
2008（平成 20）年度事業報告書 

平成 20年 4月 1日から平成 21年 3月 31日まで 

 

   特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会 

1. 研究会の運営 

(1) 理論研究会 研究会開催 7/24 

   12/15 『野生生物保全事典』緑風出版より出版 

(2) 野生生物保全教育研究会 4/19 6/14 7/31 9/2 11/1 12/6 2/21 3/14  

研究会開催 

 

2. 調査提言 

(1) 4/21 スローロリス密輸事件裁判傍聴（東京地裁） 

(2) 4/25 南アフリカ政府に対し、アフリカゾウの個体調整を中止するように申し入れ 

(3) 5/29 スローロリス密輸事件裁判傍聴（東京地裁） 

(4) 6/12 スローロリス密輸事件裁判傍聴（東京地裁） 

(5) 7/3  ユウタン密輸事件裁判傍聴（長野地裁伊那支部） 

(6) 9/2  スローロリス密輸事件裁判傍聴（東京地裁） 

(7) 11/1 東京税関打ち合わせ 

(8) 2/6  スローロリス識別ワークショップ開催（東京・JICA地球ひろば） 朝日新聞

掲載 

 

3. 生息地における野生生物保全活動に対する支援 

(1) 7/31 スーダン レンジャーが使用する薬代送金 1,323,800円【ゾウ保護基金・OMC

カード「アフリカ象を守る」助成】 

(2) 11/27 インド カルビ・アングロン支援のためWTIへ送金 1,452,250円 【ゾウ保

護基金】 

(3) 2/18 アムールヒョウ寄付をWWFへ送金 350,000円【トラ保護基金】 

(4) 2/28 インド・ナグジラ支援のためWTI送金 1,151,530円 【トラ保護基金】 

(5) 3/14-21 インド WTI訪問 

 

 

 

4. 普及啓発 

(1) 4/4 4/18 4/19 4/20 阪神タイガース戦で岡田監督トラ保護寄付事業をアピール 

(2) 4/10 2007年度港区 NPO活動助成報告会に出席 



(3) 4/19-20 アースデイ東京 2008「野生動物サポートグッズ 結」のブースで JWCSの活

動を紹介（東京・代々木公園） 

(4) 5/11 ワイルドライフ カレッジ 入門講座（東京・東京農業大学世田谷キャンパス） 

(5) 5/17-18 「アフリカンフェスタ 2008」にて象牙取引問題をアピール（横浜・赤レンガ

倉庫）） 

(6) 5/20 東京農業大学「ボランティア論」で活動紹介（東京・東京農業大学厚木キャンパ

ス 

(7) 5/28 第 1 回甲子園球場トラ保護デー バックスクリーンに JWCS のメッセージが流

れる（兵庫） 

(8) 6/11港区 NPO助成 2008年度助成授与式 

(9)  6/14,28 ワイルドライフカレッジ基礎講座（東京・環境パートナーシップオフィス） 

(10)  6/22 講演会「野生生物の国際的現状から 地球の自然界の保全を考えよう」（東京・

JICAちきゅうひろば） 

(11)  7/22-8/1 港区 NPO 助成 2007 年度活動報告 パネル展開催（東京・港区役所ロビ

ー） 

(12)  8/8 消しゴムはんこ職人・津久井智子さん出展のスタンプカーニバルにて講話（東

京・都立産業貿易センター浜松町館） 

(13)  8/24-31 インドのNGO、WTIスタッフ P.バンブルカル氏来日 

(14)  8/25 インド大使館表敬訪問（東京） 

(15)  8/26 インド領事館表敬訪問（大阪） 

(16)  8/27 第 2回甲子園球場 トラ保護デー バンブルカル氏始球式にて投球 

(17)  8/28 バンブルカル氏 トラ保護区での活動を講演（神戸・王子動物園） 

(18)  8/30 バンブルカル氏 トラ保護区での活動を講演（東京・JICA地球ひろば） 

(19)  9/6-7 日本野生動物医学会大会にてブース出展（神戸大学） 

(20)  9/27 ワイルドライフカレッジ 入門講座（東京・環境パートナーシップオフィス） 

(21)  10/11-12 みなと区民まつり出展（東京・芝公園） 

(22)  10/23 修学旅行生来所 岩手県下橋中学校 

(23)  11/8 ワイルドライフカレッジ 動物園見学講座（東京・上野動物園） 

(24)  12/8 白金ロータリークラブにて講話（東京・品川パシフィックホテル） 

(25)  2/5 スローロリス研究者ネカリス博士、パリシュ氏、CWIスタッフ グナ氏と環境

省、東京税関訪問。環境省記者クラブにて記者会見、読売新聞都民版掲載。 

(26)  2/6 シンポジウム「密輸ペットから消費と絶滅を考える」開催（東京・JICA 地球

ひろば） TBS「報道特集」にて放映 

(27)  2/23 港区 NPO活動助成事業説明会にて事例発表 

(28)  2/27 武蔵野東小学校にて出張授業（東京白金ロータリークラブ助成事業） 

(29)  3/4 白金小学校にて出張授業（東京白金ロータリークラブ助成事業） 



 

 

5. 国際会議開催 

(1) 9/11 生物多様性条約ジョグラフ事務局長と NGOの意見交換会に出席（IUCN-J主催） 

(2) 9/27 国際NGO 世界動物保護協会（WSPA）スタッフ来所 

(3) 9/30 生物多様性市民ネット準備会会合に出席 

(4) 10/23 生物多様性条約締約国会議に向けた意見交換会に出席（主催・環境省） 

(5) 3/30 IUCN-J会員総会に出席 

 

6. 会報発行 

(1) 5/13 2008年 1号（通巻 53号）発行 特集・インドでゾウの生息地をつなぐ 

(2)  トラ保護基金年次報告（通巻 11号）発行 

(3)  ゾウ保護基金年次報告（通巻 8号）発行 

(4) 8/7 2007年 2号（通巻 54号）発行 特集・クジラ保全の論点 

(5) 11/12 2007年 3号（通巻 55号）発行 特集・「カワイイ！」と野生生物保全 

(6)   トラ保護通信（通巻 8号）発行 

(7)  ゾウ保護通信（通巻 8号）発行 

(8) 3/11 2008年 4号（通巻 56号）発行 特集・密輸ペットから消費と絶滅を考える 

 

2008年度事業は以下のボランティアのご協力で行われました（敬称略） 

五十嵐郁子 一色恵理子 石川恵吾 関西トラ保護ネットワーク 小泉玲子 斉藤幸子 

サイモン・バーナム 須田佑子 須藤友妃子 薹信菜穂子 塚田景子 塚本悦子 戸川文 

ドミニク・マインツ 中島理紗子 野口節子 松村かんな 山田喜久子 渡辺優子 翻訳

ボランティアグループの皆様    

 

※ このほかにもたくさんの方々のご協力をいただきました。ありがとうございま

した。 


