSEPSIはこのイベント

で、天水農業・塩生産・ロブスター養殖を行う 3つの対象コミュニティでジェ

ンダーをベースとした気候変動適応フィールドスクールから得られた教訓など

を含めた、ジェンダーをベースにした気候変動適応に関するイニシアティブ経

験と教訓を共有します。 

パネリスト： 

1. エラ・ヌルハヤティ（イスラミック・リリーフ・インドネシア 気候変

動適応シニア担当官） 

2. モハマド・タチウディン博士（KONSEPSIディレクター） 

モデレーター 

1. シャヒン・アシュラフ（イスラミック・リリーフ・ワールドワイド グ

ローバル・アドボカシー部門責任者） 

 

 

Wales and Uganda – collective communities action 

ウェールズとウガンダ―共同体コミュニティ活動 

11:30 - 12:30, 11 Nov 2021 

Science Show Theatre 



Jenipher's Coffi 

ジェニファーのコーヒー 

Adaptation, Loss and Damage 

Business 

Panel 

For decades, people in Wales and the Mt Elgon region of Uganda have been exchanging 

ideas, sharing learning and working hand-in-hand to tackle some of the biggest 

challenges facing both the region and the world. Born from this friendship, Jenipher’s 

Coffi is a new brand of coffee that, by doing business differently, unites communities to 

take collective action against climate change. 

Come to hear Jenipher share her story. As a leader of a cooperative of over 3,600 

farmers, Jenipher’s faced with the challenge of securing their livelihoods and protecting 

their lives as they face climate change up close. Floods and mudslides arrive with ever 

more frequency, washing precious soil, crucial for growing quality coffee down the 

mountain. Alongside their pursuit of the highest quality coffee, the farmers are also on a 

mission to protect the soil and the environment. 

Adopting agroforestry and organic principles over a decade ago, the farmers of the co-

operative are an integral part of the Welsh Government’s 25 million tree planting 

scheme. Since its inception, the farmers have seen their coffee yield increase and the 

quality enhanced. By trading on Fairtrade terms and inspiring community-led action, 

supported by the Welsh Government, Jenipher’s Coffi is demonstrating that a holistic 

approach to growing commodities through small-scale farming can deliver climate 

justice. 

Invited parties will participate in an open dialogue exploring how governments, 

business and communities can, through novel and innovative approaches work together 

to deliver on the climate agenda, and support the realisation of the UN sustainable 

development goals. 

This interactive session will inspire, challenge and motivate action. 

 

何十年もの間、ウェールズとウガンダ・エルトン山地域の人々は、意見交換

し、教訓を共有し、手を取り合って、地域と世界が両方直面している最大のい

くつかの課題に取り組んできました。この友情関係から生まれた「ジェニファ

ーのコーヒー」は、これまでとは異なる方法でビジネスを行うことで、気候変

動に対して共同アクションを起こすためにコミュニティを一致団結させる、新

しいコーヒーブランドです。 

ジェニファーが共有してくれる話を聞きに来てください。ジェニファーは、

3,600人以上の農家を束ねる協同組合のリーダーとして、彼らが間近で気候変



動に直面している事実を受けて、彼らの生活を保障し、命を守るという課題に

直面しています。洪水や土砂崩れはかつてないほど頻繁に発生し、高品質なコ

ーヒーの栽培に欠かせない貴重な土壌が山から流されています。最高品質のコ

ーヒーを追求する一方で、農家たちは土壌と環境を守るという使命も担ってい

ます。 

10年以上前にアグロフォレストリーとオーガニックの原則を導入した、この協

同組合の農家たちは、ウェールズ政府の 2,500万本植樹計画に欠かせない存在

となっています。その発端以来、農家たちはコーヒーの収穫量を増やし、品質

を向上させてきました。フェアトレードの条件で取引を行い、ウェールズ政府

の支援を受けてコミュニティ主導の活動を鼓舞することで、「ジェニファーの

コーヒー」は、小規模農業を通じた、大規模に取引される農産物に対する総合

的なアプローチが、気候正義につながることを実証しています。 

招待された関係者は、気候変動問題をうまく解決し、国連の持続可能な開発目

標の実現を後押しするために、どのように政府・企業・コミュニティが、斬新

で革新的なアプローチを通じて共に協力できるかを探る、率直な対話に参加し

ます。 

この双方向のセッションは、アクションにインスピレーションを与え、挑戦

し、アクションを促すものです。 

 

