２００７年度（平成１９年度） 「防災まちづくり談義の会」活動
月日
4月25日

回（通算）
防災・まちづくり談義
第23回 話題１ 「アメリカ、メキシコ防災事情」
話題２ 「能登半島被災地活動の報告」

講 師 な ど
＊荏本 孝久氏（神奈川大学 工学部 教授、防災塾・だるま 塾長）
＊植山 利昭氏（川崎市災害ボランティアネットワーク）

5月23日

第24回

講演「かながわの国民保護計画」

杉原英和氏（神奈川県 安全管理局）

6月17日

第25回

２周年記念行事
講演「個人情報保護法ー災害時における要援護者対策についてー」

石神 猛氏（神奈川県 保健福祉部 健康危機管理班）

7月25日

第26回

講演「 緊 急 地 震 速 報 」

竹中 潤氏（横浜地方気象台 防災業務課 東海地震防災官）

8月24日

第27回

「神戸市立鷹取中学校 中溝先生講演のＤＶＤ鑑賞」
阪神淡路震災時、神戸市内最大の避難所を運営

1.17慰霊祭、神戸訪問時の講演ビデオ

9月26日

第28回

話題「防災訓練より学ぶ 防災訓練報告」
県内各地で上期に開催された防災訓練を会員が報告

10月19日

第29回

話題１「高齢者と防災意識」
話題２「救急利用の実態と今後の救急活動」

＊田中伸二氏（足柄上郡大井町）、内田晴之氏（足柄上郡大井町）
＊岡安英治氏（足柄上郡開成町）、大堀紀子氏（磯子区）、黒須恵子氏（栄区）
＊中村俊光氏（旭区）、山口章氏（緑区）
＊森 清一氏（伊勢原市合同訓練）、池田邦昭氏（伊勢原市合同訓練）
話題1 林 真理子氏（横浜市）
話題２ 森田 清氏（横浜市 中区 消防署）

11月16日

第30回

話題１「横浜市港南区日限山中学校防災訓練」
話題２「０７新潟県中越沖地震報告会について」

話題１ ＊中村俊光氏、＊小原 茂氏
話題２ ＊荏本 孝久氏（神奈川大学 工学部 教授、防災塾・だるま 塾長）

12月27日

第31回

参加者３０名

1月12日

第32回

2007年度防災塾・だるま＆談義の会合同忘年会
・防災コーディネーター養成講座の感想・反省・次回への期待
・「防災塾・だるま」の今後の活躍と期待
防災ギャザリングへの参加 報告

2月22日

第33回

3月11日

3月24日

第34回

第35回

まちづくり談義の会と防災塾・だるまの合同会議

阪神・淡路大震災に学ぼう
１．１７神戸のつどい 参加報告

防災塾・だるま会員

地域の防災講演会（主催 はたの災害ボランティアネットワーク）
災害から「まち」を守る！ ー神戸の体験に学ぶー

松山 順三氏（神戸市北区社会福祉協議会 元神戸市職員）

阪神・淡路大震災に学ぼう （続き）
現地取材（ＤＶＤ） 放映

開催場所：神奈川大学 横浜キャンパス

開催時間18時～20時（第34回を除く）

近藤豊宣先生（被災時：神戸市立鷹取中学校 校長）

注） ＊印は当時 防災塾・だるま会員/顧問

主催 防災塾・だるま

２００８年度（平成２０年度） 「防災まちづくり談義の会」活動
月日
4月23日

回（通算）
防災・まちづくり談義
第36回 講演「すすき野・荏子田・黒須田 地域防災フェアー２００８
～見る・知る・感じる 防災フェアー～ 」

5月23日

第37回

6月20日

第38回

7月25日

講 師 な ど
＊寿乃田 正人氏（横浜青葉まちづくりフォーラム）

東京工業大学「市民防災教室」（主催；東工大）
講演１「首都圏震災に備えよう」
講演２「家庭の防災・地域の防災」
クロスロード体験（主催 緑区電子会議室）
災害時に起こりえる問題について数々の考え方を発表

