本事業は

ＮＨＫ歳末たすけあいの配分金により運営されています。

目的・内容
災害時には、被災地が復興するためのボランティアが大きな力となります。このボランティアの力
を活かすために災害時ボランティアセンターが設置されます。
ここでは、ボランティア活動を行いたい希望者と、ボランティア活動を必要とする被災者との間に
たって、両者の想いを実現するための調整（コーディネート）を行います。

今回の講座は、このコーディネートに必要な知識や技術を学び、災害時ボランティアセンターにつ
いての理解を深めるきっかけとします。

■日時：平成２１年１２月５日（土） および １２月１２日（土）（全２日）
１０時００分～１６時００分

■場所：横須賀市立総合福祉会館（横須賀市本町）４Ｆ 第１活動室ほか
■定員 ：３０人
■参加費：１,０００円（資料・保険代ほか）
■対象者 ：災害時に設置されるボランティアセンターの運営に関心がある人
町内の役員、自主防災組織関係者、地区民児協・地区社協の関係者、町内住民

■主催 ：横須賀災害ボランティアネットワーク（よこすかボランティアセンター事務局）
■主催 ：神奈川災害ボランティアネットワーク（神奈川県青少年協会事務局）
■プログラム（※その他のプログラムは裏面を参照ください）
１日目（１２／５(土)１０：１０～１２：００）には、
社団法人中越防災安全推進機構復興デザインセンター
副センター長 稲垣文彦氏を招いて講演を行います。
演題：
「災害ボランティアを考える ～新潟県中越地震、中越沖地震の事例から」
稲垣文彦氏プロフィール
平成１６年１０月に起きた、新潟県中越地震において、長岡市社会福祉協議会が
設立した災害ボランティアセンターの山古志担当班のリーダーとして活動をしました。

ファックス申込書（自作でもかまいません）（申し込みは電話・電子メールでもかまいません）12/5・12 実施分
平成
氏名

所属・団体名

年

月

日

連絡先（電話番号等）

所属があればご記入ください

お問い合わせ・申込先

横須賀市社会福祉協議会よこすかボランティアセンター

ファックスの場合は ０４６－８２４－８１１０
電話の場合は、
０４６－８２１－１３０３
電子メールの場合は、shakyo-v@abox22.so-net.ne.jp
先着順で定員（３０人）になり次第締め切らせていただきます

横須賀市立総合福祉会館案内図
横浜･横須賀道路経由
本町山中道路

横須賀駅
至 横浜
国

号

線

線

道

16

R横

須

賀

海

J

久里浜方面
横浜方面

京

ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ
ﾀﾞｲｴ ｰ
浜

急

地図内

は、
車の進路

行
線
ﾒﾙｷｭ ｰ ﾙﾎﾃﾙ
芸術劇場

横須賀市立
総合福祉会館

本町1丁目

本町1丁目

汐入駅

国道
16号

線

至 三浦

三浦方面

電車をご利用の方
●JR 線横須賀駅より徒歩約8分
（横須賀駅からバスをご利用の場合は1番･6番･7番の
いずれかの、
のりばから
「本町1丁目」下車徒歩1分）

●京浜急行線汐入駅より徒歩約6分

車をご利用の方
ダイエー駐車場入り口の左端から進入し、
案内表示に従って
総合福祉会館駐車場までお進み下さい。
歩行者通路からの一般車両の出入りはできませんのでご注意
ください。

駐車場が狭いので車での来館は、なるべく
ご遠慮くださる
ようお願いします。

災害時ボランティアセンターコーディネーター養成講習会（中級編）
～講習会の流れ～
平成２１年１２月５日（土）・１２日（土）
横須賀災害ボランティアネットワーク
神奈川災害ボランティアネットワーク

■１日目
9:30～

受付
・今回はスタッフの方々も極力受講生となって講習会を受けます。

10:00
～10:05

①開会：司会者より・・・・・・・・・・・・・・・・・・司会者
②主催者あいさつ（予定）
・横須賀災害ボランティアネットワーク 代表 清水昭三 氏
・神奈川災害ボランティアネットワーク
氏

10:05
～10:10

③日程、概要説明について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・海野千秋 氏
・修了証について、欠席等の連絡など

10:10
～12:00

④講演
演題「災害ボランティアを考える ～新潟県中越地震、中越沖地震の事例から」
社団法人中越防災安全推進機構復興デザインセンター
副センター長 稲垣文彦 氏
※講演を 90 分・質疑応答を 20 分行います。

12:00
～13:00

休憩・昼食

13:00
～13:30

⑤被災地での活動状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ
（H19/7 新潟県中越沖地震の活動から）
横須賀災害ボランティアネットワーク・・・・・増田正義 氏

13:30
～13:50

⑥説明：横須賀市災害時ボランティアセンターとは？・・・・・・・・・・・Ｐ
横須賀市社会福祉協議会
平野友康 氏

13:50
～14:00

休憩

14:00
～15:00

⑦実習：災害時ボランティアセンターの疑似体験
※災害被災地でのボランティア活動について学びます。
コーディネーター役：鷹野克彦氏・増田正義氏・桐山美智子氏・萩原康子氏・
海野千秋氏・長谷部博美氏・川手トシ子氏・井上隆子氏・
川手富美男氏（９名）
ボランティア役
：コーディネーター役以外の全員

15:00
～15:30

⑧意見交換・反省会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ
横須賀災害ボランティアネットワーク
海野千秋 氏

