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月 日 地区 内容 区分 場所 参加者・参加人数
1 8 東京 第13回理事会 会議 本部事務局 濱田・片桐・坂内・森・天寺

東京 運営委員会 会議 本部事務局 9名
9 神奈川 神奈川県立菅高校DIG事業講師派遣 演習 菅高校 森

12 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 9名
23 千葉 千葉地区活動報告会 会議 稲毛区保健福祉センター 23名
23 神奈川 座間市いっせい防災行動訓練（シェイクアウト・プラス１） 訓練 座間市全域 ZSVN ・かながわSL

2 1 神奈川 神奈川県地区活動報告会 会議 神奈川県⺠ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 20名
3 神奈川 川崎市高津市⺠館防災講座 講座 高津区 露木・濱田・管浪・宮本
4 神奈川 神奈川県総合教育センターDIG事業講師派遣 演習 神奈川県総合教育センター 森・葉木
5 東京 第14回理事会 会議 本部事務局 濱田・片桐・坂内・森・天寺

東京 運営委員会 会議 本部事務局 14名（新旧運営委員交代）
12 東京 全国フォーラム（2/13） 会議 両国 片桐・天寺
20 千葉 木更津市清⾒台公⺠館 災害対策講座 講座 清⾒台公⺠館 川口
21 千葉 八街市総合防災訓練 訓練 八街実住小学校 石橋、印旛SLﾈｯﾄﾜｰｸ
22 千葉 千葉県災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営ﾏﾆｭｱﾙ検討作業部会 会議 千葉県社協 片桐・天寺
23 神奈川 川崎市⿇⽣区市⺠エンパワーメント研修 演習 ⿇⽣市⺠館 ZSVN・秋富・佐藤元男
26 千葉 千葉県災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営者研修 演習 千葉県社協 片桐・天寺

3 2 東京 監査 会議 本部事務局 成瀬・水島・天寺
4 東京 第15回理事会 会議 本部事務局 濱田・片桐・坂内・森・天寺

東京 運営委員会 会議 本部事務局 12名
7 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 ８名
8 第２回定時社員総会議案送付 818件

12 神奈川 四季の森公園防災フェアー 訓練 県立四季の森公園 6名
16 神奈川 神奈川県立新城高校DIG事業講師派遣 演習 新城高校 SL23名
18 千葉 千葉県災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ連絡会会議 会議 日赤千葉県支部 片桐・天寺

千葉県災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営ﾏﾆｭｱﾙ検討作業部会 会議 千葉県社協 片桐・天寺
24 神奈川 神奈川県立伊勢原高校DIG事業講師派遣 演習 伊勢原高校 森、他1名
26 東京 第３回定時社員総会 会議 市ヶ谷TKPｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 59名出席（書面議決308件）

第16回臨時理事会 会議 市ヶ谷TKPｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 濱田・片桐・森・天寺
31 千葉 九十九里町社協災害ボランティア講座 演習 九十九里町社協 坂内

4 1 東京 第17回理事会 会議 本部事務局 濱田・片桐・古池・森・天寺
東京 運営委員会 会議 本部事務局 12名

5 6 東京 第18回理事会 会議 本部事務局 濱田・片桐・古池・森・天寺
東京 運営委員会 会議 本部事務局 11名

9 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 ８名
14 神奈川 防災ギャザリング2016 演習 横浜市⺠防災センター SLネットかながわ
20 東京 SL合同学習会（防災体験学習・自治体総合フェアへの参加） 研修 東京ビックサイト
21 千葉 千葉県地区春季合同訓練 訓練 市川市⺠キャンプ場 20名参加