於）東京工業大学 すずかけ台キャンパス
講演１ 翠川 三郎氏（東京工業大学 教授）
講演２ 梶 秀樹氏（東京工業大学 特任教授）
於）横浜市緑区
指導 ＊植山 利昭氏（川崎市災害ボランティアネットワーク）

第39回

講演「地域防災力向上を目指して」

重内 博美氏（横浜市 鶴見区 総務課長）
三枝 浩也氏（横浜市 鶴見区 総務課）

8月20日

第40回

３周年記念講演会
講演１「横浜市の防災システムの現状と課題」
講演２「震災・学校支援チーム（ＥＡＲＴＨ）と兵庫の防災教育」

司会：荏本 孝久氏（神奈川大学 工学部 教授、防災塾・だるま塾長）
講演１ 上原 美都男氏（横浜市 危機管理局 局長）
講演２ 大槻 裕人氏（兵庫県 教育委員会）

9月26日

第41回

講演「災害時の要援護者対策について」

石神 猛氏（神奈川県 保健福祉部 健康危機管理班）

10月24日

第42回

講演「竜巻と防災」

ライアン・セイヤー氏（早稲田大学大学院、アメリカ エール大学留学生）

11月28日

第43回

関東大震災８５年（Ｐａｒｔ－１）
講演「横浜線と関東大震災」

相澤 雅雄氏（横浜市 郷土史研究家）

関東大震災８５年（Ｐａｒｔ－２）
講演「関東大震災における東京の被害と救済」

北原 糸子氏（神奈川大学 教授）

12月26日

第44回

1月30日

第45回

講演「震災体験と語り部としての活動、体験の中から生まれる知恵」

田村 勝太郎氏（語り部ＫＯＢＥ１９９５ 代表）

2月27日

第46回

話題「神戸から学ぶ １．１７慰霊祭」訪問報告

報告者 防災塾・だるま会員 荏本塾長、池田邦昭氏
ライアン・セイヤー氏、菊地利子氏、成松洋氏

3月27日

第47回

講演「ここまで違うアメリカの子供向け防災教育」

長谷川 祐子氏（米軍司令部 消防隊 予防課長）

開催場所：神奈川大学 横浜キャンパス

開催時間18時～20時(第37,38回を除く） 注） ＊印は当時 防災塾・だるま会員/顧問

主催 防災塾・だるま

２００９年度（平成２１年度） 「防災まちづくり談義の会」活動
月日
4月22日

回（通算）
防災・まちづくり談義
第48回 講演「高層マンション・高層ビルの防災対策・危機管理」

講 師 な ど
＊大間知 倫氏（地域防災研究所 所長）

5月21日

第49回

講演「横浜市危機管理戦略と防災対策
～新型インフルエンザ対策の近況報告～」

＊上原 美都男氏（横浜市 安全管理局 局長）

6月19日

第50回

「自主防災組織の活動状況に関するアンケート調査結果」報告

＊山本 俊雄氏（神奈川大学 工学部 助手）

7月24日

第51回

４周年記念事業 その１
１）磯子区役所危機管理施設見学
２）磯子消防署及びファイヤーミュージアム見学
３）講演「安全管理について」

於）磯子区役所
於）磯子消防署
＊荒卷 照和氏（磯子消防署 署長）

４周年記念事業 その２
講演「被災地コミュニティの視点から考える
～阪神・中越・中越沖地震の避難生活の実態から～」

市古 太郎氏（首都大学東京）
山本 一敏氏（土木学会）

４周年記念事業 その３
１）講演「災害に強いまちづくり」
２）講演「四川大地震報告」

稲垣 文彦氏（中越防災安全推進機構 復興デザインセンター 副センター長）
＊渡辺 善明氏（ダイナックス都市計画研究所）

8月21日

9月25日

10月30日

11月20日

第52回

第53回

第54回

第55回

４周年記念事業 その４
講演「災害リスク情報を活用した地域防災力の向上と取組」

長坂 俊成氏（防災科学研究所 主任研究員）
