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◆ 日 時：2013年 11月 29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：山田(美)さん     

◆ 談義の会参加者： 会員 22名 一般 10名 計 32名 （敬称略） 

（会員） 池田、伊東、荏本、菊地、高松、中島、森、山口(章)、田中(喜)、中村(茂)、山田(美)、 

長沼、片山、成松、田中(晃)、樋口、佐々木、浦辺、山本(一)、小早川、河野、小林(秀)。 

（一般） 田中(努)、西島、高嶋、鈴木(勝)、赤澤、柳田、村田、平野、酒井、久保。      

 

I．「防災塾・だるま」活動報告           

１．活動概況（荏本塾長・池田さん） 

 ・養成講座が終了、防災・減災のネットワークの更なる広がりに期待。伊東委員長ほか関係者に感謝。 

 ・被災地から学ぶ：①1.17 慰霊祭(つどい)(１/16-17、神戸)、②3.11 被災地を巡る(3 月)を計画中。

２．「Bo-sai 2014」（2014年 3月 8日(土) 山下公園イベント広場）（片山さん） 

 ・横浜市青年会議所の地域防災・減災イベント「Bo-sai2014」への協力要請（J-DAG 訓練実施）があ

り検討を進めている。 

３．報告：2014カレンダー完成（田中(喜)さん)、「談義 100回記念誌あゆみ」完成間近(佐藤(忠)さん) 

４．経過報告： 

・「9周年記念アンケート」(山本・田中さん(土木学会)、片山・山田(美)さん) 

・六角橋ケアプラザ・フォロー講座協力（2/18(火)、テーマ：トイレ対策等）（田中(喜)・片山さん） 

・横浜市中区地区連別減災対策事業（白田さん） 

 

II．定例会報告・活動情報（定例会司会：小原さん・山田(美)さん）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 11 月 
第 101 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/ ） 

（定例会参加者：会員 20名 一般 1名 計21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 
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2013養成講座・終了報告（伊東さん） 

◆第8回「実践的防災まちづくりコーディネーター養成講

座」（全6回、受講生34名）が11/28(木)をもって終了し、 

交流会で人的ネットワークが広がった。 

（講座終了後に4名がだるま入会） 

受講生のみなさん、講師陣、運営委員・関係者に感謝。 

◆アンケート結果を次回以降に活かしたい。 

・J-DAG体験講座、グループ討議等（特に関心高かった） 

・意見：震災体験談、世代間交流等への期待・提言。- 

横浜市交通局「異常時総合訓練」（池田さん） 

◆11/13(水)、市営地下鉄ブルーライン・上永谷

車両基地で、大規模地震の発生、列車脱線・軌

道破損などを想定した訓練（乗客・車いす利用

者・負傷者などの避難誘導、事故の早期復旧な

ど）が行われ、だるま会員 4名も市民参加した。 

緑区：みどりーむ防災・減災講座（中島さん） 

◆11/10(日)、防災・減災講演会が実施され、自然 

 災害から命を守るための積極的対応の大切さ、 

 防災情報・安全対策の重要性などについて意見 

 交換を行った。 

 「特別警報について」（高井元治氏 横浜気象台） 

「鶴見川の防災への取組み」 

（中村修也氏 国土交通省関東地方整備局） 

港中学校防災授業（高松さん） 

◆防災塾・だるまが支援している港中学の 

平成 25年度防災授業の締めくくりとし 

て、12/19(木)に、「マップづくりの発表」 

(講評：防災塾・だるま)と、「関東大震災」

の映像・講演（講師：松本洋幸氏 横浜市

史資料室）」が行われる。 

テーマ：「自分の命を守りきれ！」 

～港防災マップで救える命～ 

http://darumajin.sakura.ne.jp/


pg. 2 

 

III．第 10１回談義の会 関東大震災から 90年 Part 2 （司会：山田(美)さん） 

   テーマ： 被災者が語る関東大震災 ～ 新聞記者の体験記から ～ 

   講 師： 横浜開港資料館 調査研究員 吉田 律人 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．今後の予定 

１．平成25年12月例会  12月20日(金)  場所：神奈川大学 1号館 301号室 

  だるま定例会           13:00～14:30 

  第102回防災まちづくり談義の会    15:00～16:30  

話題：気象 Part 1「地震情報・津波警報のしくみ」   

講師：横浜地方気象台 丹藤 英次 氏（東海地震防災官） 

 

      

 

 