6 3 東京 運営委員会 会議 本部事務局 13名
12 神奈川 SLネットかながわ・県央ネット発足 会議 海⽼名市⺠活動ｾﾝﾀｰ・ﾋﾞﾅﾚｯｼﾞ 20名
20 神奈川 防災教員を対象とするDIG演習① 演習 神奈川県総合教育ｾﾝﾀｰ 森・一政・石丸・葉木・松川・水島
24 神奈川 神奈川県立旭高校DIG事業講師派遣 演習 旭高校 一政・小屋・森
26 東京 第１回SL全体ミーティング 研修 市ヶ谷TKPｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 63名
28 神奈川 防災教員を対象とするDIG演習② 演習 神奈川県総合教育ｾﾝﾀｰ 森・一政・石丸・葉木・松川・水島
29 神奈川 防災教員を対象とするDIG演習③ 演習 神奈川県総合教育ｾﾝﾀｰ 森・一政・石丸・葉木・松川・水島
30 神奈川 厚木市立睦合中学校DIG事業講師派遣 演習 睦合中学校 森・江間
30 神奈川 体験型防災訓練 ｉｎ 座間（11/26） 訓練 座間市市役所ふれあい広場 ZSVN・SLネット県央

7 1 東京 第19回理事会 会議 本部事務局 濱田・片桐・古池・森・天寺
東京 運営委員会 会議 本部事務局 10名

11 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 ７名
13 神奈川 神奈川県立伊勢原高校DIG事業講師派遣 演習 伊勢原高校 松川・田中・石丸
13 神奈川 海洋研究開発機構の⾒学（情報部会） 研修 海洋研究開発機構・横須賀本部 13名
18 神奈川 神奈川ボランティアジェット支援活動（〜8/5） 支援 熊本県益城町 6名
19 東京 発電機メンテナンス実習 訓練 靖国神社第２駐車場 9名
21 東京 池袋防災館での体験学習会（応急部会） 研修 池袋防災館 7名
24 千葉 東京ドームファシリティーズ防災研修 演習 印⻄市市⺠活動支援センター 石橋、印旛SLﾈｯﾄﾜｰｸ
27 神奈川 神奈川県立神奈川工業高校DIG事業講師派遣 演習 神奈川工業高校 一政・宮川・田中・森
28 神奈川 神奈川県立中央農業高校DIG事業講師派遣 演習 中央農業高校 葉木・海野・江間

8 1 神奈川 神奈川県立藤沢清流高校DIG事業講師派遣 演習 藤沢清流高校 葉木・秋富・森
19 神奈川 神奈川県立中央農業高校DIG事業講師派遣 演習 中央農業高校 葉木･海野･石丸
20 神奈川 清川村社協 災害VCスタッフ養成講座（9/25,10/20） 演習 清川村社協 ZSVN
22 神奈川 神奈川県立鎌倉養護高校DIG事業講師派遣 演習 鎌倉養護高校 葉木･秋富・古家
23 神奈川 神奈川県立相模田名高校DIG事業講師派遣 演習 相模田名高校 石丸･水島･松川
24 神奈川 神奈川県立氷取沢高校DIG事業講師派遣 演習 氷取沢高校 一政･工藤･森
25 神奈川 神奈川県立津久井浜高校DIG事業講師派遣 演習 津久井浜高校 水島･海野･森
25 神奈川 神奈川県立相模向陽館高校DIG事業講師派遣 演習 相模向陽館高校 松川･石丸･江間
27 千葉 九都県市合同防災訓練千葉県会場 訓練 茂原市 20名
28 神奈川 開成町地域リーダー育成研修会 演習 開成町 森
29 神奈川 神奈川県立伊勢原養護高校DIG事業講師派遣 演習 伊勢原市 松川･江間･秋富･田中
31 神奈川 神奈川県立新栄高校DIG事業講師派遣 演習 新栄高校 一政･古家･森
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9 1 神奈川 神奈川県立神奈川工業高校DIG事業講師派遣 演習 神奈川工業高校 一政･森･田中
2 東京 運営委員会 会議 本部事務局 12名
4 東京 東京都葛飾区総合防災訓練 訓練 葛飾区水元公園
7 東京 第20回理事会 会議 本部事務局 濱田･片桐･古池･森･天寺
9 東京 運営委員会 会議 本部事務局 9名

