
2013 年「防災塾・だるま」第 10 回打合せ議事録 

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

 

 

◆日 時 ： 201３年（平成 2５年）11 月６日（水）  1０時～1２時 

◆場 所 ： 神奈川大学 ８号館 ８５１号室            ◆司会：森 清一 

◆出席者 ： 池田、伊東、荏本、小原、片山、佐藤、中島、森   以上８名（敬称略） 

＊10 月 25 日（金）台風で中止のため、本日「10 月防災塾・だるま定例会」を開催 

 

■配布資料：１）2013 年 10 月 防災塾・だるま定例会次第（10 月 2５日配布予定） 

      ２）「防災塾・だるま」第 49 回役員会議事録 

      ３）第 101 回「防災まちづくり談義の会」次第（10 月 25 日配布予定） 

      ４）平成 25 年度「防災塾・だるま」9 月中間決算・同予算 

      ５）平成 25 年度会費未納者一覧（平成 25 年 9 月 27 日現在） 

      ６）2014 年カレンダー写真（案）３種 

      ７）第 102 回防災まちづくり談義の会「関東大震災から 90 年 パート２」チラシ 

      ８）第 1 回 中区地区連別減災対策事業会議 議事録 

      ９）神奈川大学連続講演会 （11 月 9 日、16 日、23 日、30 日、12 月 7 日） 

        「未曾有の歴史的活動期に入った 21 世紀日本？！」 チラシ 

      10）横浜市防災計画（風水害対策編・都市災害対策編）意見募集など 

11）震災関連資料４種 （雑誌、新聞ほか）              （9 月 20 日記者発表資料） 

      12）21 世紀文明シンポジウム「減災～あすへの備え」チラシ（11 月 20 日開催） 

 

【運営・活動関係】                                    

１．役員会報告ほか   （配布資料１～７参照）      池田さん、中島さん、森さん 

（１）会員の状況（上期現在）：104 名（最追番 会員番号 131） 

      訃報：元顧問の大間知倫先生が 10 月 4 日ご逝去 77 歳 

  （２）会計関係：未支出予算の予定確認・・８周年記念事業は支出無し、他は予定あり。 

          会費未納者・・上期末で未納の 29 名に対し今後納入依頼を行う。 

  （３）カレンダー：11 月 29 日の次回定例会での会員配布を目標に作成する。 

     写真等の最終決定を次回役員会（12 日）でおこなう。 

     作成費用（予算 20,000 円）については応分の負担をする（増加見込み）。 

（４）防災塾・だるまと談義の運営・企画 

   台風 26 号の影響で 10 月 25 日の開催を中止。下記のスケジュールとした。 

   第 101 回談義 横浜地方気象台 伊藤氏 ⇒来年１月以降で調整 

   第 102 回談義 横浜開港資料館 吉田氏 ⇒第 101 回談義とし 11 月 29 日開催 

   第 103 回談義 横浜地方気象台 講師未 ⇒第 102 回談義とし 12 月 20 日開催 

   尚、12 月までの役割分担（司会、議事録、資料作成など）は役員会案で決定。 

  12 月 20 日の懇親会参加申込受付は 11 月の例会で行い、以降は電話・メール受付。 

 

２．主催等行事報告 （配布資料８参照） 

 （１）「防災塾・だるま」8 周年・第 100 回防災まちづくり談義資料検討 中島さん、佐藤さん 

次回役員会までの情報でフィックスし、2014 年のカレンダー配布時に同時配布する。 

 （２）実践的防災まちづくり養成講座の近況報告                 伊藤さん 

    受講生 34 名で 2 回まで終了。今回は後半に受講生の発言・議論の場を設けており好評。 

（３）９周年記念行事（土木学会との共同企画）；アンケート調査について      片山さん 

   アンケートを来年実施することで、11 月の定例会までに考え方を示す予定。 

（４）中区地区連別減災対策事業の近況報告         荏本塾長、小原さん、佐藤さん 

    9 月 24 日に区職員（総務課長ほか２名）とだるま参加者 10 名（1 名欠席）で顔合わせ。 

    現在までに４地区（全 12 地区）で説明会を開催。地区により取組に温度差がある。 



 （５）文科省「地域防災対策支援研究プロジェクト」              荏本塾長 

    今後3年計画で防災に関するデーターベースを作成・提供。文科省が全国版を取りまとめ。

神奈川県のキックオフを実施（委員長 荏本教授 委員にだるま関係者５名参加）。 

 

