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◆ 日 時：2013年 8月 23日(金) 18:00-19:30      場 所：神奈川大学 1号館 301号室 

◆ 主 催：防災塾・だるま               司 会：浦辺さん     

◆ 談義の会参加者： 会員 27名 一般 10名 計 37名 （敬称略） 

（会員） 池田、伊東、荏本、小原、高松、中島、中村(俊)、山口(章)、山本(俊)、白田、田中(喜)、 

中村(茂)、片山、成松、田中(晃)、玉井、樋口、加藤、山田(富)、山本(一)、鈴木、小早川、

松井、福島、後藤、磯野、小林(秀)。 

（一般） 和内、丸山、堀下、小河、小野、加藤、菅原、湯浅、山崎、大谷。      

 

I．「防災塾・だるま」活動報告           

１．活動概況（荏本塾長） 

 ◇地域防災講座・防災教室への支援活動が進む中、土木学会からの「地域に根ざした防災力の向上 

  を目的とする意識調査」企画提案、横浜市中区の地域での減災対策活動など、だるまと協力した

活動提案がきている。単発で終わらない取組みが必要で、シッカリ検討したい。 

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）  

◇申込書が完成、神奈川大学HP掲載： http://www.ku-portsquare.jp/site/course/detail/695/ 

 

 

 

  ◇「発災直後の行動ゲーム J-DAG」（講座第5限目テーマ）の事前研修会を行う。 

9/19(木) 12:00～15:00 場所：横浜市民防災センター 無料 参加希望：伊東さんまで 

◇講座参加者募集・準備・運営でご協力をお願いする。積極的に役割を担っていただきたい。 

３．関東大震災 90周年（池田さん） 

◇開港資料館見学会：9/25(水)10:00～11:00 講師：開港資料館研究員 吉田律人氏 

    場所：開港資料館(みなとみらい線日本大通り駅 2分) 先着 10名 参加希望：池田さんまで 

 

II．定例会報告・活動情報（定例会司会：片山さん）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 8月 第 99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/ ） 

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） 

 

 

（定例会参加者：会員24名 一般4名 計28名） 

 

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 

地域デビュー講座 六角橋ケアプラザ（片山さん）  

◆企画案がまとまり準備に入った。 

 全 4回：10/15(火)・22(火)・31(木)・11/5(火)  

（各回 13:30～16:00） 

 講義（第 1回～第 3回）J-DAGゲーム（第 4回） 

◆だるまから、講師（荏本塾長・片山・森・山田(美)・

加藤・田中(喜)さん）と運営面で全面支援。 

定例会論議報告（片山さん） 

～テーマ「シェイクアウト訓練について」～ 

・いざの時の行動は、居る場所によって違う。（建物内・ 

外、鉄道やバスに乗っている時、運転中、海岸近く・・） 

普段からよく考えておかなければ、とっさに最適な行動 

はできない。また、小さな地震でも、その場に適した安

全行動をとることを習慣化することが大切。 

・「ドロップ・カバー・ホールドオン」も、それしかない

と固定的にとらえないこと。各自の日頃の行動範囲に照

らして、それぞれの場所でのわが身を守る最適行動を良

く考えて「シェイクアウト」訓練に参加しよう。 

「かながわシェイクアウト」9/5(木) 11:00  

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480078/ 

http://www.ku-portsquare.jp/site/course/detail/695/
http://darumajin.sakura.ne.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480078/
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III．防災まちづくり談義 （司会：浦辺さん） 

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） 

講師：横浜市西消防署 丸山正美氏 堀下清美氏 

 

 

 

 

わ 

 

 

                             

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．今後の予定 

１．平成25年9月例会   9月27日(金) 場所：神奈川大学 23号館 206号室 に変更になりました！ 

  だるま定例会           15:30～17:30 

  第100回防災まちづくり談義の会    18:00～19:30  

  話題：関東大震災直後の小学校～横浜の事例から～ 

     講師：横浜市史資料室 松本洋幸氏 

 （役員会：9/10(火) 資料準備：9/24(火) 10-12時 851荏本研究室）    

 

 ２．平成25年10月例会   10月25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101回防災まちづくり談義の会    18:00～19:30 (話題：未定） 

