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Dear Members, 

Happy New Year! May the year 2012 bring you a lot of joy and 
happiness.   

Looking back 2011, needless to mention the Earthquake and 
Tsunami in East of Japan, flood in Thailand and other places, 
there were serious disasters around the world.  We feel that the 
importance of our project is getting bigger and bigger every 
year. 

Last March, the representative of NDYS project moved from 
Kazuko Okamoto to Yoshie Naya.  We appreciate Kazuko’s  
long devoted work as a representative.  Without her devotion, 
the NDYS cannot be what it is now.  She will stay as a 
committee member.  

On 17th of January, we had a video conference with NDYS 
members around the world.  There is nothing more wonderful 
than seeing each other’s smiles.  We really had a wonderful 
time and we will continue having video conferences.  Please 
continue NDYS project to help yourselves and others. 

 

Looking forward to seeing you all online again. 
 
Best regards, 
 
Yoshie Naya 
Executive Director of NDYS 
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 2. Video Conference on 17th of January 
〒650-0003 神戸市中央区山本通

3-19-8  

神戸市立海外移住と文化交流セン

ター３F  

NPO法人グローバルプロジェクト推進

機構 JEARN事務所内 
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News from CoSMOS 

Visit the CoSMOS website for 

the newest Disaster Safety 

Maps.  

The maps introduced in 

NDYS2011 in Taiwan are 

uploaded NOW! 

URL: http://www.kitamura-

lab.jp/cosmos/ 

ウエブサイトＣｏｓＭＯＳ（コスモス）には、昨

年、ＮＤＹＳ２０１１in Taiwanで発表された

災害安全マップがアップロードされていま

す。どうぞ、ご覧ください。 

 

Connecting the world with Video Conference 

January 

 

 
 

There was a video conference on 17th of January. Thank you for 
joining the VC.  The participants are from Iran, Japan, Taiwan, 
Turkey and Serbia.  We introduced each other and discussed the 
next video conference and the NDYS2012 gathering. Students of 
Narjes School , Iran presented the importance of NDYS. 

 

皆様へ、 

あけましておめでとうございます。２０１２年が、皆さまにたくさんの喜

びと幸せをもたらす年でありますように。 

２０１１年を振り返りますと、世界中で災害の多い年でした。東日本大震

災やタイの洪水など、例を挙げればきりがありません。私たちもプロジェ

クトを通して少しでも災害を小さくすることができれば幸いです。また、昨

年の３月より、プロジェクト代表が、岡本より納谷に代わりました。まだま

だ、未熟者ですが、どうかよろしくお願い申し上げます。 

 さて、１月１７日には、今年度初めてのテレビ会議が行われました。テ

レビ会議を通してですが、お互いの笑顔をみることができるのは本当にう

れしいことです。楽しい時間はあっという間に過ぎました。今後も、テレビ

会議は続けてまいりますので、またご参加ください。 

実行委員長  納谷淑恵 

阪神淡路大震災 17 年目にあたる１月１７日に第１回目のテレビ会議が

行われました。今回は、イラン、トルコ、台湾セルビアから参加がありまし

た。互いの自己紹介をし、次回のテレビ会議の日程や、今年度の防災世

界こども会議の在り方などについて話し合いました。また、イランの Narjes 

schoolからは、防災教育の大切さについての意見発表がありました。 

 

2. １月１７日のテレビ会議 



 
 

3. Next Video Conference is 8th of February 
 

3. 次回テレビ会議 ２月８日（水） 
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Natural Disaster Youth 

Summit              

防災世界子ども会議 

E-mail: 

ndys@jearn.jp 

Communication saves lives 

Web サイト: 

http://ndys.jearn.jp 

https://media.iearn.org/projects/ndy

s 

Next Video conference is on Wednesday, 8th of February, 2012. 

The time is 10:00 am European time.   

Please prepare ‘Windows OS’ and ‘Explore’ for the VC. 

Mac OS or other browsers such as Foxfire won’t work with  

‘Meeting Plaza system’.  

Those who want to join, please contact Yoshie Naya, ndys@jearn.jp. 

Check your time by the Meeting Planner.  

http://www.timeanddate.com/worldclock/meeting.html 

 

htt 

 

 次回のテレビ会議は２月８日（水）午前１０時（ヨーロッパ時間）です。 

日本は、午後６時となります。 

ウィンドウズＯＳとブラウザはエクスプローラーをご使用ください。 

テレビ会議参加ご希望の方は、納谷淑恵（なやよしえ）ndys@jearn.jp ま

でご連絡ください。 

Natural Disaster Youth Summit              

防災世界子ども会議 

〒650-0003  

神戸市中央区山本通 3-19-8  

神戸市立海外移住と文化交流センター３F  

NPO 法人グローバルプロジェクト推進機構

JEARN事務所内 

[受取人の名前] 

[住所] 

[住所 1] 

[住所 2] 
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