田口 仁氏（同所 研究員）、白田裕一郎氏（同所 研究員）

４周年記念事業 その５ 最終回
講演「安全管理について（大規模地震災害の訓練など）」

＊荒卷 照和氏（磯子消防署 署長）

12月25日

第56回

合同懇親会

まちづくり談義の会、防災塾・だるま

1月22日

第57回

「中越の皆さんとの交流会」

長岡造形大学 澤田雅浩先生、長岡市 丸山洋裕氏
㈳中越防災安全推進機構 ＊河内 毅氏、日野正基氏
中越市民防災安全士会 ＊畔上純一郎氏、池田元三郎氏、中野雅子氏

2月19日

第58回

「神戸から学ぶ」 １．１７慰霊祭参加報告

防災塾・だるま会員 荏本孝久氏（塾長）、今石佳太氏、植山利昭氏
田中 晃氏、成松 洋氏、ライアン・セイヤー氏

3月26日

第59回

講演「災害リスク軽減を目的としたソフト・ハード融合型
リスクマネジメントシステムの構築に関する研究」

＊荏本 孝久氏（神奈川大学 工学部 教授、防災塾・だるま 塾長）

開催場所：神奈川大学 横浜キャンパス

開催時間18時～20時(第51回を除く）

注） ＊印は当時 防災塾・だるま会員/顧問

主催 防災塾・だるま

２０１０年度（平成２２年度） 「防災まちづくり談義の会」活動
月日
4月23日

回（通算）
防災・まちづくり談義
第60回 「中越地域防災交流会議」報告会（3.20～3.21中越訪問）

講 師 な ど
＊小原 茂氏、＊黒須 恵子氏

5月28日

第61回

話題「大災害時の神奈川県警の危機管理対策」

＊増田 勝也氏（神奈川県警察本部 危機管理対策課）

6月25日

第62回

避難所運営ゲーム（ハグ：Hinanjyo Unei Game）「パート１」

＊森 清一氏（はだの災害ボランティアネットワーク 代表）

7月16日

第63回

避難所運営ゲーム（ハグ：Hinanjyo Unei Game）「パート２」

＊森 清一氏（はだの災害ボランティアネットワーク 代表）

8月27日

第64回

話題「局地的な気象災害～近くで必ず発生！～」

稲葉 和弘氏（横浜地方気象台 防災業務課長）

9月17日

第65回

話題「忘れて・１７１（いない）！ 災害時における通信の役割」

＊上野 晋一郎氏（ＮＴＴ東日本、学援隊）

10月22日

第66回

話題「つるみっこ防災塾」の活動紹介

山崎 隆弘氏（鶴見区防災担当 総務課長）

11月25日

第67回

話題「自治体における危機管理」

＊上原 美都男氏（横浜市 危機管理監）

12月5日

第68回

５周年記念行事
（主催：土木学会）
講演「横浜の震災経験に学ぶ」

武村 雅之氏（小堀鐸二研究所 副所長）

1月28日

第69回

新春放談「プロフィール・活動紹介」

2月25日

第70回

話題１「東京の防災対策について」
話題２「神戸から学ぶ」 1.17神戸のつどい他参加訪問報告

(3月18日)

(第71回) 対談「今だから話せる！？ 防災関係ニュース」
東日本大震災のため中止、4月談義の会へ延期。

開催場所：神奈川大学 横浜キャンパス

開催時間18時～20時(第68回を除く）

防災塾・だるま会員 樋口誠氏、佐藤毅志氏、増田勝也氏、寺田 毅氏
片山 晋氏、長沼重雄氏、山田美智子氏、山口 章氏、山口 昭氏、
森清一氏、高松清美氏、黒須恵子氏、菊地利子氏、小原 茂氏、
大堀紀子氏、荏本孝久氏、池田邦昭氏（計17名）
江原信之氏（東京消防庁）
江原 信之氏（東京消防庁 防災部 副参事）
防災塾・だるま会員 荏本孝久氏、池田邦昭氏
（現地参加 ＊植山利昭氏、＊今石佳太氏）
＊上原 美都男氏（横浜市 危機管理監）
＊中川 和之氏（時事通信社）

