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月 日 地区 内容 区分 場所 人員・人数

1 9 神奈川 神奈川県教職員5年経験者研修へ講師派遣（16,21,23） 演習 神奈川県総合教育センター善行庁舎 講師・FT延べSL72名派遣

15 埼玉 埼玉県地区運営委員会（定例会） 会議 武蔵浦和サウスピア 5名出席

16 東京 第10回SL防災談話室＠mansion 研修 千代田区かがやきプラザ 6名参加

11 東京 運営委員会 会議 千代田区かがやきプラザ 委員13名出席

18 東京 小平市小川公民館防災講座へ講師派遣(25) 受託 小川公民館 天寺

19 千葉 鎌ケ谷防災講演会/NPO鎌ケ谷jumpupの会へ講師派遣 受託 鎌ケ谷市まなびぃプラザ 天寺

21 千葉 千葉県地区運営委員会（定例会） 会議 千葉市中央区保健福祉センターきぼーる 10名出席

26 千葉 千葉県地区2018年活動報告会・講演会 会議 千葉市中央区保健福祉センターきぼーる 22名出席

29 神奈川 神奈川県立城郷高校DIG事業講師派遣 受託 県立城郷高校 講師・FT SL20名派遣

2 1 東京 第39回理事会 会議 本部事務局 濱田・一政・片桐・古池・若笠・天寺

1 東京 運営委員会 会議 千代田区かがやきプラザ 委員12名出席

1 神奈川 神奈川県地区2018年活動報告会 会議 かながわ県民サポートセンター 22名出席

2 埼玉 杉戸町協働型訓練 訓練 杉戸ピア 今回参加なし

4 神奈川 神奈川県立厚木北高校DIG事業へ講師派遣 受託 県立厚木北高校 水島、高松、一政

8 千葉 船橋市図上訓練へ参加 訓練 船橋市役所 片桐、天寺

19 神奈川 厚木法人会防災講演会へ講師派遣 受託 厚木市商工会館 濱田・宮本

23 千葉 千葉県広域災害VC訓練に協力 研修 西部防災センター SL5名参加

24 埼玉 春日部金崎防災講座へ講師派遣 受託 金崎集会所 SL4名参加

24 埼玉 川口防災フェア―に参加 展示 川口リリア SL2名参加

24 千葉 八街市総合防災訓練に参加 展示 八街市交進小学校 印旛ネット2名参加

27 東京 監査 会議 本部事務局 水島、沼野、天寺、仁藤

3 1 東京 第40回理事会 会議 本部事務局 濱田、一政、若笠、天寺

1 東京 運営委員会 会議 千代田区かがやきプラザ 委員11名出席

9 千葉 竹宵の集い・防災ワークショップへ講師派遣 受託 我孫子市 我孫子ﾈｯﾄ7名、天寺

10 神奈川 戸塚防災フェスティバルに参加 訓練 戸塚区総合庁舎 横浜ﾈｯﾄ7名参加

11 千葉 千葉県地区運営委員会（定例会） 会議 千葉市中央区保健福祉センターきぼーる 5名出席

13 東京 第11回SL防災談話室＠mansion 研修 富士見区民館 12名参加

14 埼玉 埼玉地区運営委員会（定例会） 会議 武蔵浦和サウスピア 6名出席

15 神奈川 神奈川県立厚木北高校DIG事業へ講師派遣 受託 県立厚木北高校 石丸、山口、松川

16 神奈川 座間市医療介護連携事業へ講師派遣 受託 サニープレイス 濱田

22 神奈川 神奈川県立茅ヶ崎北陵高校DIG事業へ講師派遣 受託 県立茅ヶ崎北陵高校 水島、FT14名派遣

23 東京 第6回定時社員総会、「スフィア基準基本のき」講演会 会議 市ヶ谷TKPカンファレンスセンター 60名出席

28 千葉 館山市社協災害VC研修へ講師派遣 受託 館山市コミュニティーセンター 片桐、平田

