The 2016 International Metropolis Conference

難民、外国人労働者、留学生、多文化共生等
を考える国際メトロポリス会議 2016
政策担当者、研究者及び実務家（NGOなど）が集う
世界最大の国際フォーラムに参加しませんか
※会議公用語は英語ですが、講演要旨を日本語で当日配布します。
主要講演者

Annette Kramme（ドイツ連邦政府・労働社会省政務次官）
Ovais Sarmad（国際移住機関（IOM）主席補佐官）
Dirk Hebecker（国連の難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日代表）
内藤 正典（同志社大学教授・現代イスラム地域研究）
Petra Bendel（独・エアランゲンニュルンベルク大学教授）
Philip Martin（米・カリフォルニア大学教授）
Brenda Yeoh（シンガポール国立大学教授）
井口 泰（関西学院大学教授・IMC2016組織委員長）

参加者個人で、
ワークショップでの
報告（英語）を申請できます
提案受付中
※約80のワークショップを開催予定

10/24-28
!
!
催
開
アジア初

○国際メトロポリス・プロジェクト
代表・事務局長 Howard Duncan
（カールトン大学教授）
（元カナダ政府市民権・移民局）

○メトロポリス・ヨーロッパ
代表 Jan Rath
(アムステルダム大学教授）

○メトロポリス・アジア

連絡事務所：マニラ、
ソウル、北京

METROPOLIS 2016
Aichi-Nagoya, Japan
Creating Trust through Wisdom on Migration and Integration

テーマ：人の移動と社会統合の叡智による平和・相互信頼の構築
後援

国際メトロポリス会議2016事務局
〒662-8501 兵庫県西宮市上ヶ原一番町1-155
関西学院大学経済学部 第二教授研究館330号室

外務省

MOFA Japan

愛知県

Aichi Prefectural Government

名古屋市

City of Nagoya

国際メトロポリス会議 愛知・名古屋 日程表 2016年10月24日〜28日
10月24日
（月）

10月25日
（火）

10月26日
（水）

9:00- 開会式 愛知県知事 大村秀章

9:30- 受付

9:30- 全体会議3

国際メトロポリスプロジェクト代
表 ハワード・ダンカン

10:00- スタディ ツアー

（以下のうち、事前に選択）

１）
トヨタ自動車会館と工場
見学
（午前10時〜午後4時半）
昼食は要予約

ぺトラ・ベンデル（エアランゲン
ニュルンベルク大学：独）／ダー
ク・ヘベッカー（国連難民高等弁
務官日本駐在事務所）／ジャン・
クリストフ・デュモン
（経済協力開
発機構）
／司会=神余 隆博
（前駐
独日本大使・関西学院大学：日本）

アネッテ・クランメ（ドイツ連邦
政府労働社会省政務次官）

全体会議5

11:00- 休憩

特別報告

オヴアイス・サルマッド（国際移
住機関
（IOM）
主席補佐官）

６）浜松市の多文化共生
と静岡文化芸術大学
13:15- 昼食
（午前10時〜午後4時半）
14:30- ワークショップA
昼食は要予約
（グループ：8〜10）
７）犬山城・明治村見学
（午後0時半〜午後4時半） 16:00- 休憩
16:30- ワークショップB
（グループ：8〜10）
18:00

13:00- 昼食

昼食

14:30- ワークショップC
（グループ：8〜10）
16:00- 休憩

閉会式

ワークショップE
（グループ：8〜10）

次回開催都市の紹介
（昼食：サンドウイッチ）

ワークショップF
（グループ：8〜10）

18:30- 市民ミュージカル劇団「希望」18:30- 多国籍劇団（Kan Theatre）に フェアウェル・ディナー
による歌

よる創作劇”The Face of It"

19:30

参加者の種類
一般参加者
途上国居住者でワーク ショップ
で報告又は司会される方
NGO（非政府組織）のメンバー
同伴者＊
一般参加者
【フェアウェル ディナー参加者】
途上国居住者でワークショップ
で報告又は司会される方
NGO（非政府組織）のメンバー
学生（フルタイム勤務者を除く）