注） ＊印は当時 防災塾・だるま会員/顧問

主催 防災塾・だるま

２０１1年度（平成２3年度） 「防災まちづくり談義の会」活動
月日
4月22日

5月20日

回（通算）
防災・まちづくり談義
第71回 第1部 対談「今だから話せる！？ 防災関係ニュース」
第2部 上原さん・中川さん 感謝の集い
3月中止のため４月に開催
第72回 話題「日本の地震対策の歴史を考える」

講 師 な ど
＊上原美都男氏（横浜市 危機管理監）
＊中川和之氏（時事通信社）
＊杉原英和氏（神奈川県温泉地学研究所）

6月17日

第73回

話題「東日本大震災レポート」

7月22日

第74回

話題「災害リスク情報プラットフォームを活用した被災地支援」
～東日本大震災における官民連携による災害情報の相互運営～

8月26日

第75回

話題「東日本大震災におけるコミュニケーション確保への取り組み」

＊上野晋一郎氏（ＮＴＴ東日本）

9月16日

第76回

話題「東日本大震災関連：被災地を訪れた皆さんのレポート」

＊山本一敏氏（土木学会）

10月21日

第77回

話題「２０１０．１．１２ ハイチ大地震 被害調査報告」

＊荏本孝久氏（神奈川大学工学部教授、防災塾・だるま塾長）

11月13日

第78回

12月26日

第79回

６周年記念行事 ：パネルディスカション （共催 土木学会）
「東日本大震災の経験を地震に強いまちづくりに生かすために」
テーマ１「津波の被害から学ぶべきこと」
テーマ２「液状化による住宅の被害」
講演「東日本大震災での警察の取り組み」

パネリスト 荏本孝久氏（神奈川大学）、杉原英和氏（温泉地学研究所）
防災塾・だるま会員：森 清一氏、山田美智子氏
土木学会：田中 努氏、山本一敏氏、磯打千雅子氏
コーディネーター 鈴木賀津彦氏（東京新聞）
＊増田勝也氏（神奈川県 警察本部）

1月27日

第80回

話題「新春放談」
防災塾・だるま会員による昨年の活動・今年の抱負など

2月24日

第81回

話題１「ニュージーランド防災レポート」
話題２「６周年報告書・津波からの避難行動の調査（続）」

防災塾・だるま会員 発表順
山口 章氏、伊東幸保氏、玉井祐利氏、佐々木義雄氏、樋口 誠氏
小原 茂氏、寺田 毅氏、長沼重雄氏、菊池利子氏、片山 晋氏
荏本孝久塾長
話題１ ＊中島光明氏（まちづくりネットワーク緑）
話題２ ＊山本一敏氏（土木学会）

3月30日

第82回

東日本大震災から１年
「東日本大震災と社会経済的な影響
～現地調査から見た広域津波被害の実態～」

開催場所：神奈川大学 横浜キャンパス

＊佐々木義雄氏（岩田県山田町出身、横浜市緑区在住）
＊浦辺利広氏（岩田県山田町で被災し、避難のあと横浜市西区へ転居）

開催時間18時～20時(第７７回を除く）

須永洋平氏（防災科学研究所 災害リスク研究グループ）

佐藤孝治氏（神奈川大学経済学部教授）

注） ＊印は当時 防災塾・だるま会員/顧問

主催 防災塾・だるま

２０１２年度（平成２４年度） 「防災まちづくり談義の会」活動
月日
4月27日

回（通算）
防災・まちづくり談義
第83回 話題「東日本大震災から１年被災地を巡る（3/14～16）」報告会

話題「東日本大震災から１年被災地を巡る（3/14～16）」報告討論会
テーマ１「東北地方の復興について」
テーマ２「山田町・気仙沼との継続手的な関わりについて」
話題「総合治水の取組みについて（鶴見川を中心に）」

講 師 な ど
司会進行 ＊中島 光明氏
報告者
＊荏本 孝久氏（塾長）、＊池田 邦昭氏、＊佐々木 義雄氏
＊山口 昭氏、ほか７名
司会進行 ＊片山 晋氏、＊山田美智子氏