 

All Together Now: Collaboration for Local Climate Action in Northern Ireland 

皆でともに今：北アイルランドにおける地域の気候変動アクションのためのコ

ラボレーション 

12:00 - 13:00, 11 Nov 2021 

Tower Base North 

Northern Ireland Environment Link (Climate NI) 

北アイルランド環境リンク（クライメート北アイルランド） 

Adaptation, Loss and Damage 

Civil society 

Panel 



Northern Ireland is a post-conflict society with challenges which include: a lack of 

national Climate Legislation, a backlog in policy due to the three-year absence of the NI 

Assembly, shared resources across a European border and one third of the population 

living below the breadline, often in areas at most risk of being impacted by the climate 

crisis. Despite this, local authorities are supporting each other to develop climate action 

plans and improve governance, preparing for a collaborative, innovative and resilient 

future with best practice messages which are applicable across the UK and beyond. 

This session will present practical examples of local and regional climate action from 

Northern Ireland, to explore: 

•How adaptation and resilience can be used as a catalyst for wider climate action and; 

•How regional networks can support action and the transfer of good practice between 

cities and regions on issues including adaptation and resilience, net zero cities, 

community engagement, finance and climate justice. 

This session will be of interest to: 

•Adaptation Practitioners, network co-ordinators, and those involved in planning or 

organising climate action at a local, regional and national level. 

•UK and Republic of Ireland representatives seeking to know more about the NI 

context. 

•International stakeholders from regions and municipalities operating within greater 

than normal political tension and/or without national climate legislation. 

Speakers: 

•Stephen Jones, Resilience Co-Ordinator, Climate Northern Ireland 

•Karen Smyth, Head of Policy and Governance, Northern Ireland Local Government 

Association 

•Cathy Burns, Climate Manager, Derry City and Strabane City Council 

•Richard McLernon, Project Co-ordinator, Climate Unit, Belfast City Council 

 

北アイルランドは紛争後の社会であり、次のような課題を抱えています。国内

の気候法制の欠如、北アイルランド議会が 3年間機能していなかったことによ

る政策の処理遅れ、欧州との国境を越えたリソースの共有、また、人口の 3分

の 1が食糧配給を受けるほどの非常に貧しい状態で生活しており、その多くが

気候危機の影響を受ける危険性の高い地域に住んでいます。このような状況で

はあるものの、地方自治体は気候行動計画を策定しガバナンス改善するため

に、互いにサポートし合い、また英国内外で適用可能な優良事例のメッセージ

を用いて、協力的で革新的、かつレジリエントな未来に備えています。 

このセッションでは、北アイルランドの地方・地域の気候アクション実践例を

紹介し、以下の点を探っていきます。 



• より広範な気候アクションのために、適応とレジリエンスをどのように

触媒として利用していけるか 

• 適応とレジリエンス、ネット・ゼロ・シティ、コミュニティの深い関

与、金融、気候正義を含む問題について、地域ネットワークがどのよう

にアクションを後押しし、都市・地域間で優良事例を伝達していくこと

ができるか 

このセッションは以下の方々に興味を持っていただけると思われます。 

• 適応実務者、ネットワーク・コーディネーター、地域・地方・国レベル

において気候アクションの計画・体系化に携わっている方。 

• 英国とアイルランド共和国の代表者で、北アイルランドの状況について

もっと知りたい方。 

• 国際的な利害関係者で、通常よりも政治的な緊張関係において運営され

ている地域や自治体、かつ/あるいは、国の気候法制が制定されていない

地域の方。 

スピーカー： 

• ステファン・ジョーンズ（クライメート北アイルランド レジリエン

ス・コーディネーター） 

• カレン・スミス（北アイルランド地方政府協会 政策・ガバナンス部

長） 

• キャシー・バーンズ（デリー市・ストラベーン市議会 クライメート・

マネジャー） 

• リチャード・マクラーノン（ベルファスト市議会気候ユニット プロジ

ェクト・コーディネーター） 

 

 

Financing the Sustainable Cities of the Future: What will it take to get there? 