      （役員会：12/3(火) 資料準備：12/17(火) 10-12時 851荏本研究室） 

２．平成26年1月例会   1月24日(金)   場所：神奈川大学 16号館 視聴覚室Ｂ 

  だるま定例会           15:30～17:30 

  第103回防災まちづくり談義の会    18:00～19:30  

話題：気象 Part 2 「風水害から命を守る特別警報」 

講師：横浜地方気象台  伊藤 徹 氏（防災管理官） 

        （役員会：1/7(火) 資料準備：1/21(火) 10-12時 851荏本研究室）  

３．平成26年2月例会   2月21日(金)   場所：神奈川大学 24号館 310号室 

  だるま定例会           15:30～17:30 

  第104回防災まちづくり談義の会    18:00～19:30 （テーマ：未定） 

     （役員会：2/4(火) 資料準備：2/18(火) 10-12時 851荏本研究室） 

≪関東大震災を記録した人々≫ 

★横浜の震災直後の被災状況、社会や避難民の状況などを 

 現在に伝達する貴重な資料映像や体験記が、当時、前川謙 

三氏(前川写真館)や竹内八十吉氏(横浜貿易新報社記者:神 

奈川新聞社の前身)などの努力で残されている。 

★竹内八十吉氏は、新聞記者としての使命感から火災が拡 

 大する中、罹災者の避難の過程の貴重な記録を体験記とし 

て残した。治安悪化、混乱と根拠のない情報（津波襲来説、 

朝鮮人暴動説）の拡大・拡散などの過程も物語っている。 

（資料：池田・伊東・磯野・浦辺・田中(喜)  記録：成松） 

 

過去にどういう災害があ

ったかを連続的に考える

ことが大切。関東大震災と

その 4年ほど前の横浜「埋

地の大火」（1919 年）は、

煙が避難民を襲い、一酸化

炭素中毒による多数の死

者を出したが、いずれも横

浜の地形と関連している。 

「横浜震災誌」 

「横浜復興誌」 

 

懇親会(忘年会）          17:00～19:30   

  会場：神奈川大学 19号館 神大生協 

  会費：3,500円(当日：4,000円)    企画・進行：高松・山田(美)・田中(喜)さん 

 

横浜市自治体史編纂事業： 

★戦災などで失われた記録を掘り起こす新たな研究と 

 試みが続けられている。市民からの資料提供も重要な 

 役割を担っており、協力をお願いする！ 
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１．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?!」 

 12/7(土) 14:00～16:00 （全８回 最終回）  

 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 

       http://www.ku-portsquare.jp/site/course/detail/722/ 

２．県西土木事務所小田原土木センター見学会 

   日時：12/5(木)  13:00～17:00  定員40人。 申込み・問合せ：0465-83-5111 

        http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f498/ 

３．横浜都市発展記念館・横浜ユーラシア文化館 月イチ講座 「関東大震災と復興小学校」 

  日時：12/14(土) 14:00～14:30 講師：青木 祐介 氏  

   会場：横浜都市発展記念館・横浜ﾕｰﾗｼｱ文化館 1階ｷﾞｬﾗﾘｰ(みなとみらい線日本大通り駅0分)  

定員：30名(先着順) 参加費：200円 問合せ：045-663-2424  

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

４．ヨコハマ防災カフェ：「南海トラフ巨大地震と首都直下地震への備え」 

日時：12/16(月) 15:00～17:00  会場：横浜市民防災センター（横浜駅西口より徒歩10分）  

主催：海洋研究開発機構     共催：横浜市消防局、神奈川大学 

話題提供：金田 義行 氏(海洋研究開発機構 地震津波・防災研究プロジェクトリーダー) 

入場無料・事前登録不要          問合せ：海洋研究開発機構 045-778-5667 

５．かながわ・よこはま防災ギャザリング2014   

    日時：2014年1月18日(土) 9:30～13:00  

     会場：横浜市民防災センター及び沢渡中央公園（神奈川区沢渡4-7）   

       資料代：300円  事前参加登録(FAX)：045-312-1862  問合せ：090-1451-9794（森さん） 

        http://newksvn.arts-k.com/gathering/gathering2014panf.pdf 

 

≪参考情報≫ 

１．「関東大震災から90年 地震発生と被災者の行動」開港のひろば 121号 吉田律人 記 

     http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/backnumber.html 

２．神奈川県立公文書館だより「神奈川の歴史 ～検証・過去の震災記録～ 」H25.11.20 

   http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100108/p10428.html 

３．日本地震学会 なゐふる文庫 「天災不忘の旅～震災の跡を巡る～」 

     http://www.zisin.jp/modules/pico/index.php?content_id=2670 

４．神奈川県温泉地学研究所 震災 石碑リスト 

     http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/modules/study/index.php/sekihi/SekihiTop.html 

５．「六大都市の成立 都市の人口規模ランキング-関東大震災頃の比較」 

   ハマ発Newsletter（第16号 2011.10）http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/hamaN.html 

６．白山「安全・安心なまちづくり」～新しいコミュニティーの醸成～横浜市緑区 （山口(章)さん） 

   http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/95kouhou/23/23-8c.html 

７．「72時間をどう生き残るか？ 「そなエリア東京」で防災体験学習会」 

   いえ・みち まちニュース 第52号(H25.12) 滝頭・磯子まちづくり協議会 

 

（防災塾・だるま 池田・成松） 

 

≪セミナー・講演会・イベント≫ 

http://www.ku-portsquare.jp/site/course/detail/722/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f498/
http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/
http://newksvn.arts-k.com/gathering/gathering2014panf.pdf
http://www.kaikou.city.yokohama.jp/journal/backnumber.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100108/p10428.html
http://www.zisin.jp/modules/pico/index.php?content_id=2670
http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/modules/study/index.php/sekihi/SekihiTop.html
http://www.tohatsu.city.yokohama.jp/hamaN.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/midori/95kouhou/23/23-8c.html

