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月 日 地区 内容 区分 場所 参加者・参加人数

1 6 東京 運営委員会 会議 本部事務局 濱田･石丸･岡部･沖津･木村･葉木･森･若笠･天寺

6 神奈川 神奈川県立新城高校DIG事業へ講師派遣 演習 新城高校 佐藤・秋富・工藤

10 千葉 千葉県地区運営委員会 会議 稲毛区保健福祉センター 坂内･片桐･古池･石橋･岡部･木村･沼野･佐藤･天寺

21 千葉 千葉県地区活動報告会 会議 船橋市西部公民館 16名

24 神奈川 神奈川県教職員5年経験者研修へ講師派遣（25,27,30） 演習 神奈川県総合教育センター善行庁舎 講師・ﾌｧｼﾘﾃｰﾀー72名（延べ人数）

31 神奈川 神奈川県立城郷高校DIG事業へ講師派遣 演習 城郷高校 講師8名、ファシリ13名

2 1 神奈川 神奈川県地区活動報告会 会議 かながわ県民サポートセンター 20名

3 東京 第23回理事会 会議 本部事務局 濱田･片桐･古池･森･天寺

3 東京 運営委員会 会議 本部事務局 濱田･石丸･岡部･沖津･片桐･木村･葉木･森･天寺

3 埼玉 協働型災害訓練in杉戸(4) 演習 杉戸町 SLネット埼玉

9 神奈川 神奈川ボラジェット熊本たい焼き支援 支援 阿蘇町・益城町 濱田・佐藤(晃)・稲穂･天寺

23 埼玉 埼玉県地区活動報告会 会議 武蔵浦和サウスピア 7名

24 千葉 千葉県災害ボランティアセンター運営者研修（27） 研修 千葉県社会福祉センター 6名

28 東京 ＮＨＫ番組情報技術展 研修 ＮＨＫ放送センター 11名

3 1 東京 監査 会議 本部事務局 水島・菅・天寺

3 東京 第24回理事会 会議 本部事務局 濱田・片桐・古池・天寺

3 東京 運営委員会 会議 本部事務局 濱田･石丸･岡部･沖津･片桐･木村･葉木･若笠･天寺

9 神奈川 藤沢市社協講演会「被災地における地域団体・地域住民活動の実際」 研修 藤沢商工会館ミナパーク 葉木

11 神奈川 二宮町防災講演会〜”自助力”アップを目指す防災づくり〜 研修 二宮町町民センター 葉木

13 千葉 千葉県地区運営委員会 会議 稲毛区保健福祉センター 坂内・片桐・木村・岡部・沼野・清藤・鈴木・天寺

15 東京 内閣府立入検査 会議 本部事務局 濱田・天寺

15 神奈川 神奈川県立菅高校DIG事業へ講師派遣 演習 菅高校 一政・佐藤・高松

23 神奈川 神奈川県立茅ヶ崎北陵高校DIG事業へ講師派遣 演習 茅ヶ崎北陵高校 一政・水島、ファシリ26名

25 東京 第4回定時社員総会・防災講演会 会議 市ヶ谷TKPｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 61名出席（書面議決377件）