5月25日

第84回

6月29日

第85回

7月29日

第86回

8月24日

第87回

７周年記念行事 ：パネルディスカション（共催 土木学会）
「首都圏の減災を考える ～近年の大震災の教訓をどう生かすか～」
基調講演「大規模地震災害から生き残るための鉄則」
テーマ１「想定されている首都直下大地震のイメージ」
テーマ２「首都直下地震によるリスクをどうマネジメントするか」
テーマ３「想定外をなくすことができるか？」
テーマ４「地域減災への取組み」
話題「神奈川県の原子力（放射能）対策について」

9月21日

第88回

話題「東京都地域危険度測定調査と防災都市づくりへの活用」

10月19日

第89回

11月30日

第90回

話題１「地震保険について」
話題２「要援護者などへの取組み」
話題「釜石～石巻・女川ツアー報告」と意見交換

12月21日

第91回

話題「ひとつの支援の形 ～まみおの会いままでとこれから～」

基調講演 ＊荒卷 照和氏（横浜市 神奈川消防署長）
パネリスト 荏本 孝久氏（神奈川大学教授、防災塾・だるま塾長）
＊上原 美都男氏（横浜国立大学客員教授）
＊山本 一敏氏（パシフィックコンサルタンツ、土木学会）
＊片山 晋氏（「防災を考える会・磯子」代表）
コーディネーター ＊山田 美智子氏（ＦＭ湘南ナパサ）
司 会 ＊添田 睦子氏（ひらつか防災まちづくりを考える会）
＊杉原 英和氏（神奈川県 危機管理対策課長）
協力：景山主事（神奈川県 危機管理対策課 危機管理対策グループ）
井之下 究氏（東京都都市整備局 市街地整備部
防災都市づくり課 防災計画課長）
話題１ ＊成松 洋氏（防災塾・だるま会員）
話題２ 古田 充子氏（参加型福祉ユニット緑 横浜市緑区）
報告者 ＊荏本 孝久氏（神奈川大学教授、防災塾・だるま塾長）
＊上原 美都男氏（横浜国立大学客員教授）
＊池田 邦昭氏、＊斉藤 悦郎氏、＊渡辺 巧氏
ｺ-ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ＊山田 美智子氏（ＦＭ湘南ナパサ）
竹内 麻未氏（まみおの会）

1月25日

第92回

話題「東日本大震災にともなう警察活動等について」

新岡 邦良氏（関東管区警察学校 教務部長

2月22日

第93回

3月22日

第94回

話題１「神奈川県立・茅ケ崎西浜高校での新しい防災教育の事例紹介」 話題１ ＊加藤 清氏、＊山田美智子氏
話題２「被災地を巡る１．１７神戸 参加レポート」
話題２ ＊荏本塾長、＊池田邦昭氏、＊小原 茂氏、＊斉藤悦郎氏
＊山田美智子氏
話題「東日本大震災の取材活動を通して
渡辺 渉氏（神奈川新聞社 報道部減災報道担当デスク）
～ 新聞記者の目線から見えたもの ～」

開催場所：神奈川大学 横浜キャンパス

開催時間18時～20時(第94回を除く）

斉藤 充則氏（国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所 流域調整課長）
原 一宏氏 （ 同 流域調整課 地域調査係長 ）

注） ＊印は当時 防災塾・だるま会員/顧問

元宮城県警警備部長）

主催 防災塾・だるま

２０１３年度（平成２５年度） 「防災まちづくり談義の会」活動
月日
4月26日

回（通算）
防災・まちづくり談義
第95回 「3.11被災地を巡る Ⅱ 『女川 ・石巻』 」報告会
テーマ「東日本大震災から２年 被災地の今と声を伝えよう」

講 師 な ど
報告者 ＊荏本 孝久氏（塾長）、＊田中喜世美氏、＊池田 邦昭氏
＊山口 昭氏、＊岩楯敞広氏、＊新井田 春江氏、＊佐々木 義雄氏、
＊小原 茂氏、＊石井栄一氏、＊高江洲寛幸氏、和泉秀朗氏（神奈川区社協）
小野寺 勝氏（横浜市 総務局 危機対処計画課長）

