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ESUJ Lecture in English
バングラデシュ駐日大使による特別講演会

『バングラデシュの発展における女性の変革的役割』
講師：ラバブ・ファティマ駐日バングラデシュ大使
バングラデシュは過去十年の間に変革的発展がありました。同国ではこの時期に女性の地
位が目覚しく向上しました。今日、バングラデシュは南アジア地域および世界における女
性の地位向上のために主導的役割を果たしています。同国の変革的発展と女性の変革的役
割はどのように密接に関連しているのでしょうか？
日時：2019 年 6 月 28 日（金）

午後 7 時

～

8時

会場：国際文化会館 講堂
会費：無料 （本講演会出席者は会員・関係者及び
予めお申込いただいた会員のゲストのみとさせていただきます。）
申込：会員は総会出欠席ハガキにてお申込みください。（締切：5 月 29 日 水曜日）
ハガキは 5 月上旬に郵送予定です。
会員のゲストのお申込は、5 月 10 日（金）より同封の FAX 返信用紙又は
オンライン・リンク（ https://ws.formzu.net/fgen/S2178423/ ）にてお願い致します。
注：E メールでのお申込は受け付けておりませんのでご了承くださいませ。
申込期間：2019 年 5 月 10 日（金）から 6 月 20 日（木）
定員になり次第、締め切らせていただきます。
プロフィール：ラバブ・ファティマ大使
2016 年 2 月以来バングラデシュの駐日大使。
多国間外交、人権問題、人道問題に通暁する職業外交官。
ニューヨーク、ジュネーブ、コルカタ、北京のバングラ
デシュ在外公館および本省の様々なポストを歴任。
英連邦本部人権部門代表（ロンドン）、国際移住機関南・
南西アジア代表（ダッカ）、国際移住機関アジア太平洋地域
気候変動アドバイザー（バンコク）。
米国タフツ大学フレッチャー法律・外交大学院より修士
号取得。
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ESUJ Lecture in English
Special Lecture by Bangladesh Ambassador to Japan

“Transformative Role of Women
in Bangladesh’s Development”
H.E. Ms. Rabab Fatima, Ambassador of Bangladesh to Japan
Bangladesh has undergone transformative development over the past decade. This period is
also marked by remarkable advancement of women in the country. Bangladesh today leads
in the region and globally on women’s empowerment. How intrinsically linked is the
transformative role of women in the nation’s transformative development?
Date: Friday 28th June 2019

19:00～20:00

Place：Lecture Hall, International House of Japan
Admission: No charge 【ESUJ members, affiliates and members’ guests only】
To apply: ESUJ members, please return the reply card. (By Wednesday, 5/29)
ESUJ members’ guests: Those who wish to come as Members’ guests are requested to have their
names listed in the enclosed FAX reply form or register online through the link
( https://ws.formzu.net/fgen/S2178423/ ) from Friday, 10th May by Thursday, 20th June.
We are afraid that it will not be possible to accept your guests’ registrations by email.
Registration will be closed when we reach the capacity limit.

Profile：H.E. Ms. Rabab Fatima
Ms. Rabab Fatima has been Bangladesh Ambassador to Japan
since February 2016.
Ambassador Fatima is a career diplomat with
specialization in multilateral, human rights and humanitarian
issues. She has served in Bangladesh missions in New York,
Geneva, Kolkata and Beijing, and in various positions in the
Ministry of Foreign Affairs. She also served on lien as the Head
of Human Rights in the Commonwealth Secretariat, London,
and as Regional Representative for South and Southwest Asia,
and Regional Adviser for Climate Change and Migration, in the
Regional Offices of the International Organization for
Migration in Dhaka and Bangkok, respectively.
Ambassador Fatima holds a Master of Arts in
International Relations from the Fletcher School of Law and
Diplomacy, Tufts University, USA.
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