未来の持続可能な都市のための資金調達：そのために何が必要か？ 

15:30 - 17:00, 11 Nov 2021 

Science Show Theatre 



Cities Climate Finance Leadership Alliance (Climate Policy Initiative), C40 Cities 

Finance Facility, GIZ, ICLEI – Local Governments for Sustainability, World Climate 

Foundation 

都市気候ファイナンス・リーダーシップ連合（気候政策イニシアティブ）、

C40都市ファイナンス支援、GIZ、イクレイ―持続可能性をめざす自治体協議

会、世界気候基金 

Cities and Built Environment 

Finance 

Panel 

Trillions of dollars will be required in this decade to support cities build the low-

emissions, resilient infrastructure necessary to mitigate climate change. However, cities 

face major capacity constraints in preparing and financing climate change mitigation 

and adaptation projects. Even before the COVID-19 pandemic, subnational 

governments struggled to access climate finance to promote the needed green transition 

at the local level. Over the past two years, as the pandemic has spread across the world, 

we have seen cities’ fiscal health and capacity being even further tested. 

At this event, the Cities Climate Finance Leadership Alliance, C40 Cities Finance 

Facility, GIZ, ICLEI – Local Governments for Sustainability, and the World Climate 

Foundation will showcase innovative solutions on how to best leverage public and 

private finance to unlock the trillions of financing needed over the next decade for low-

carbon, climate-resilient infrastructure in cities. This event will bring together the main 

market players in city-level climate finance to: 

• Examine the major challenges cities face when seeking to finance climate mitigation 

and adaptation activities, and what has changed in the context of COVID-19 

• Discuss how to involve all relevant actors, raise ambition, and close the financing gap 

between the supply and demand sides of climate finance for cities 

• Analyze how national governments and the climate negotiations influence the increase 

of city level climate finance 

Confirmed speakers include: 

• Councillor Richard Bell, City of Glasgow, UK 

• Barbara Buchner, Global Managing Director of Climate Policy Initiative (Alliance 

Secretariat) 

• Heike Henn, Director, BMZ 

• Maryke van Staden, ICLEI, Director of Business Development and Low Emission 

Pathway 

 

都市が気候変動緩和のために必要な低排出かつレジリエントなインフラを構築

するためには、この 10年間で何兆ドルもの資金が必要です。しかし、気候変

動の緩和・適応のプロジェクトの準備や資金調達において、都市はキャパシテ

ィの点で大きな制約に直面しています。COVID-19が流行する前でさえ、地方



自治体は、地域レベルで必要なグリーン移行を推進するための気候変動対策資

金の調達に苦慮していました。この過去二年間、パンデミックが世界に広がる

につれ、都市の財政的健全性とキャパシティがさらに試されています。 

このイベントでは、都市気候ファイナンス・リーダーシップ連合、C40都市フ

ァイナンス支援、GIZ、イクレイ―持続可能性をめざす自治体協議会、世界気

候基金が、都市における低炭素かつ気候レジリエントなインフラ整備のために

今後 10年間で必要となる数兆円規模の資金調達を切り開いていくために、官

民の資金融資を最大限活用していく革新的なソリューションをご紹介します。

このイベントは都市レベルの気候変動対策資金の調達に関わる主要な市場関係

者を集め、以下の事を行う予定です。 

• 気候変動の緩和・適応活動のための資金調達を行う際に、都市が直面す

る主な課題と、COVID-19の文脈で何が変化したのかを検証する 

• すべての関係者を巻き込み、野心を高めさせ、都市に対する気候変動対

策資金の供給側と需要側の間の資金調達ギャップを解消する方法を議論

する 

• 各国政府や気候変動に関する交渉が、どのように都市レベルの気候変動

対策資金調達の増加に影響を与えているかを分析する 

以下の登壇者を予定しています。 

• リチャード・ベル（グラスゴー市議会議員） 

• バーバラ・ブフナー（気候政策イニシアティブ〔連合事務局〕 グロー

バル・マネジメント・ディレクター） 

• ハイケ・ヘン（BMZディレクター） 

• マリーケ・ヴァン・スターデン（イクレイ ビジネス開発・低排出経路

担当ディレクター） 

 