5月24日

第96回

話題「横浜市防災計画 『震災対策編』 ２０１３
及び横浜市地震防災戦略について」

6月28日

第97回

話題「発災直後の行動ゲーム 『Ｊ－ＤＡＧ』 の紹介と体験」

7月26日

第98回

話題「地球深部探査船 『ちきゅう』 によって得られた科学成果の紹介」 木戸 ゆかり氏（海洋開発機構 地球深部探査センター技術主任）

8月23日

第99回

話題「地域密着で～消防団員確保対策成功事例～
（横浜市西消防団の取組み）」

第100回 だるま８周年＆第100回「防災まちづくり談義の会」記念講演
関東大震災から９０年 パート１
テーマ「関東大震災直後の小学校 ～横浜の事例から～ 」
(10月25日) (第101回) 話題「風水害から命を守る特別警報」
≪特別警報≫ ただちに命を守る行動をとってください！
台風26・27号のため中止、来年1月に延期
11月29日 第101回 関東大震災から９０年 パート２
話題「被災者が語る関東大震災 －新聞記者の体験記からー 」

＊片山 晋氏（横浜アマチュア無線非常通信協力会）

丸山 正美氏、堀下 清美氏（横浜市 西消防署）

9月27日

12月20日

第102回 話題「地震情報・津波警報のしくみ」 気象パート１

1月24日

第103回 話題「風水害から命を守る特別警報」 気象パ＾ト２
≪特別警報≫ ただちに命を守る行動をとってください！
10月中止のため、１月実施
第104回 活動報告「私は地域でこんな防災活動をしています」

2月21日

松本 洋幸氏（横浜市史資料室 調査研究員）

伊藤 徹氏（横浜地方気象台 防災管理官）

吉田 律人氏（横浜市 横浜開港資料館 調査研究員）
荻原 滋彦氏（横浜地方気象台 技術専門官）
丹藤 英司氏（横浜地方気象台 東海地震防災官）

伊藤 徹氏（横浜地方気象台 防災管理官）

防災塾・だるま会員
3月11日

第105回 東日本大震災３周年企画
講演「３．１１から３年、被災地復旧の現状と課題
～経済学者の視点から～ 」
開催場所：神奈川大学 横浜キャンパス

開催時間18時～19時30分

＊佐藤 孝治氏（神奈川大学 経済学部教授、 防災塾・だるま顧問）

注） ＊印は現 防災塾・だるま会員/顧問

主催 防災塾・だるま

２０１４年度（平成２６年度） 「防災まちづくり談義の会」活動
月日
4月25日

回（通算）
防災・まちづくり談義
第106回 話題「覚悟を決めて腕を磨け
伝え手からみた ３．１１後の防災関連法制度の改定」

＊中川 和之氏（時事通信社）

5月30日

第107回 話題「火山と防災 ～富士山 ・箱根火山を例として～ 」

平田 大二氏（神奈川県生命の星・地球博物館 館長）

6月20日

第108回 話題「自由な国 アメリカの光と影」

リンダマン 香織氏（サフォーク大学客員教授、政治学博士）

7月25日

第109回 話題「横浜市の火山対策」

桜井 清二氏（横浜市総務局危機管理室危機対処計画課長）

8月22日

第110回 話題「関東大震災から９１年・・・首都圏を襲った台風と火災旋風
～藤原咲平の生涯から学ぶもの～ 」

＊相原 延光氏（関東学院中学校高等学校講師）

9月26日

第111回 話題「江戸時代における横浜新田開発」

斉藤 司氏（横浜市歴史博物館学芸員）

10月24日

第112回 ９周年記念講演会
話題「歴史的大規模土砂災害の事例紹介」

井上 公夫氏（一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構）

11月28日

第113回 話題「市民からの報告
岩手県山田町 四年目のジレンマ」

報告者 ＊佐々木義雄氏（山田町出身）
＊浦辺 利弘氏（山田町での被災者）

12月26日

第114回 話題「地域を知ろう、考えよう、語り合おう！
＊西川 直子氏（建築ジャーナル編集者）
～市民力アップ！ 谷中の家と「まちｎｅｔ」の取組み・活動について～」 武山
肇氏（一級建築士）

