
2012 年「防災塾・だるま」第 12 回打合せ議事録 

    兼 第 91 回「防災まちづくり談義の会」レポート 

だるま HP：http://darumajin.sakura.ne.jp/ 

 

◆日 時 ： 2012 年（平成 24 年）12 月 21 日（金）12 時～16 時  ◆司会：片山 晋 

◆場 所 ： 神奈川大学 1 号館 301 号室             

◆出席者 ： 23 名 

 

Ⅰ．2012 年「防災塾・だるま」第 12 回定例会 

 

■配布資料：1）2012 年度（平成 24 年度）「防災・まちづくり談義の会」活動（たたき台）                

       2）2012 講座アンケート（集計結果）            講座運営委員会 

       3）よこはま地震防災市民憲章 素案         横浜市消防局危機管理課 

       

【概況】                                   荏本塾長 

  今年最後の会、秋以降の大きなイベントとして、年明けからの横浜市立港中学校での防災教育対

応が始まっている。恒例のだるまのカレンダーが完成、本日配布するので持ち帰り活用願いたい。 

 

【運営・活動関係】                                    

１． 役員会報告  （資料１参照）    

  １）顧問就任：神大経済学部佐藤孝治教授にだるま顧問就任の承諾をいただいた。 

２）会員移動、会計関係：特になし 

  ３）来年よりだるま定例会の中でテーマを決めて誰でも発言する場を設けることとする。 

（前半 1 時間 30 分：従来の内容、後半 30 分：毎月の司会者がテーマを提起、誰でも発言） 

  ４）今年の養成講座で配布・使用した会員の資料を、だるまとして見直し・活用できないか、

今後検討することとした。 

５）今年度も残り４ケ月、11 月までの活動をたたき台として整理した。コメントあればいた

だきたい。１月からの役員会で総会に向けて活動内容の確認・検討課題の議論を行う。 

６）カレンダー、東北訪問した時の会員の写真を使い 400 部作成した。持ち帰り出来るだけ

多くの人に配布願いたい。郵送希望であれば対応するので連絡願いたい。 

 

２．交流会の企画 

  ・「神戸１．１７」は、9 名が参加。現地では慰霊祭参加の他、施設見学や松山先生との交流他 

芦屋市役所（今石課長：だるま会員）も訪問の予定。 

 

  ・「東北３．１１」は、本日の談義の会で講演いただく「まみおの会」代表竹内さんの協力を得

て来年も計画したい。だるま窓口を田中（貴）さんにお願いし、企画・推進をする。 

 

【委員会報告 等】 

１． 養成講座運営委員会  （資料２参照）     

受講生にお願いしたアンケート（１限目～９限目の全体を）まとめた。5 限目の女性の視点で 

   の内容が講評。内容／運営上改善の要望もあり、来年度開催時の参考に願いたい。 

   

２．HP 委員会・首都圏の減災を考える会 

  特になし。 

    

【活動・参加報告、 テーマ：防災教育】   

 １．横浜市立港中学校 防災教育の協力 

  ・概要：教職員対象の防災講習（1 月 8 日）、生徒対象の体験指導（3 学期） 



  ・12 月 27 日（木）、於：県民サポートセンターで最終の詰めを行う。 

  

２．六角橋ケアプラザ 講座プログラム 

  ・地域づくりデビュー講座として開催（受講者：神奈川区在住者 30 名）。 

  ・日程：1/15、1/21 は講演、1/29、2/5 はグループ討議の全 4 回、各 2 時間 30 分。 

   

 ３．県立 茅ケ崎西浜高校へ防災教育支援  

  ・1 年生 360 名に防災の視点でのマップ作りワークショップを実施。9/9～11/28 まで 8 回。 

  ・先生方・学校の意識の差がある、継続することが大切。教える側も教わる側も慣れるのが肝要。 

           

 ４．防災ギャザリング（1/19～1/20 開催） 

  ・1 月 19 日（土）9 時～  於）横浜市民防災センター 

  ＊「都市型大規模災害」からあなた自身・家庭・地域を守り、生抜くために減災の「技」を体験 

  ・1/19 の「ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ通話・操作体験」コーナーで協力者を募集：白田さん、森さんが協力。 

  ・1 月 20 日（日）10 時～ 於）かながわ県民センター２階ホール  要予約  

  ＊小・中・高・大学生のための防災教育：命を守ろう！防災大作戦～自分の命を守るのは君だ～ 

 

【検討事項など】 

１．「よこはま地震防災市民憲章 素案」市民意見募集 （資料３参照） 

消防局危機管理課が 12 月 20 日～1 月 25 日締切で意見募集中。1 月 11 日のだるま役員 

会で意見集約し提案予定。短期間なのであればメールで意見をお願いする。 

  