    （役員会：10/8(火) 資料準備：10/22(火) 10-12時 851荏本研究室）    

 

 ３．平成25年11月例会   11月29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102回防災まちづくり談義の会    18:00～19:30 (話題：未定） 

 

（資料：池田・伊東・浦辺・田中(喜)  記録：成松） 

★災害時に直ちに動けるのは地域をよく知る消防団 

火災や大規模災害の時、まず現場に駆けつけ、 

その地域の経験を活かした消火・救助活動を行う。 

★西消防団は１本部・３分団 230人 充足率 100%！ 

女性団員や若い人材も続々入団、ｳｪｲﾃｨﾝｸﾞも。 

※横浜市全体:90%を下回り減少傾向。 

団員確保が緊急課題。 

★女性団員が頑張り活躍する西消防団 

現在 76名の女性団員が、地域防災活動、応急手当 

の普及など地域に溶け込んだ活動を展開中。 

女性分団長も男女混合分団を引っ張る。 

≪参加者感想≫ 

・災害時に直ちに動けるのは消防団。 

3.11で消防団が果たした大きな役割と犠牲 

  ・・・・記憶を風化させてはならない！ 

※司会の浦辺さん（だるま会員） 

3.11で被災し横浜へ、何か地区のために 

と西消防団に入団した。  

・団員主導の訓練、地域密着の活動やイベント、 

災害出場経験の積重ね等に、西消防団の団結 

と活性化の推進力を感じた。（他区消防団から 

の参加者と有意義な意見交換が行われた。） 

地域密着の活動を紹介する堀下さん： 

「地域で真っ先に動くのは消防団、地域の細か

いところまで知っている。」 

 

西消防団とともに歩んできた丸山さん： 

「今、西消防団が全国から注目されている」と 

スライドを使いながらダイナミックな取組み

を熱く語っていただいた。 
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～横浜開催～ 

(1)展示「関東大震災と横浜:廃墟から復興まで」  

横浜市都市発展記念館（みなとみらい線日本大通り駅0分、関内駅10分）入館料：一般300円 

展示： 7/13(土)～10/14(月・祝） 

展示解説：7/14(日)・7/28(日)・9/8(日)・10/16(日) （各回14時から 30分程度） 

http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/index3.html 

(2)展示「被災者が語る関東大震災」 

  7/13(土)～10/14(月・祝）横浜開港資料館（みなとみらい線日本大通り駅2分、関内駅15分）     

入館料：一般200円 

         http://www.kaikou.city.yokohama.jp/news/ 

(3)展示「レンズがとらえた震災復興 1923-1929」 

横浜市史資料室・横浜市中央図書館Blホール（京浜急行日ノ出町駅5分、JR桜木町駅10分）無料 

(4)「関東大震災と横浜」関連講座 

  横浜開港資料館 講堂（みなとみらい線日本大通り駅2分、関内駅15分） 

     4回：8/3(土)・8/10(土)・9/7(土)・9/14(土) 14-16時 

    定員：80名  受講料:2000円(4回分) 申込み締切：7/30 問合せ: 045‐201-2100 

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/news/oshirase.html#shinsai 

(5)講演会「関東大震災の災害教訓～横浜・東京の比較から～」（講師:武村 雅之氏 他） 

    9/1(日) 13:00～16:30 横浜市中央図書館B1ﾎｰﾙ（京浜急行日ノ出町駅5分、JR桜木町駅10分） 

http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event2/event_detail.html?id=41036 

(6) 歴史散歩「関東大震災を歩く」 

① 山下・山手コース：9/16(月・祝)・9/21(土)  

   ② 南区コース：9/23(月・祝)・9/28(土) 

9:30 横浜市都市発展記念館ギャラリー集合（展示解説の後出発 12:30頃に終了予定） 

定員：各回30名    参加費：500円  特別展観覧料：300円 

    申込み・問合せ：NPO法人 横浜シティガイド協会（Tel・Fax：045-228-7678）   

        http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/index3.html 

 