1月30日

第115回 新春談義
「紀伊半島と十津川を巡る災害と文化」のＱ＆Ａゲーム

ゲーム出題と司会 ＊池田 邦昭氏（まちづくりネットワーク緑）

2月27日

第116回 話題 「阪神淡路大震災から２０年・・・」及び
和歌山「稲むらの火」報告

3月27日

第117回 実践 ： 10周年記念第1弾
新ゲーム誕生！ 「防災めくり」の解説・ゲーム

報告者：＊荏本孝久氏（防災塾・だるま塾長）、＊池田邦昭氏、＊今石佳太氏、
＊小林秀樹氏、＊早川雅子氏
映像提供 ：＊小林秀樹氏
指導 ： ＊片山 晋氏（ゲーム考案者 防災を考える会・磯子 代表）

開催場所：神奈川大学 横浜キャンパス

講 師 な ど

開催時間18時～19時30分(第114回を除く）
注） ＊印は現だるま会員/顧問

主催 防災塾・だるま

２０１５年度（平成２７年度） 「防災まちづくり談義の会」活動
月日
4月24日

回（通算）
防災・まちづくり談義
第118回 話題「実際に起こった災害に対応するために！
～あなたにもできる！ 心と体の応急処置～ 」

講 師 な ど
土田 博美氏（神奈川県看護師連盟横浜支部 支部長）

5月29日

第119回 話題「中小企業の災害耐力強化のポイント」

青野 秀夫氏（Ａ＆Ⅿｓコンサルティング株式会社）

6月26日

第120回 意見交換会「文科省『神奈川県に係る
防災研究データベース活用』についての第２回意見交換」

防災塾・だるま会員

7月31日

第121回 話題「東日本大震災４万件の声から
生活再建の知恵の備えを」

岡本 正氏（岡本総合法律事務所 弁護士）

8月21日

第122回 話題「神奈川県の地震被害想定」

＊杉原 英和氏（神奈川県安全防災局安全防災部 災害対策課長）

9月25日

第123回 話題「関東大震災 神奈川県の知られざる
恐ろしい土砂災害を知る」

茅野 光廣氏（ネオテクノエンジニアリング㈱ 代表取締役）

10月16日

第124回 防災塾・だるま１０周年記念事業 第３弾
「防災塾・だるま」活動への提言

＊杉原
渡辺
＊中川
＊上原

11月27日

第125回 防災塾・だるま１０周年記念事業 第３弾 後半
「防災塾・だるま」活動への提言からの意見交換・まとめ

防災塾・だるま会員

12月18日

第126回 話題「巨大災害と失敗の教訓」

＊佐藤 孝治氏（神奈川大学 経済学部教授、 防災塾・だるま顧問）

1月29日

第127回 話題「私たち地域の防災活動紹介」
(1)東本郷ばらの会自治会（横浜市緑区）
(2)三井杉田台自治会（横浜市磯子区）

(1)遠藤 陽義氏（自治会防災本部 顧問）
(2)＊片山 晋氏（三井杉田台自治会 顧問）

第128回 話題「広島土砂災害被災地レポートと
神戸市１．１７ 『追悼のつどい』」

報告者：防災塾・だるま会員

第129回 話題「最近の地震被害と都市災害」

＊岩楯 敞広氏（首都大学東京 名誉教授）

2月26日

3月25日

開催場所：神奈川大学 横浜キャンパス

英和氏（神奈川県安全防災局安全防災部 災害対策課長）
渉氏（神奈川新聞社 報道部）
和之氏（時事通信社 論説委員、防災塾・だるま顧問）
美都男氏（全国整備業協会 専務理事、防災塾・だるま顧問）

開催時間18時～19時30分(第126回を除く）
注） ＊印は現だるま会員/顧問

主催 防災塾・だるま