 

Ⅱ．第 91 回「防災まちづくり談義の会」  

  

話題：ひとつの支援の形 ～まみおのいままでとこれから～ 

 講師：まみおの会 代表 竹内 麻未氏 

 

スタート：5 月 6 日～5 月 13 日 石巻専修大学に滞在。支援物資の仕分けボランティア。 

      そこで、いろいろな人と出会い、いろいろなものを見て、感じました。 

  

昨年～の活動 石巻の女性に化粧品を届けよう。暖房器具を届けよう。 

        石巻女川の商品を母校のお祭りで紹介しよう。石巻を食べて応援しよう。 

        鎌倉復興市での商品販売、日本橋 ZEN`茶 fe 荻窪 with 遊での商品委託。  

今年～の活動 仮設住宅を回って焼き立てメロンパンを食べてもらおう（メロンパン号で出店）。 

        こどもと英語教育に関する国際組織アイアーンの日本センターに女川を紹介。 

        石巻・女川でパンの移動販売。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の講師竹内さんには、今年 8 月 31 日～9 月 1 日

の石巻～女川訪問の際に、同行いただいております。 

また最後に、だるまの次回 3.11 東北訪問につき石巻・女

川のモデルコースを提案いただきました。 

参考ブログ・ＨＰ等 

・ブログ『おながわ.me』http://onagawa.me/ 

・http://onagawa.me/wp/blog/2012/06/20/  

・http://darumajin.sakura.ne.jp/ 

・http://onagawa.me/wp/blog/2012/07/29/  

・http://www.jearn.jp/japan/index.html 

⇐ブログ『おながわ.me』より 

http://onagawa.me/


【情報提供・行事予定】 

 １．ヨコハマ議会だより ＮＯ86 平成 24 年 11 月 ＊臨時災害放送局他  横浜市 

 ２．平成 24 年度 神奈川区区民意識調査 結果報告 平成 24 年 11 月 神奈川区政策推進課 

   ＊地域活動への参加理由、「社会貢献をしたいと思ったから」が約４割で１位 

 ３．あなたの声を聴かせてください         平成 24 年 11 月 横浜市財政局 

   ＊「横浜市公共建物マネジメント白書（素案）」に対する意見募集 

 ４．木造住宅耐震講習会 内容：だれでもわかる家の耐震診断と耐震改修事例 

    ①1 月  7 日（月）13:30～16:00 定員 60 名 申込締切 12 月 25 日 

    ②1 月 30 日（水）13:30～16:00 定員 48 名 申込締切 1 月 16 日 

   場所：かながわ県民センター 申込書：県土木事務所等で配布 問合せ：県建築安全課 

  

【今後の予定】 

１．1 月例会 1 月 25 日（金） 神奈川大学 16 号館 視聴覚室Ｂ 

  1）防災塾・だるま定例会        15 時～17 時  司会：中島さん 

  2）第 92 回「防災まちづくり談義の会」 18 時～20 時  司会：白田さん 

     話題：宮城県警の取り組み（３．１１） 

     講師：関東管区警察学校 教務部長 新岡邦良氏（元 宮城県警警備部長）  

  3）役員会 1 月 11 日（金）、資料準備 1 月 22 日（火）各 10 時～12 時 荏本研（8-851） 

２．２月例会 ２月 22 日（金） 神奈川大学 1 号館 301 号室 

  1）防災塾・だるま定例会        15 時～17 時 

  2）第 93 回「防災まちづくり談義の会」 18 時～20 時 

     話題（案）：防災教育の事例研究 

  3）役員会 2 月 12 日（火）、資料準備 2 月 19 日（火）各 10 時～12 時 荏本研（8-851） 

３．３月例会 3 月 22 日（金）   六角橋ケアプラザ２階 多目的ホール 

  1）防災塾・だるま定例会        15 時～17 時 

  2）第 94 回「防災まちづくり談義の会」 18 時～20 時  

  3）役員会 3 月 12 日（火）、資料準備 3 月 19 日（火）各 10 時～12 時 荏本研（8-851） 

 

 

Ⅲ．交流会 

 

終了後に、神奈川大学 LUXホールで 31名が参加

して交流会を開催し、2013 年へ向けて「地域の絆」

を大切に、防災・減災のネットワークを広げていくこ

とを確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

左： 「まみおの会」代表・竹内麻未さんから 

   石巻女川の商品を PR してもらいました。 

 

右： みんなで白地図に訪問した被災地を書き 

込みながら、「3.11の記憶を忘れない、忘 

れさせない」ことを全員で誓いました。 

 

以 上 