4 7 東京 第25回理事会 会議 本部事務局 濱田・片桐・古池・天寺

7 東京 運営委員会 会議 本部事務局 濱田･石丸･岡部･沖津･片桐･木村･葉木･若笠･天寺

8 埼玉 埼玉県ネット実技研修(家具転倒防止･飛散防止） 研修 小泉工房 8名

22 神奈川 防災ギャザリング2017＠講演会＆ワークショップ 講演 かながわ県民サポートセンター SLネット神奈川

26 埼玉 埼玉県地区定例会 会議 武蔵浦和サウスピア 7名

5 8 千葉 千葉県地区運営委員会 会議 千葉市中央区保健福祉センターきぼーる 坂内・片桐・古池・木村・岡部・沼野・清藤・鈴木・天寺

12 東京 運営委員会 会議 本部事務局 濱田･石丸･古池･木村･葉木･若笠･天寺

13 神奈川 防災ギャザリング2017＠実技体験会 演習 横浜市民防災ｾﾝﾀｰ・沢渡公園 SLネット神奈川

21 千葉 千葉県SLネットワーク10周年記念行事 講演 千葉市ビジネス支援センターQi-ball 27名

26 東京 第2回災害時の連携を考える全国フォーラム（27） 研修 国際ﾌｧｯｼｮﾝｾﾝﾀｰKFCホール 片桐

6 2 東京 運営委員会 会議 本部事務局 石丸･沖津･片桐･木村･古池･葉木･若笠･天寺

4 埼玉 埼玉県ネット実技研修(避難用具･災害食） 研修 小泉工房 4名

15 千葉 千葉県生涯学習大学校外房学園へ講師派遣 演習 外房学園 沼野・市原ネット

20 神奈川 平成29年度ＤＩＧ研修（防災担当者教員対象）へ講師派遣 演習 神奈川県総合教育センター 一政・石丸・佐藤・松川・水島・葉木

20 埼玉 埼玉県災害V団体意見交換会 会議 埼玉県危機管理防災センター 若笠・天寺

22 千葉 千葉県災害ボランティアセンター連絡会 会議 日本赤十字千葉県支部 片桐･天寺

24 東京 第2回SL全体合同訓練in有明 訓練 東京臨海広域防災公園 48名参加

27 東京 SL企画セミナー：要配慮者トリアージ① 研修 ちよだプラットフォームスクエア 32名参加

7 4 東京 SL企画セミナー：要配慮者トリアージ② 研修 ちよだプラットフォームスクエア 32名参加

6 神奈川 H28年度神奈川県DIG事業振り返り会 会議 かながわ県民サポートセンター 12名参加

7 東京 運営委員会 会議 本部事務局 濱田･石丸･沖津･岡部･木村･葉木･若笠･天寺

9 埼玉 吉川市市民フェアー参加 演習 吉川市民サービスセンター 星野･森井･若笠

10 千葉 千葉県地区運営委員会 会議 千葉市中央区保健福祉センターきぼーる 坂内･片桐･鈴木･岡部･沼野･木村･天寺

12 東京 SL防災談話室＠mansion 研修 ちよだプラットフォームスクエア 12名参加

14 神奈川 神奈川県立柏陽高校DIG事業へ講師派遣 演習 柏陽高校 水島･工藤･沖津

14 神奈川 津久井高校宿泊訓練へ講師派遣 訓練 津久井高校 濱田・石丸・一政・矢吹・橋口・宮本

18 東京 SL企画セミナー：要配慮者トリアージ③ 研修 ちよだプラットフォームスクエア 30名

19 埼玉 埼玉県地区定例会 会議 武蔵浦和サウスピア 7名

21 神奈川 県立菅高校DIG事業へ講師派遣 演習 菅高校 佐藤･石井･小屋

25 神奈川 横浜市藤が丘地区センター防災研修へ講師派遣 研修 藤が丘地区センター 一政・横浜ネット

8 2 埼玉 日本工業大学救命講習へ講師派遣 演習 日本工業大学 8名

10 千葉
千葉県災害ボランティアセンター連絡会
県災害VC運営マニュアル策定作業部会

会議  日本赤十字千葉県支部千葉県社協 片桐･天寺

12 埼玉 避難生活実践キャンプ（13） 訓練 鷺山ＢＳキャンプ場 13名

23 神奈川 神奈川県立氷取沢高校DIG事業へ講師派遣 演習 氷取沢高校 一政･神田･工藤

24 神奈川 神奈川県立大楠高校DIG事業へ講師派遣 演習 大楠高校 松川･一政･長嶋

28 神奈川 神奈川県立伊勢原高校DIG事業へ講師派遣 演習 伊勢原高校 石丸･工藤･水島

26 千葉 九都県市合同防災訓練･千葉県会場（匝瑳市） 訓練 そうさ記念公園・ふれあいセンター 木下･沓澤･小池･布施･根岸･木村()･木村(孝)･泉川･天寺

27 千葉 九都県市合同防災訓練・千葉市会場（緑区） 訓練 緑区昭和の森公園、他 千葉市SLネット

30 埼玉 彩の国会議へ参加 会議 埼玉県危機管理防災センター 若笠･寺田

9 1 神奈川 九都県市合同防災訓練･神奈川県会場 訓練 小田原市酒匂川河川敷

7 東京 SL企画セミナー：要配慮者トリアージ④ 研修 ちよだプラットフォームスクエア 24名

8 東京 第26回理事会 会議 本部事務局 濱田・片桐・古池・天寺

8 東京 運営委員会 会議 本部事務局 濱田･岡部･片桐･木村･古池･葉木･宮川･若笠･天寺

8 神奈川 神奈川県立秦野総合高校DIG事業 演習 秦野総合高校 石丸、古家、山田
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11 千葉 千葉県地区運営委員会 会議 千葉市中央保健福祉センターきぼーる 坂内･岡部･木村･沼野･鈴木･平山･佐藤･天寺

13 東京 SL防災談話室＠mansion 研修 麹町区民館一番町 13名参加

20 東京 千代田区男女共同参画センター防災講座 研修 千代田区男女共同参画センターMIW 天寺

22 埼玉 埼玉県地区定例会 会議 武蔵浦和サウスピア ７名

26 千葉 千葉県生涯大学校外房学園へ講師派遣 研修 外房学園 清藤

10 6 東京 第27回理事会 会議 本部事務局 濱田・片桐・古池・天寺

6 東京 運営委員会 会議 本部事務局 濱田･石丸･岡部･片桐･木村･古池･葉木･宮川･若笠･天寺･一政

10 東京 災害時の住環境･生活環境EXPO2017（11） 展示 新宿京王プラザ 濱田･石丸･若笠･宮本･木村･天寺･仁藤

13 神奈川 神奈川県立高浜高校DIG事業へ講師派遣 演習 高浜高校 岡崎･山田(利)･水島

18 神奈川 神奈川県立上鶴間高校DIG事業へ講師派遣 演習 上鶴間高校 葉木･一政･山田(利)

