
pg. 1 

 

◆ 日 時：2013年 6月 28日(金) 18:00-19:30      場 所：神奈川大学 16号館 視聴覚 B 

◆ 主 催：防災塾・だるま               司 会：山口(昭)さん     

◆ 談義の会参加者： 会員 30名 一般 9名 計 39名 （敬称略） 

（会員） 池田、伊東、荏本、小原、菊地、窪田、高松、中島、山口(昭)、山口(章)、白田、杉原、 

田中(喜)、山田(美)、長沼、片山、成松、田中(晃)、玉井、加藤、高江須、佐々木、山田(富)、 

鈴木、小早川、石井(邦)、松井、磯野、小嶋、新井田。 

（一般） 本橋、森(俊)、増田、溜廣、豊崎、湯浅、坪井、平井、下村。      

 

I．「防災塾・だるま」活動概況            

１．地域の防災講座・防災教育への支援（荏本塾長） 

◇活動が広がってきた。振返りをｼｯｶﾘ行いながら進め、内容・教材も体系的に開発していきたい。 

２．第 8回実践的防災まちづくりｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成講座（運営委員会ﾘｰﾀﾞｰ 伊東さん）  

 ◇2013秋の講座の企画が固まり、役員会の承認を得て6/7に神奈川大学に提出した。 

 ◇「自分達の町は、自分達で守る」防災・減災活動に貢献できる人材の育成を目指す。 

 

 

 

 

３．「被災地を巡る Part2（石巻・女川編）」報告書完成（田中(喜)・山田(美)さん） 

◇「東日本大震災から 2年 被災地の今と声を地域に伝えよう」をテーマに参加者の   

ﾚﾎﾟｰﾄ集・冊子が完成した。有償配布：300円。関係者の尽力に感謝。 

    

II．定例会報告・だるま活動情報（白田さん）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 6月 第 97回「防災まちづくり談義の会」レポート 

（防災塾・だるま・ホームページ： http://darumajin.sakura.ne.jp/ ） 

港中学校防災教室「防災マップづくり」（高松さん） 

◆H25年度防災教室は、全学年を対象に登下校の

「防災マップづくり」を行うことになり、防災

塾・だるまが支援する。 

7/17(水)：「マップづくり」学習 

（講師：だるま 森さん） 

夏休み：まちあるきとマップづくり 

第 2学期：防災マップのまとめと発表会  

◆職員にも自分の足で地域を理解してもらう。 
大井町/地域防災活動ﾘｰﾀﾞｰ養成講座  

~6/29(土) 大井町公民館~ （山田(富)さん） 

◆テーマ（講師：荏本塾長）： 

①3.11 東日本大震災から学ぶ 

 ②大井町の地域特性~地震災害ﾘｽｸを認識する    

 ③地域防災活動ﾘｰﾀﾞｰの使命~自助・共助 
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定例会参加者：会員26名 一般2名 計28名 

 

戸塚区公立中学研究会「学校における安全管理」

への協力（高松さん・池田さん・宮川さん） 

◆鈴木戸塚中学副校長(前港中学副校長)からの

依頼で、戸塚区内全 9校 27名の教職員による

ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ(7/3)を支援。 

神奈川建築士会女性委員会への支援（白田さん） 

◆7/20(土)にﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「防災・減災を考えよう

～HUG から学ぶ」を開催する。（「女性委員会

＋防災委員会」とだるまの共催となった） 

◆先立って、HUG ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ養成の学習会を 

5/9(木)に実施した。 

 

5/9(木)に実施した H25年度防災教室は、全学年

を対象に登下校の「防災マップづくり」を行

メインテーマ：地域にいかす「防災・減災の知識・知恵」を学ぶ 

期間：10/24(木)～11/28(木) 毎週木曜日 13:30～17:00（全 6回） 受講費用：5,000円 

会場：KU ﾎﾟｰﾄｽｸｴｱ(みなとみらいｸｲｰﾝｽﾞﾀﾜｰ 14F)（第 5回 11/21のみ横浜市民防災ｾﾝﾀｰ） 

 

http://darumajin.sakura.ne.jp/
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III．防災まちづくり談義  

テーマ：J-DAG (発災直後の行動ゲーム) 

講師：片山 晋さん(防災を考える会・磯子代表、だるま会員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                             

 

      

                           