 

12 Nov 2021 

Do What You Must – an immersive scenario session 

しなければならないことをする―実体験型シナリオセッション 

12:30 - 14:30, 12 Nov 2021 

Bothy 



Fast Familiar 

ファスト・ファミリア 

Adaptation, Loss and Damage 

Workshop 

Do What You Must uses immersive narrative and interactivity to introduce participants 

to climate risk considerations in an engaging way. It is a collaboration between 

critically- acclaimed digital studio Fast Familiar and neuroscientist Dr Kris De Meyer. 

The format – a blend of interactive discussion and digital ‘storytelling’ – is novel and 

engaging, and has resulted in articles in The Observer and New York Times. 

A small group of participants take on the role of an advisory board to a North American 

ski conglomerate. Carefully crafted video ‘testimonies’ draw the audience into the 

scenario, equipping them with knowledge about the company - which, like all winter 

leisure providers, is severely affected by our changing climate. The participants review 

information and make decisions to safeguard the future of their fictional company. The 

activity’s bespoke control system alters the trajectory of the scenario in real time, in 

response to participant decisions. In a world full of uncertainty and competing values, 

how will they know the right thing to do? 

Fast Familiar have created events in this format with partners as diverse as the 

Leverhulme Research Centre for Forensic Science, NESTA and Chatham House. Do 

What You Must is a unique opportunity to rehearse adaptation and resilience in the face 

of climate risk. It has been developed with Professor Neville Morley, from Exeter 

University. 

fastfamiliar.com | @fastfamiliar 

 

Do What You Must（しなければならないことをする）は、実体験型の物語と双

方向の対話を用いて、参加者に魅力的な形で気候変動リスクを考える機会を提

供します。これは、批評家から高い評価を得ているデジタルスタジオ「ファス

ト・ファミリア」と、神経科学者のクリス・デ・メイヤー博士のコラボレーシ

ョンによるものです。双方向性のある議論とデジタルな「読み聞かせ」を融合

させた形式は斬新で魅力的なものであり、『オブザーバー』紙や『ニューヨー

クタイムズ』紙にも掲載されました。 

少人数の参加者が、北米スキー複合企業の諮問委員会の役割を担います。丁寧

に作成されたビデオの「証言」によって、観客はシナリオの中に引き込まれ、

他の冬季レジャー企業と同様に、変化する私たちの気候によって深刻な影響を

受けている企業について知識を身につけることができます。参加者は情報を確

認し、架空の会社の将来を守るために決断を下します。このアクティビティで

は参加者の決断に応じて、特注のコントロールシステムがシナリオの軌跡をリ



アルタイムで変化させます。不確実性と矛盾する価値観に満ちた世界で、参加

者はどのように正しい行動を見極めるのでしょうか？ 

「ファスト・ファミリア」はリーヴァーヒューム法医学研究センター・

NESTA・チャタムハウス（王立国際問題研究所）など、多様なパートナーとこ

の形式のイベントを生み出してきました。Do What You Mustは、気候変動リス

クに直面した際の適応力と強じん性をリハーサルできる唯一の機会です。これ

は、エクセター大学のネヴィル・モーリー教授とともに開発されました。 

fastfamiliar.com | @fastfamiliar 

 

 

Minga Indígena Declaration Letter for COP26 Leaders 

COP26首脳陣に向けたミンガ・インディヘナ宣言文 

13:30 - 15:00, 12 Nov 2021 

Tower Base North 

Desarrollo Intercultural Chile 

Desarrollo Intercultural（異文化開発）チリ 

Adaptation, Loss and Damage 

Film 

Global South 

Indigenous Peoples 

Presentation 

Minga Indígena, a civil society organization born in the Andes, brings Indigenous 

leaders—youth and elders— from all over the world. At COP26 they will present the 

first chapter of the docu-series “Aprendiendo a Ser Humanos. Learning To Be Human” 

produced alongside The Allianza, which features thirteen elders and protectors of the 

most iconic territories of the world sharing wisdom that is crucial to buffer extreme 

weather events across regions, with the intention of inspiring others. Three indigenous 

youth will then read and hand in a collective Letter to members of the IPCC and of the 

COP26 Presidency as well as the Champion, with a special request that their petitions 

be included in climate negotiations. The event will be followed by a press conference. 