18 埼玉 彩の国会議へ参加 会議 埼玉県危機管理防災センター 若笠･寺田

20 神奈川 神奈川県立茅ヶ崎高校DIG事業へ講師派遣 演習 茅ヶ崎高校 水島･秋富･田中(栄)

20 神奈川 神奈川県ネット野外合宿訓練（21）　※悪天候で中止

26 神奈川 神奈川県立金井高校DIG事業へ講師派遣 演習 金井高校 佐藤･沖津･松原

29 神奈川 大和市社協災害VC運営スタッフ養成講座（11/19,12/10） 演習 大和市社協 濱田･宮本･露木

11 6 千葉 千葉県地区運営委員会 会議 千葉市中央区保健福祉センターきぼーる 坂内･片桐･古池･木村･岡部･木村･沼野･清藤･天寺

8 東京 SL防災談話室＠mansion 研修 麹町区民館 11名

9 東京 第28回理事会 会議 本部事務局 濱田・片桐・古池・天寺

10 東京 運営委員会 会議 本部事務局 濱田･石丸･岡部･木村･葉木･若笠･天寺

12 千葉 千葉県ネット秋季視察研修 研修 旭･匝瑳・山武を視察 22名参加

13 神奈川 神奈川県立神奈川工業高校DIG事業へ講師派遣 演習 神奈川工業高校 一政･田中(喜)･為我井

17 神奈川 神奈川県立小田原東高校DIG事業へ講師派遣 演習 小田原東高校 田中(英)･石丸･佐藤(元)

18 埼玉 埼玉県ネット立川防災館研修 研修 立川防災館 8名

21 埼玉 埼玉県地区定例会 会議 武蔵浦和サウスピア 7名

24 神奈川 神奈川県立相模向陽館高校DIG事業へ講師派遣 演習 相模向陽館高校 松川･高松･水島･一政

26 千葉 船橋市地域防災リーダー養成講座 演習 船橋市役所 船橋SLネットワーク

28 東京 連続講座私の防災ことはじめ第２回目「わたしと地域がつながる防災」 演習 東久留米市民プラザホール 仁藤

29 神奈川 神奈川県立藤沢養護学校DIG事業への講師派遣 演習 藤沢養護学校 葉木

12 1 東京 第29回理事会 会議 本部事務局 濱田・片桐・古池・天寺

1 東京 運営委員会 会議 本部事務局 濱田･石丸･岡部･片桐･木村･葉木･若笠･天寺

2 埼玉 埼玉県ネット研修(災害VC支援訓練） 訓練 小泉工房 6名

4 東京 SL企画セミナー：初心者のためのDIG演習① 研修 かがやきプラザ 18名+スタッフ6名

8 神奈川 神奈川県立神奈川総合産業高校DIG事業へ講師派遣 演習 神奈川総合産業高校 石丸･高松･長嶋

9 千葉 災害支援団体合同の水防訓練 訓練 松戸排水機場 SL9名参加

11 東京 SL企画セミナー：初心者のためのDIG演習② 研修 かがやきプラザ 19名+スタッフ6名

12 神奈川 神奈川県立平塚湘風高校DIG事業へ講師派遣 演習 平塚湘風高校 水島･一政･秋富

14 神奈川 神奈川清流高校防災授業 演習 藤沢清流高校 ZSVN

18 東京 SL企画セミナー：初心者のためのDIG演習③ 研修 かがやきプラザ 18名+スタッフ6名

19 神奈川 神奈川県立多摩高校DIG事業へ講師派遣 演習 多摩高校 佐藤(元)･小屋･一政

22 神奈川 神奈川県立茅ヶ崎高校DIG事業(教員)へ講師派遣 演習 茅ヶ崎高校 水島･岡崎･秋富

22 神奈川 神奈川県立上矢部高校DIG事業へ講師派遣 演習 上矢部高校 一政･宮川･石井

26 千葉 千葉県災害VC運営マニュアル策定検討部会 会議 千葉県社協 片桐･天寺

1 15 東京 SL企画セミナー：初心者のためのDIG演習④ 研修 かがやきプラザ 15名+スタッフ6名

区分表示
講話を中心とするもの
ワークショップを中心とするもの
実技を伴い、技を身に付けるもの
SL会員向けの内部勉強会・見学会など
会合などを含む
被災地・復興地支援活動

講座
演習
訓練
研修
会議
支援