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．今後の予定 

 １．平成25年7月例会   7月26日(金) 場所：神奈川大学  

     だるま定例会           15:30～17:30  24号館 310号室 

  第98回防災まちづくり談義の会    18:00～19:30  18号館 11号室 

     話題：地球深部探査船「ちきゅう」よって得られた科学成果の紹介 

講師：海洋開発研究機構・地球深部探査センター(CDEX)技術主任 木戸ゆかり氏 

 （役員会：7/16(火) 資料準備：7/23(火) 10-12時 851荏本研究室） 

 ２．平成25年8月例会   8月23日(金) 場所：神奈川大学 1号館 301号室 

  だるま定例会           15:30～17:30 

  第99回防災まちづくり談義の会    18:00～19:30  

  話題：横浜市西区消防の取り組み 

     講師：横浜市西西消防署 庶務課消防司令補 丸山正美氏 

横浜市西消防署 庶務課消防士長  堀下清美氏 

 （役員会：8/6(火) 資料準備：8/20(火) 10-12時 851荏本研究室）    

以上。 

（資料：池田・伊東・田中(喜)・成松  報告書協力：片山ほか ﾚﾎﾟｰﾄ作成：成松） 

荏本塾長： 

◆発災直後の判断・行動が命を守る鍵を握る。 

◆J-DAGは、片山さんが中心となって開発し、防災塾・だるまが監修した。 

今回のような訓練を積み重ね、広めることが地域の減災につながる。 

ゲームの進行はﾌﾞﾛｯｸに分かれた参加者

の臨機応変な判断・行動に任せる。 

 

ﾃﾝﾃｺ舞いの対策本部 

片山さん： 

いざ発災時には、その直後の適切 

な判断と行動の良し悪しが大き 

な被害の違いとなる。 

 一時避難場所・備蓄庫では？ ◆J-DAG(Just-Disaster Action Game)： 

発災後 1時間に起こる様々な事態を想定し、地域でいか 

に対処行動をするかをﾘｱﾙﾀｲﾑ(1時間)で体験するゲーム。 

◆ゲーム後の反省が大切！ 

実際の災害では何が起きるかわからない。混乱が起きる 

中では臨機応変の対応が大切で、正解はない。 

ゲームが終わったらしっかりと反省する。訓練での 

混乱や失敗から学び、問題点を洗い出してください。 

山口(昭)さん： 

ブロック内の役割分担は？ 
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≪2013年 6－7月 情報 セミナー・シンポジウム・講演会など≫ 

(1)「安全工学シンポジウム 2013 スマートな社会の安全・安心」  

      7月 4日(木)・5日(金) 13:00開始 無料・申込不要 日本学術会議講堂 

      特別講演：7/4 東京大学教授 日高邦彦氏 「電気技術が支えるスマート社会の安全・安心」 

7/5 明治大学名誉教授 向殿政男氏 「安全設計思想について」 

      パネルディスカッション：原子力安全確保と技術者・科学者の役割 

主催：日本学術会議  共催：電気学会ほか （問合せ：電気学会 03-3221-7313） 

http://www.jsce.or.jp/committee/csp/anzen2013kaikoku.pdf 

 

(2)「神奈川大学・神奈川新聞社シンポジウム ～ネット選挙は、社会を変えるか～」 

      7月 6日（土）13:00～16:00 無料・要申込 神奈川大学 16号館セレストホール 

      基調講演：政治ジャーナリスト 後藤謙次氏 

問合せ：神奈川新聞社 045-227-0016 

http://www.kanagawa-u.ac.jp/community/lecture/2013/06/05/005507/ 

 

(3)「セルフ・ディフェンス講座 ～いきいきと颯爽と輝くわたしに～」 

    7月 7日（日） 10:00～11:30  参加無料 

    会場：エセナおおた 3F多目的ホール（JR 大森駅徒歩 8 分）      

問合せ・申込み：npoaoisora@gmail.com 

 

(4)「もし身近に大地震が起きたなら？女性の視点からの震災対策」 

    7月 7日（日） 10:00～11:30  参加費 500円 

    会場：エセナおおた 2F第 2・3学習室（JR 大森駅徒歩 8 分）  

    問合せ・申込み：iwata@a-z-center.com 

 