【その他検討事項 等】 

 １．Ｊ－ＤＡＧのＤＶＤ対応（新聞掲載により購入希望問い合わせに対する対応）  片山さん 

   ＤＶＤとして試作品（Ⅴer 0.00）を山田さん（ﾅﾚｰｼｮﾝ担当）の協力を得て作成。正式に販売 

   するなら「監修者：防災塾・だるま」とするが、ＤＶＤの製造、販売方法（郵送／ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）、

販売価格、代金回収ほかカード（紙）の提供要請や講師支援要請対応など課題がある。 

   当面は試作品を個別に実費で提供（片山さん）し、利用者の反応（要望など）を見て本格提供

を今後検討する。 

２．「防災まちづくり談義の会 100 回のあゆみ」の取扱        荏本塾長、佐藤さん 

  11 月 29 日から配る来年のカレンダーに同封する形で配布する。 

  また、来年２月に開催される防災技術展（パシフィコ横浜）でのブース配布も今後予定する。 

３．被災地から学ぶ：１．１７神戸の参加及び東日本大震災３．１１の訪問  池田さん、森さん 

  1.17 神戸への参加：翌日から防災ギャザリングが開催、無理のない行程で今回も計画する。 

東日本大震災 3.11 の現地訪問：来年も計画を立てて実施する。 

４．横浜青年会議所主催イベントへの参加要請                   池田さん 

   9 月に防災センターで開催したＪ－ＤＡＧに参加した横浜青年会議所メンバーから、来年 3 月

に山下公園でイベントを計画しており、だるまに参加の打診がある。 

詳細はこれから、時期や内容により参加諾否を判断したい。 

                    

【活動・参加報告】   

 １．神奈川区六角橋ケアプラザ「防災講座」               伊東さん、片山さん 

   11 月 5 日で全４回を終了、受講者４５名。Ｊ－ＤＡＧのＤＶＤ（試作品）も受講者に提供。 

 ２．神奈川大学連続講演会 （11 月 9 日、16 日、23 日、30 日、12 月 7 日）  荏本塾長 

    「未曾有の歴史的活動期に入った 21 世紀日本？！」  

   全８回（無料 時間 14 時～16 時 所：11 号館１階 11-11）のうち３回まで終了。 

定員に余裕があるので、都合のつく方は聴講願いたい。申込制（当日参加も可）。 

  

【今後の予定】 

１．平成 25 年 11 月例会 11 月 29 日（金）１号館３０１号室 記録 佐藤・中島、成松さん 

・防災塾・だるま定例会          １５：３０～１７：３０    司会：小原さん 

・第 101 回 関東大震災から 90 年ﾊﾟｰﾄ 2  １８：００～１９：３０ 司会；山田（美）さん 

        話題：被災者が語る関東大震災～新聞記者の体験記から～ 

        講師：吉田 律人氏 横浜開港資料館 調査研究員 

 ・役員会 11 月 12 日（火） 資料準備 11 月 26 日（火） 815 荏本研究室 10 時～12 時 

２．平成 25 年 12 月例会 12 月 20 日（金）１号館３０１号室 記録 佐藤・中島、成松さん 

・防災塾・だるま定例会       １３：００～１４：３０ 司会：高松、山田（美）さん 

・第 102 回 気象 その２      １５：００～１６：３０ 司会： 同 上 

        話題：地震・津波等（調整中） 

        講師：横浜地方気象台 

  ・役員会 12 月 3 日（火） 資料準備 12 月 17 日（火） 815 荏本研究室 10 時～12 時 

 

３．懇親会（忘年会）１２月２０日（金）   企画・進行 高松、田中（喜）、山田（美）さん 

会場：神大生協 時間：１７：００～１９：３０ 会費：３，５００円（当日：4,000 円） 

 

4．平成 26 年 1 月例会 1 月 24 日（金）16 号館 視聴覚室Ｂ 記録 佐藤・中島、成松さん 

      談義は 10 月延期した話題「風水害・特別警報について」を予定 

 

記録：佐藤忠文                                 以 上 