 

アンデスで生まれた市民社会団体「ミンガ・インディヘナ」は、世界中の先住

民族のリーダー—若者も年長者も—を集めて活動しています。今回の COP26で

は、彼らが「ザ・アリアンサ」と共同で制作したドキュメンタリーシリーズ



「Aprendiendo a Ser Humanos.（人間になることを学ぶ）」の第 1章を発表しま

す。このドキュメンタリーでは、世界で最も象徴的な地域の長老や擁護者 13

人が主役となって、地域間の異常気象災害を和らげるために重要な知恵を共有

し、他の人々にインスピレーションを与えることを目的としています。また、

3人の先住民族の若者が、IPCCと COP26のメンバー、そしてチャンピオン

（推進担当者）に充てて共同で作成した手紙を読み上げ、気候変動交渉に彼ら

の嘆願が反映されるように特別要請します。イベント終了後には、記者会見を

行う予定です。 

 

 

Hope Springs Eternal – A Sonic Landscape 

希望は永遠に―ソニックの風景 

16:00 - 17:00, 12 Nov 2021 

Science Show Theatre 

Royal Conservatoire of Scotland 

英国王立スコットランド音楽院 

Adaptation, Loss and Damage 

Nature 

Performance 

Youth 

In our contribution to COP26, the Royal Conservatoire of Scotland has worked in 

partnership with Scotland House, Scotland’s international enterprise network, to 

stimulate global conversations and provide a diverse range of artistic responses to the 

climate change debate. 

In a year of reflection, and focused on the goals of COP26, we have developed a multi-

disciplinary programme of new works offering a creative response from our community 

of young artists at RCS - Hope Springs Eternal. 

Climate change, and in particular adaptation, resilience and nature, are at the forefront 

of this specially commissioned series. These works share how a new generation of 

artists can respond to what is happening in the world, and to help us understand it, 

question it, mourn it, celebrate it, and learn from it. 

Join us to enjoy a vibrant ensemble of Royal Conservatoire of Scotland guitarists 

performing music inspired by climate change. Each work will be performed alongside a 

newly commissioned film, inspired by the music, created by RCS Film students. 



Our performance of music and film will include works by Leo Brouwer, Eddie McGuire 

and Philip Glass with each work purposely reflecting the constancy of change: we can 

either contribute positively to evolution by harmonising with nature and working 

together to forge a brighter future- or stand by in placid ignorance. 

This performance will tour, travelling by bicycle, to small venues and schools in and 

around Glasgow as well as feature in the British Council-supported ‘Climate Portal’ that 

will act as a global portal to creativity, collaboration and conversation, connecting 

Scotland to the rest of the world. 

Performers: 

Tim Beattie 

Finlay Hay 

Dominika Dawidowska 

Lenny Rannallo 

 