(5)「シンポジウム 現代社会を考える」 

    7月 20日（土） 14:00～17:00  参加無料・申込不要 神奈川大学 16号館セレストホール 

主催：神奈川大学経済貿易研究所（問合せ：045-481-5661） 

大澤真幸氏（社会学者）、宮台真司氏（首都大学東京教授）、的場昭弘氏（神奈川大学教授） 

http://www.kanagawa-u.ac.jp/community/lecture/2013/06/05/005493/ 

(6)「防衛大学校オープンキャンパス」 

    7月 27日（土）・28日（日）  9:30～15:00  無料・申込不要（受付表記入） 

    場所：防衛大学校（京浜急行 馬堀海岸駅よりバス 6分 徒歩 25分） 

    http://www.mod.go.jp/pco/kanagawa/bosyuka/setumeikai/25boudai-oc.html 

 

(7)「ワークショップ 持続可能社会における国土・地域の再生戦略」  

－東日本大震災からの地域復興に学ぶ、国土再生への教訓と示唆－」 

      7月 31日（水） 13:30～17:00  無料・申込不要 日本学術会議講堂（千代田線乃木坂） 

http://www.jsce.or.jp/committee/csp/anzen2013kaikoku.pdf
http://www.kanagawa-u.ac.jp/community/lecture/2013/06/05/005507/
mailto:npoaoisora@gmail.com
mailto:iwata@a-z-center.com
http://www.kanagawa-u.ac.jp/community/lecture/2013/06/05/005493/
http://www.mod.go.jp/pco/kanagawa/bosyuka/setumeikai/25boudai-oc.html
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      基調講演（日本学術会議会長 大西 隆氏）とパネルディスカッション 

      主催：日本学術会議  問合せ：分科会幹事（朝倉 03-5734-2575） 

      http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/172-s-3-1.pdf 

 

  ≪参考情報≫ 

① 「災害時のトイレ対策を、園児たちと一緒に学びます！！」（H25.6.18 横浜市資源環境局）  

    http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201306/images/phpawpr0J.pdf 

 

② 「市内大学と地域のつながるまち 大学＋地域＋企業＋横浜市 連携事例」（H25.5.8 横浜市政策局） 

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/daigaku/partnership/files/renkei-press23.pdf  

    

③ 「震災時の無料建築相談窓口の設置：建築設計 4団体との協定締結」（H25.5.17 横浜市建築局） 

http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201305/images/php6VYVdn.pdf 

 

④ 「東日本大震災津波対応検証の概要」（岩手県防災会議より） 

http://www.pref.iwate.jp/~bousai/kirokushi/195_222_07chapter.pdf 

   

⑤ 「わが家の地震対策～横浜市各区版～できることから、今すぐに」（H25.5 横浜市総務局） 

http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/wagayanojishintaisaku/ 

 

⑥ 「みんなで地震に立ち向かおう～神奈川県地震災害対策推進条例の制定～」(H25.4.1) 

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/539530.pdf 

<関連> ヨコハマ議会だより No.88(H25.5) （質疑：防災・減災を推進するための区の体制強化）   

http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201304/images/phpfTGp45.pdf 

       議会かながわ No.137(H25.2) （質疑：神奈川県地震災害対策推進条例について） 

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/570000.pdf 

 

⑦ H25.9.5「かながわシェイクアウト」 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480078/ 

 

⑧ 「地域まちづくり白書 みんなで進めるまちづくりの事例集」（H24.3 横浜市都市整備局） 

http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/chiikimachi/joureiseido/suishinreport/ 

  

⑨ 「ヨコハマ市民まち普請事業 整備事業 H23年度整備事例集 VOL6」（横浜市都市整備局） 

  http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/chiikimachi/machibushin/22/seibi/h22jireisyu.pdf 

 

⑩ 映画「犬と猫と人間と２動物たちの大震災」 

      6/22(土)～7/12(金) 映画館：ｼﾈﾏ ｼﾞｬｯｸ&ﾍﾞﾃｨ（京急・黄金町駅 市営地下鉄・阪東橋駅） 

問合せ：045-243-9800 http://www.jackandbetty.net/#now 

（防災塾・だるま 池田記） 

http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/172-s-3-1.pdf
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201306/images/phpawpr0J.pdf
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/daigaku/partnership/files/renkei-press23.pdf
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201305/images/php6VYVdn.pdf
http://www.pref.iwate.jp/~bousai/kirokushi/195_222_07chapter.pdf
http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/wagayanojishintaisaku/
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/539530.pdf
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201304/images/phpfTGp45.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/570000.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480078/
http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/chiikimachi/joureiseido/suishinreport/
http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/chiikimachi/machibushin/22/seibi/h22jireisyu.pdf
http://www.jackandbetty.net/#now