12 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 9名
21 千葉 印⻄市防災講話 講座 印⻄市中央地域交流館 石橋、他3名
29 神奈川 藤沢市まちづくり協会 防災講演会 講座 まちづくり協会ビル 葉木
29 千葉 千葉県⽣涯学習大学外房学園防災講座 講座 ⽣涯大学校 外房学園 茂原市 片桐

10 7 東京 運営委員会 会議 本部事務局 9名
8 神奈川 大和市社協災害VC運営ｽﾀｯﾌ養成講座（11/27） 演習 大和市保健福祉センター ZSVN

18 神奈川 神奈川県立大井高校DIG事業講師派遣 演習 大井高校 田中･秋富･石丸
18 神奈川 神奈川県立上鶴間高校DIG事業講師派遣 演習 上鶴間高校 松川･葉木･塩沢
20 神奈川 神奈川県立大和南高校DIG事業講師派遣 演習 大和南高校 葉木･海野･江間
21 神奈川 SLかながわネット野外宿泊訓練（10/22） 訓練 茅ヶ崎市柳島キャンプ場 SLネットかながわ 22名

11 2 神奈川 小田原総合ﾋﾞｼﾞﾈｽDIG事業講師派遣 演習 小田原総合ビジネス専門学校 田中･秋富･古家
3 千葉 千葉県地区秋季合同研修 研修 稲毛区健康福祉ｾﾝﾀｰ 36名
4 東京 第21回理事会 会議 本部事務局 濱田･片桐･古池･森･天寺

東京 運営委員会 会議 本部事務局 10名
5 千葉 千葉県男女共同参画課・北総地区研修会 講座 成田市男女共同参画センター 坂内
9 神奈川 神奈川県立鶴⾒高校DIG事業講師派遣 演習 鶴⾒高校 水島･森

11 神奈川 公開講演会 津波研究最前線「東日本大震災の教訓と今後の防災」 講座 藤沢市⺠会館 98名
14 千葉 千葉県地区運営委員会 会議 稲毛区健康福祉ｾﾝﾀｰ 9名
20 神奈川 四季の森公園防災フェアー 訓練 県立四季の森公園 7人
22 神奈川 神奈川県立田奈高校DIG事業講師派遣 演習 田奈高校 松川･森
24 神奈川 神奈川県立藤沢清流高校 演習 藤沢清流高校 ZSVN
26 千葉 印⻄だんごまつり（11/27） 訓練 印⻄市市⺠活動支援センター 印旛SLﾈｯﾄﾜｰｸ、4名
28 千葉 白浜中学校防災教育 講座 白浜中学校 坂内・市原SLﾈｯﾄﾜｰｸ
29 神奈川 温泉地学研究所⾒学会（情報部会） 研修 神奈川県温泉地学研究所 7名

12 1 東京 第22回理事会 会議 本部事務局 濱田･片桐･古池･森･天寺
東京 運営委員会 会議 本部事務局 13名

3 神奈川 横浜市南区防災ﾗｲｾﾝｽｽｷﾙｱｯﾌﾟ講習 演習 南区役所 横浜SLﾈｯﾄﾜｰｸ
3 千葉 船橋市地域防災ﾘｰﾀﾞｰ養成講座（17,18） 演習 船橋市役所 船橋SLﾈｯﾄﾜｰｸ
5 東京 インストラクター統一スライド作成会（12/6） 研修 ちよだﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽｸｴｱ 10名

12 神奈川 神奈川県立厚木⻄高校DIG事業講師派遣 演習 厚木⻄高校 水島･東江
18 神奈川 かわさきボランティアタウンフェスタ2016 訓練 川崎市国際交流センター 佐藤、小田部

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

支援 被災地・復興地支援活動

講座
演習
訓練
研修
会議