～東京開催～ 

関東大震災90周年・首都防災ウィーク（9/1～9/8 会場：横綱町公園・東京都慰霊堂（両国駅10分）） 

9/8(日)  10:00-11:40   防災シンポジウム「関東大震災復興から学ぶまちづくり」 

（講師：岡本哲志氏法大教授 他） 

13:00-15:00  首都防災フォーラム「関東大震災90年、今、何をなすべきか?」 

（出演者：北原糸子・柴田いづみ・中林一樹氏 他） 

     http://shutobo.jp/ （その他様々な行事が9/1～9/8に開催予定） 

 

～新刊情報～ 「関東大震災を予知した二人の男 大森房吉と今村明恒」（2013年8月発行） 

上山明博／著 産経新聞出版（1,680円） 

≪参考情報≫ 

 

１．関東大震災 90 周年関連 

http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/index3.html
http://www.kaikou.city.yokohama.jp/news/
http://www.kaikou.city.yokohama.jp/news/oshirase.html#shinsai
http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event2/event_detail.html?id=41036
http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/index3.html
http://shutobo.jp/
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２． セミナー・活動情報  

 

(1)九都県市防災訓練(4都県:埼玉・千葉・東京・神奈川 5市:横浜・川崎・千葉・さいたま・相模原) 

① 日程・場所：http://www.9tokenshi-bousai.jp/kunren/2013/2013training.html 

 横浜市：9/1(日) 10～12時 （横浜市鶴見区駒岡 5丁目鶴見川右岸 7.4km地点 駒岡防災施設） 

 神奈川県：9/21(土) 9～14時 (平塚市高浜台 32 湘南海岸公園ほか) 

② 九都県市合同防災訓練実施大綱（H25.4） 

http://www.9tokenshi-bousai.jp/kunren/2013/pdf2013/34kunren_taikou.pdf 

 

(2)「かながわシェイクアウト」  

9/5(木) 11:00 ・・・それぞれの場所で安全確保行動を 1分間行って。 

     http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480078/ 

 

(3)県立川崎図書館ｻｲｴﾝｽ・ｶﾌｪ「今 神奈川の地下で何が起こっているのか・・地震・火山」 

   9/8(日) 14:00～16:00  講師：温泉地学研究所研究課長 宮岡一樹氏 

 場所：神奈川県立川崎図書館 2階ホール 定員：40名 無料  

申込み：8/28まで （HPまたは往復はがき） 

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/information/science_cafe035.htm 

 

(4)神奈川大学連続講演会「未曽有の歴史的地震活動期に入った 21世紀日本?!」 

     全８回（10/12・19・26 11/9・16・23・30 12/7の土曜日 14:00～16:00）  

場所：神奈川大学横浜ｷｬﾝﾊﾟｽ 11号館  先着 80名 無料 問合せ：045-682-5554 

     申込み：9/3～9/27 http://www.ku-portsquare.jp/site/course/detail/722/ 

 

２． その他防災情報 

 

(1)横浜市医師会市民広報 みんなの健康 

  No.235「どう変わったの？－横浜市の災害医療体制－」（H25年 5・6月号）

http://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/pdf/minken/2013-5-6.pdf 

    No.236「横浜市の災害医療体制の見直し概要」（平成 25年 7・8月号）

http://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/pdf/minken/2013-7-8.pdf 

 

(2)パネル展示「東日本大震災における歴史資料の救援活動」  

10/4まで 場所：横浜市歴史博物館 エントランスホール 

 

(3)緊急提言「本格的なﾒﾝﾃﾅﾝｽ時代に向けたｲﾝﾌﾗ政策の総合的な充実-ｷｯｸｵﾌ”ﾒﾝﾃﾅﾝｽ政策元年“-」 

   社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会・社会資本ﾒﾝﾃﾅﾝｽ戦略小委員会 

     H25年 1月    http://www.mlit.go.jp/common/000986603.pdf     

（防災塾・だるま 池田 記） 

http://www.9tokenshi-bousai.jp/kunren/2013/2013training.html
http://www.9tokenshi-bousai.jp/kunren/2013/pdf2013/34kunren_taikou.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480078/
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/information/science_cafe035.htm
http://www.ku-portsquare.jp/site/course/detail/722/
http://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/pdf/minken/2013-5-6.pdf
http://www.yokohama.kanagawa.med.or.jp/pdf/minken/2013-7-8.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000986603.pdf