30 神奈川 横浜市港北区篠原地区センター防災研修へ講師派遣 受託 篠原地区センター 宮川

4 5 東京 第41回理事会 会議 本部事務局 濱田、一政、片桐、若笠、天寺

5 東京 運営委員会 会議 千代田区かがやきプラザ 委員13名出席

20 神奈川 かながわ・よこはま防災ギャザリング講演会 研修 かながわ県民サポートセンター 澤野委員長/30名出席

5 8 東京 第12回SL防災談話室＠mansion 研修 千代田区麹町区民館 14名参加

9 会議 運営委員会 会議 千代田区かがやきプラザ 委員12名出席

11 神奈川 かながわ・よこはま防災ギャザリング 訓練 横浜市民防災センター・沢渡中央公園 来場者560名

16 埼玉 埼玉県地区運営委員会（定例会） 会議 武蔵浦和サウスピア 6名出席

20 千葉 千葉レスキューライオンズクラブ防災研修へ講師派遣 受託 船橋グランドホテル 天寺

21 千葉 千葉県地区運営委員会（定例会） 会議 千葉市中央区保健福祉センターきぼーる 11名出席

26 千葉 千葉県ネット春季合同研修（講義） 研修 船橋市中央公民館 25名参加

26 埼玉 防災フェア―見学 訓練 越谷レイクタウン SL4名参加

28 千葉 勝浦社協災害VC研修へ講師派遣 受託 勝浦市役所 天寺

30 東京 2019年度防災啓発中央研修会（31） 研修 ニッショーホール

6 7 東京 運営委員会 会議 千代田区かがやきプラザ 委員13名出席

13 神奈川 防災教育担当教員DIG研修へ講師派遣(26,27) 受託 神奈川県総合教育センター善行庁舎 SL7名派遣

21 東京 第２消防方面本部ハイパーレスキュー隊見学 訓練 第二消防方面本部 たかしま災害支援VN、SL4名参加

20 神奈川 神奈川県立茅ヶ崎北陵高校DIG事業へ講師派遣 受託 県立茅ヶ崎北陵高校 水島、FT12名派遣

23 東京 第３回SL全体ミーティング 研修 千代田区かがやきプラザ SL40名参加

29 埼玉 吉川市民フェアにて展示 展示 吉川市民センター 参加者4名

30 千葉 地域防災リーダー基礎講座事業へ講師派遣 受託 千葉県消防学校防災研修センター 片桐・平田

7 5 東京 第42回理事会 会議 本部事務局 濱田・一政・片桐・古池・若笠・天寺

5 東京 運営委員会 会議 千代田区かがやきプラザ 委員9名出席

8 千葉 千葉県地区運営委員会（定例会） 会議 千葉市中央区保健福祉センターきぼーる 9名出席

10 東京 第13回SL防災談話室＠mansion 研修 千代田区富士見区民館 17名参加

11 兵庫 兵庫県立大学防災教育プログラム事業へ講師派遣 受託 兵庫県立大学 天寺

12 神奈川 津久井高校防災教育へ講師派遣（13） 受託 津久井高校 県央ネット

13 神奈川 災害Vスタッフ養成講座＠小田原（20） 研修 神奈川県小田原合同庁舎 田中

13 神奈川 白幡小学校拠点運営委員会HUG研修へ講師派遣 受託 白幡小学校 一政

13 埼玉 彩の国会議 会議 県防災センター 若笠

14 神奈川 「災害時トイレ実践入門」研修会＠湘南 大磯ふれあい会館 SL30名参加

16 千葉 県立銚子商業高校防災教育基礎講座へ講師派遣 受託 県立銚子商業高校 清藤

18 埼玉 埼玉県地区運営委員会（定例会） 会議 武蔵浦和サウスピア 5名出席
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30 神奈川 県立金沢養護学校DIG事業へ講師派遣 受託 県立金沢養護学校 石丸、一政、水島、海野、山本、田中