英国王立スコットランド音楽院は、COP26への貢献の一環として、スコットラ

ンドの国際的な企業ネットワークであるスコットランド・ハウスと協力して、

気候変動に関する議論に対しグローバルな対話を促し、多様で芸術的な応答を

行ってきました。 

今年は振り返りの年として、COP26の目標に焦点を当て、RCSの若手アーティ

ストのコミュニティから創造的な応答を提供する、新しい作品の学際的なプロ

グラム「ホープ・スプリングス・エターナル」を開発しました。 

気候変動、特に適応・レジリエンス・自然をテーマにしている特別に依頼を受

けたシリーズです。これらの作品は新世代のアーティストが世界で起こってい

ることにどのように応答するかを示し、また私たちがそれを理解し、疑問を持

ち、嘆き、祝い、そこから学ぶことの手助けをしてくれます。 

英国王立スコットランド音楽院のギタリストたちによる、気候変動にインスピ

レーションを受けた音楽の演奏で力強いアンサンブルをお楽しみください。そ

れぞれの作品は、RCS映画学科の学生たちがその音楽にインスピレーションを

受けて新たに制作した映画とともに演奏されます。 

私たちの音楽と映画のパフォーマンスは、レオ・ブローウェル、エディ・マグ

ワイア、フィリップ・グラスらによる作品も含み、それぞれの作品は変化の不

変性を意図的に反映しています。私たちは自然と調和し、より明るい未来へと

前進するために共に協力することで、進化に積極的に貢献することもできれ

ば、何も知らずに平然としていることもできるのです。 



また、このパフォーマンスは、自転車でグラスゴー内外周辺の小さな会場や学

校を巡回するほか、ブリティッシュ・カウンシルが支援する、スコットランド

と世界をつなぐ役割を持った創造性・コラボレーション・対話のための世界的

なポータルとして機能する「クライメート・ポータル」でも紹介されます。 

パフォーマー： 

ティム・ビーティー 

フィンレイ・ヘイ 

ドミニカ・ダウィドフスカ 

レニー・ランナロ 

 

 

Climate Crisis Film Festival – Award Ceremony & Scottish Première of the film 

“Above Water” 

気候危機映画祭－授賞式と映画 「Above Water」 のスコティッシュ・プレミア 

18:00 - 21:00, 12 Nov 2021 

Cinema Auditorium 

Climate Crisis Film Festival 

気候危機映画祭 

Adaptation, Loss and Damage 

Documentary 

Film 

Global South 

Youth 

The Climate Crisis Film Festival, presented by Doconomy, concludes two weeks of 

climate films and special events with an Award Ceremony and Special Film Screening, 

celebrating underrepresented voices within the climate movement. This evening's 

program will showcase stunning, diverse and eye-opening cinema from BIPOC 

filmmakers (black, indigenous and people of colour), popping the “Western bubble” 

with authentic perspectives from around the globe. OCEAN BOTTLE FILM AWARD 

We'll announce the winner of the £6,000 Ocean Bottle Film Award, the first-ever 

Award program for climate films open exclusively to underrepresented BIPOC 

filmmakers. The four Nominees represent powerful climate stories from the 

Phillippines, Mexico, Nicaragua and Indigenous Hawaii. SCOTTISH PREMIERE - 

"Above Water" by Aïssa Maïga 



The Award Ceremony will be followed by the screening of "Above Water" (Marcher 

Sur L'Eau, 2021), introduced virtually by the director, Senegal-born Aïssa Maïga. This 

breathtakingly photographed portrait of a young girl's life in Niger, as water becomes 

scarcer and scarcer, will be presented in partnership with Goethe Institut, Alliance 

Française and Institut Français. 

 

ドコノミーが開催する気候危機映画祭では、2週間にわたって行われた気候変動関連の

映画や特別イベントの締めくくりとして、受賞式と特別映画作品の上映を行い、気候

変動活動の中でこれまで取り上げられていなかった人々の声をご紹介します。この夜

のプログラムでは、BIPOC（黒人、先住民族、有色人種）の映像作家による、見事で

目を見張るような多様性に富んだ映画をご紹介し、世界中の信ぴょう性のある視点か

ら「西洋のバブル」を吹き飛ばします。 

「オーシャン・ボトル映画賞」6,000 ポンドのオーシャン・ボトル映画賞を発表します。

この賞は気候変動をテーマにした映画を対象に、これまで過小評価されてきた BIPOC

の映像作家のみが参加できる初めての表彰プログラムです。ノミネートされた 4 作品

は、フィリピン、メキシコ、ニカラグア、ハワイ先住民からお届けするパワフルな気

候変動の物語です。 

スコティッシュ・プレミア — アイサ・マイガによる「Above Water」 

授賞式に続いて、セネガル出身のアイサ・マイガ監督がオンラインでご紹介する

「Above Water（水面上で）」（Marcher Sur L'Eau〔水の上を歩く〕、2021 年）が

上映されます。水がどんどん枯渇していくニジェールでの少女の生活を、息をのむよ

うな写真で描かれたこの作品は、ゲーテ・インスティテュート、アライアンス・フラ

ンセーズ、アンスティチュ・フランセの協力を得て上映されます。 

 