15:30
～15:40

⑨次回（12/12）のシミュレーションのＡ班・Ｂ班の班わけをスタッフ含め行います
⑩閉講、次回連絡等：司会者・・・・・・・・・・・・・・・・・・海野千秋 氏

海野千秋 氏

■２日目
受付
9:30～

10:00
～10:45

青いベスト・赤いベストを配布します。（会場 ５Ｆホール）
青いベスト・・・Ａ班
赤いベスト・・・Ｂ班
※今回初めて受講される方々へは、青いベストを配布します。

⑪横須賀市地域防災計画について
横須賀市市民安全部危機管理課

10:45
～11:15

⑫前回の復習とシミュレーション訓練の役割分担
※役割分担
・リーダー１名
・サブリーダー１名
・４つの係（①ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受付・登録係、②ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ待機・ﾏｯﾁﾝｸﾞ・
送り出し係、③資機材渡し係、④フォローとケア係）
・４つの係の班長
横須賀災害ボランティアネットワーク 海野千秋 氏

11:15
～12:15

⑬第１回目 災害時ボランティアセンターシミュレーション訓練
Ａ班：ボランティア役
・スタッフの指示に従いボランティアセンターの流れの確認をします。
その後、ボランティア役の説明をし時間まで待機します。
Ｂ班：コーディネーター役（災害時ボランティアセンター設営準備）
※リーダーやサブリーダーを中心にしながら進めます。
・机やいすなどを利用し、センターのレイアウトをつくります
・看板や掲示板を作成し、表示を行います(紙やペンはあります)
・必要な様式（用紙）を確認します
講師
横須賀災害ボランティアネットワーク 海野千秋 氏

12:15
～13:15

休憩

13:15
～14:30

⑭第２回目 災害時ボランティアセンターシミュレーション訓練
Ａ班：コーディネーター役（災害時ボランティアセンター設営準備）
※リーダーやサブリーダーを中心にしながら進めます。
・机やいすなどを利用し、センターのレイアウトをつくります
・看板や掲示板を作成し、表示を行います(紙やペンはあります)
・必要な様式（用紙）を確認します
※今回、初めての受講される方々が主にコーディネーター役を行います。
Ｂ班：ボランティア役
・スタッフの指示に従いボランティアセンターの流れの確認をします。
その後、ボランティア役の説明をし時間まで待機します。
講師
横須賀災害ボランティアネットワーク 海野千秋 氏

14:30
～14:40

休憩

14:40
～15:15

⑮ボランティアセンターシュミレーションについての振り返り・・・・・・・Ｐ
（小グループにわけ、Ａ班の人、Ｂ班の人がお互いにどんなことを感じたか話し合います)
横須賀災害ボランティアネットワーク 海野千秋 氏

15:15
～15:30

⑯災害時ボランティアセンターコーディネーター養成講習会スタッフのお願い
※今後の活動についての紹介と当養成講習会のスタッフでの参加のお願いです。

15:30
～15:45

⑰修了証の授与
（資料）修了者登録票・・・・・最後に提出してください
※「修了者登録票」の記載は任意ですが、今後の活動に活かすためご協力願います。
⑱横須賀災害ボランティアネットワーク加入のご案内

15:45
～15:55

⑲開会：司会者より
主催者閉会のあいさつ（予定）
・横須賀災害ボランティアネットワーク
・神奈川災害ボランティアネットワーク

氏
氏

■修了証について
２日間のカリキュラムを修了した方には修了証を交付し、修了者名簿を横須賀市社会福祉協議会ボラ
ンティアセンターに保管します。

■欠席等の連絡
よこすかボランティアセンターへ電話・ＦＡＸ・メールのいずれかにて連絡下さい。
電話番号
０４６－８２１－１３０３ ＦＡＸ番号 ０４６－８２４－８１１０
メール
shakyo-v@abox22.so-net.ne.jp 担当 平野友康

参考）災害時ボランティアセンターコーディネーター養成講習会について
この講習会は、横須賀災害ボランティアネットワークが横須賀市の市民協働推進事業の一環でありま
す「企画提案型市民協働モデル事業」に応募し、平成１８年から平成２０年までの３ヶ年実施をしまし
た。
この３年間で２０４名の方が講習会を修了しました。
現在、このモデル事業は終了しましたが、引き続き横須賀災害ボランティアネットワークの自主事業
として「災害時ボランティアセンターコーディネーター養成講習会」を実施し、多くの方がコーディネ
ーターとして災害時に活動できるよう育成しています。

参考）横須賀災害ボランティアネットワークについて
１９９７年６月に（福）横須賀市社会福祉協議会よこすかボランティアセンターを事務局として設立。
災害時に備えて平常時から異なる立場のボランティア団体間の相互交流をはかり「顔の見える関係」づ
くりを行うことを目的に活動を行っています。
横須賀災害ボランティアネットワークは平成９年に起きた三国町の重油流出事故や昨年の新潟県中
越地震など、他地域で災害が発生した時に災害救助に向かうなど、防災活動だけでなく災害救援活動に
も協力できるなどの体制づくりや、災害機具の活用や災害時のボランティアコーディネーターとしての
活動できるような人材の育成などを行っています。
連絡先
電話番号
０４６－８２１－１３０３ ＦＡＸ番号 ０４６－８２４－８１１０
（福）横須賀市社会福祉協議会よこすかボランティアセンター 内

ＭＥＭＯ