31 神奈川 県立鶴見養護学校DIG事業へ講師派遣 受託 県立鶴見養護学校 葉木、一政、松川

8 3 埼玉 日本工業大学救命講習へ講師派遣 訓練 日本工業大学 若笠、中嶋、山口、高木、森井、濱口

9 神奈川 東北災害遺構見学バスツアー（～11） 支援 石巻市・女川町・南三陸町・陸前高田市・遠野市 21名参加

19 会議 千葉県地区運営委員会（定例会） 会議 千葉市中央区保健福祉センターきぼーる 8名

24 訓練 船橋市総合防災訓練外国人宿泊・避難所運営訓練（25） 訓練 船橋中学校 SL17名参加

26 埼玉 埼玉地区運営委員会・臨時活動企画会議 会議 武蔵浦和サウスピア 6名出席

31 訓練 ビックレスキューかながわ 訓練 伊勢原市総合運動公園 KSVN173名

9 1 訓練 九都県市合同防災訓練・千葉県会場に参加 訓練 高瀬町下水処理場管理棟 SL35名参加

6 東京 第43回理事会 会議 本部事務局 濱田・一政・片桐・若笠・天寺

6 東京 運営委員会 会議 千代田区かがやきプラザ 委員10名参加

7 埼玉 こども大学＠かすかべ　講師派遣 受託 共栄大学 若笠、大道寺、天寺

11 東京 第14回防災談話室＠mansion 研修 千代田区富士見区民館 10名参加

12 千葉 ★台風15号災害対応/千葉県災害VC立上（～10/11） 支援 千葉県内（県社協・南房総市・富津市） 千葉県ネット・神奈川県ネット・専修大学SKV

15 東京 東京都ぼうさいフェスタ2019へ出展（16） 展示 二子玉川公園 SL8名参加

20 埼玉 埼玉県地区運営委員会（定例会） 会議 武蔵浦和サウスピア 6名出席

28 千葉 流山市社協災害ボランティア入門講座講師派遣（10/26） 受託 流山市社協 岡部

30 東京 SL企画セミナーDIG指導者研修（10/7,21） 研修 千代田区かがやきプラザ 講師・参加SL19名参加

10 4 東京 運営委員会 会議 千代田区かがやきプラザ 委員8名出席

4 埼玉 埼玉県地区運営委員会（定例会） 会議 武蔵浦和サウスピア 5名出席

4 神奈川 県立座間高校防災教育宿泊訓練 訓練 県立座間高校 学校関係者45名　SL等10名　地域6名

5 神奈川 愛川ふれあいの村親子で防災キャンプ（～6） 訓練 愛川ふれあいの村 山内、濱田、

12 千葉 ★台風19号災害対応/千葉県災害VC（～10/25） 支援 千葉県内（県社協・南房総市・富津市） 千葉県ネット・神奈川県ネット

15 東京 第44回理事会 会議 本部事務局 濱田・一政・片桐・古池・若笠・天寺

19 千葉 船橋市地域防災リーダー養成講座講師派遣 受託 船橋市役所 SL延べ28名

23 埼玉 彩の国会議 会議 県防災センター 若笠

24 神奈川 県立横浜清陵高校DIG事業講師派遣 受託 県立横浜清陵高校 松川、宮川、高松

24 東京 足立区男女共同参画プラザ災害対策出前講座 受託 足立区立千住双葉小学校 三澤

25 千葉 ★10.25豪雨災害対応/千葉県災害VC（～11/29） 支援 県社協・長柄町・佐倉市、他 船橋ネット・専修大学SKV

27 埼玉 飯能市美杉台自治会防災訓練支援 訓練 美杉台小学校 SL5名参加

28 神奈川 県立高浜高校DIG事業講師派遣 受託 県立高浜高校 水島、秋富、山本、松川、鈴木、工藤、神田、一政

29 東京 第3回住環境・生活環境/アレルギーEXPO2019（30） 展示 新宿京王プラザホテル SL13名参加

11 1 東京 第45回理事会 会議 本部事務局 濱田・一政・片桐・古池・若笠・天寺

1 東京 運営委員会 会議 本部事務局 委員12名出席

11 千葉 千葉県地区運営委員会（定例会） 会議 千葉市中央区保健福祉センターきぼーる 8名出席

13 東京 第15回防災談話室＠mansion 研修 千代田区富士見区民館 17名参加

14 神奈川 藤沢清流高校防災授業講師派遣 受託 藤沢清流高校 濱田・佐々木・矢吹

17 神奈川 四季の森公園防災フェア 展示 県立四季の森公園 SL6名参加

18 神奈川 県立湘南高校DIG事業講師派遣 受託 県立湘南高校 葉木、FT11名派遣

20 埼玉 埼玉県地区運営員会（定例会） 会議 武蔵浦和 6名参加

27 千葉 横芝光町日吉地区社協防災講座 受託 横芝光町民会館 平田

12 2 東京 SL企画セミナー初心者のためのDIG演習（17,18） 研修 千代田区かがやきプラザ 講師・参加SL20名参加

5 東京 第46回理事会 会議 本部事務局 濱田・一政・片桐・古池・若笠・天寺

5 東京 運営委員会 会議 千代田区かがやきプラザ 委員12名出席

6 千葉 ★千葉県災害VC閉所 支援

8 神奈川 厚木法人会荻野支部防災講演会 受託 厚木市荻野公民館 濱田

12 神奈川 県立厚木北高校DIG事業講師派遣 受託 県立厚木北高校 水島、市野、一政

14 神奈川 「いざという時人はどうなる‐緊急時の心理学」講演会＠湘南 研修 磯町健康保健センター SL35名参加

16 神奈川 県立茅ヶ崎高校DIG事業講師派遣 受託 県立茅ヶ崎高校 SL8名派遣

区分表示
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

会合などを含む会議
支援 被災地・復興地支援活動

※このほかにも各地域で活動をしていますが、本部および県域での活動を主に掲載しています。

訓練
研修
受託 外部からの受託事業
展示 防災啓発活動など