（熱田神宮会館）

19:30

早期料金
（期限はweb参照）

正規料金
（期限はweb参照）

50,000円

70,000円

35,000円

50,000円

20,000円

30,000円

20,000円
【25,000円】

30,000円
【35,000円】

15,000円
【20,000円】

20,000円
【25,000円】

学生（フルタイム勤務者を除く）

1日だけ
参加される方

全体会議8

「国際的な人の移動に関する
包括的政策：地域からの日本
再生」

休憩

16:30- ワークショップD
（グループ：8〜10）
18:00

国際メトロポリス会議 愛知・名古屋 参加費

全日程に
参加される方

休憩

クリスティーン・リナ・マエダ（自
ボラ・ブリューム
（ルッピン・アカ 界銀行）／ブレンダ・ヨー（シン 治体国際化協会）及び山口直美
デミック・センター：イスラエル） ガポール国立大学）／司会=岡 （自治体国際化協会・三重県津市
役所）
／ナオミ・アルボイム
（クイー
／ハワード・リン（ライアソン大 田 亜弥
（名古屋大学：日本）
ンズ大学：カナダ）／アヌ・リイラ
学：カナダ）／司会=ビノッド・カ
（ユーロ・シティズ）／司会=井口
ドリア
（ネール大学：インド）
泰
（関西学院大学：日本）

マキシン・ブケット
（ハワイ大学：
米国）／内藤 正典（同志社大学：
日本）／オリバー・ベイクウエル
（オクスフォード大学：英国）／司
会=イメルダ・ニコラス
（MICICイ
ニシアチブ：フィリピン）

５）伊賀市の多文化共生、
忍者博物館と天神祭
（午前10時〜午後4時半）
昼食は要予約

参加日

／アントン・ルクス
（ＡＤＣフォー
ラム：オーストラリア）／ノンセ
バ・ノルウェル（ヨハネスバーグ
副市長：南アフリカ）／司会=ウェ
イ・リー（アリゾナ州立大学：米
国）

休憩

全体会議6
11:30- 全体会議4
休憩
４）
名古屋市の多文化共生
「人の移動、貿易及びデイア 「包摂的な発展:移動者の受
（難民支援・フィリピン人支 11:45- 全体会議２
スポラ：経済統合のエンジン」 入国社会への統合」
「グローバルリスクの制御：危
援NGOとの対話）
（交渉中）
フィリップ・マーチン
（カリフォル ジュンウン・オー
（IOM・MRTC：韓
機の時代における人の移動」
（午前10時半〜午後1時）
ニア大学デービス校：米国）／デ 国）／カグラー・オッツデン（世

19:00- レセプション
2号館4階にて
20:30

全体会議7

（国立社会保障人口問題
国）／フアン・ピン（中国社会科 林 玲子
学院）及びヒュイヤオ・ワン（中 研究所：日本）／ヨンギット・チャ
国グローバルセンター：中国）／ ラムウオン（開発研究所：タイ）
（ニュー
井口 泰
（関西学院大学：日本）
／ ／ラファール・ショミック
司会=ハワード・ダンカン（カー サウスウェールズ大学：オースト
ルトン大学：カナダ；国際メトロ ラリア）／司会=ジャン・ラート
（アムステルダム大学：オランダ）
ポリス・プロジェクト）

「難民の保護：最も切迫した人
の移動のジレンマ」

３）
名古屋入国管理局見学
（午後1時半〜午後4時）

10月28日
（金）

「東アジアの信頼の構築：共 「アジアの人口変動の壁：人 「国際及び国内移動の接点：
同的発展と人の移動の叡智」 の移動、技術進歩及び労働参 都市のベストプラクテイス」
サンジュン・キム（延世大学：韓 加の促進」
川村千鶴子
（大東文化大学：日本）

9:30- 全体会議１

２）
豊田市の多文化共生及
びトヨタ自動車会館
（午前10時半〜午後4時）
昼食は要予約
11:00- 特別講演

10月27日
（木）

注）
参加費には、
昼食及び軽食並びに当日に開催される
スタディツアー又は文化イベント参加費を含みます。
＊同伴者は、原則として参加者の家族ですが、同一組
織に属し参加者に随行する必要のある方を含みます。
※【 】内は、10月27日
（木）のフェアウェル ディナーに
参加される場合の料金です。
※参加登録はweb経由。
支払いはクレジットカードまた
は銀行振込みとなります。

【フェアウェル ディナー参加者】

お問い合せ・お申し込みはwebで 国際メトロポリス2016
http://metropolis2016-nagoya.jimdo.com/

名古屋国際会議場

会場：

〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1番1号
名古屋駅から約20分

中部国際空港から約40分

