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Agenda / アジェンダ(Time is JST / 時間は日本時間)

1. Opening & opening address 13:00

2. Presentation(Presentation(15-20min) + Q&A)

(a). Ken Sakai

(b). Kumar Shailabh

(c). Sarah Macaulay

3. Discussion & Q&A from audience

4. Closing 15:00

Moderator： AOA

1. 開会および開会あいさつ 13:00

2. プレゼンテーション(プレゼンテーション(15-

20分） + Q&A)

(a). 酒井健氏

(b). クマール・シャイラブ氏

(c). サラ・マコーリー氏

3. 討議および視聴者からのQ&A

4. 閉会 15:00

モデレーター： AOA



Upcoming disaster prevention and mitigation 

project
これからの防災・減災プロジェクト

Ken Sakai
酒井健氏

[OUTLINE]

- Introduce Kokumin Kyosai Co-op’s 

activities for tackling social issues in 

addition to providing insurance 

coverage

- Introduce disaster response 

experience and current disaster 

prevention and mitigation project 

- Focus on earthquake more in the 

various disasters

【概要】

➢ 共済事業を行う協同組合であるこくみ
ん共済では、保障の提供に加えて、
社会課題の解決にも力を入れている
ことをご紹介します。

➢ これまでの災害対応の経過と、現在
展開している防災・減災に関するプロ
ジェクトをご紹介します。

➢ 各種災害の中でも、とりわけ地震につ
いて焦点を当てます。



People First: How Uplift Mutuals builds for what 

people need!
人が一番:アップリフト・ミューチャルズは、どのように人々が必
要としているものを構築しているか！

Kumar 

Shailabh
クマール・シャイラブ氏

[Outline]

The presentation will highlight how 

Uplift keeps its ears to the ground 

listening to what members from low 

income households need and develop 

products and processes that make the 

product high value for money and solve 

the difficulties in accessing care in 

India. It will talk about how Uplift has 

built the bouquet of health services 

and how it is in the process of 

digitising the entire mutual 

experience.

【概要】

当プレゼンテーションでは、どのようにして
アップリフトが低所得者世帯のメンバーの
必要としているものを把握し、金銭的価値
を高められるような商品やプロセスを開発
し、介護福祉ケアにアクセスするというイ
ンドでの困難な課題に対応しているかに
焦点をあてます。また、アップリフトがいか
に健康サービスのパッケージを構築し、そ
していかに全体の相互体験をデジタル化
しているかにも言及します。



A vision for safer, sustainable and connected 

communities
より安全、持続的、かつつながりのあるコミュニティのための展
望

Sarah 

Macaulay
サラ・マコーリー氏

[Outline]

The places we live and the ways we 

connect are evolving, and how we 

move around is set to transform 

completely. Driverless and electric 

vehicles are not science fiction, they 

are the realities around the corner we 

must prepare for. Right now we have 

an unparalleled opportunity to 

reimagine how our cities and 

transport systems are designed in 

order to drive us toward a future of 

safer, sustainable and connected 

communities

【概要】
我々の住んでいる地域やつながり方は
進化し続けており、我々の移動手段も変
化してきております。無人運転や電気自
動車はもはや科学フィクションではなく、
我々が準備しなければならないものと
なってきております。より安全、持続的、
かつ、つながりのあるコミュニティの達成
に向けて、現在、我々の街や交通システ
ムをいかにデザインするかを再び想像す
る比類のない機会がもたらされていると
いえます。



Attention 1／留意事項 1
１．How to view simultaneous interpretation

(a) Click “Interpretation” of Zoom’s Toolbar.

(b) Click “English” in case of hearing English 

translation.
(c) Click “Off” in case of hearing original 

sound.

１．日英同時通訳視聴方法
(a) Zoomのツールバーの“通訳”をクリックしま

す。
(b) 日本語の通訳を視聴したい場合は、“日本

語”をクリックします。
(c) オリジナル音声を視聴したい場合は、“オ

フ”をクリックします。



Attention 2／留意事項 2
2. If any questions and comments to the 

presenters arise, please write at “Chat” on Zoom. 

We will pick them up at this webinar as much as 

possible.

2．視聴中にプレゼンターにご質問やご意見等が
ある場合、Zoomの“チャット”にご記入ください。
可能な限り当ウェビナーにて取り上げたいと思い
ます。


