
公益社団法⼈ SL災害ボランティアネットワーク 2020年主な活動⼀覧 2021/03/04理事会承認
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月 日 地区 内容 区分 場所 人員・人数

1 8 東京 第16回SL防災談話室＠mansion 研修 千代田区富士見区民 14名参加

10 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

11 埼玉 埼玉県地区2019年活動報告会 会議 武蔵浦和サウスピア 6名参加

14 神奈川 神奈川県教職員5年経験者研修へ講師派遣（15,20,21） 演習 神奈川県総合教育センター善行庁舎 講師・FT延べSL73名派遣

20 千葉 千葉県地区運営委員会（定例会） 会議 千葉市中央保健福祉センター 12名出席

28 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 SL21名派遣

28 東京 災害救援ボランティア推進委員会25周年記念式典参加 会議 KKRホテル東京

2 1 千葉 千葉県地区2019年活動報告会 会議 千葉市市民活動支援センター 18名出席

3 神奈川 神奈川県地区2019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

3 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 一政、水島

6 東京 第2回内閣府立ち入り検査 会議 本部事務局 濱田・天寺

7 東京 第47回理事会 会議 本部事務局 濱田・一政・片桐・古池・若笠・天寺

7 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

11 東京 令和元年台風被災地支援活動報告会 会議 千代田区かがやきプラザ

14 千葉 千葉県生涯大学校東葛飾学園防災コース講師派遣 受託 東葛飾学園 天寺

22 神奈川 厚木市社協災害VCスタッフ養成講座講師派遣 受託 厚木市社会福祉協議会 濱田・山岡・露木

22 東京 檜原村社協災害ボランティア入門講座 受託 檜原村社会福祉協議会 天寺

3 1 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

1 千葉 八街市総合防災訓練 訓練 石橋

2 東京 監査 会議 本部事務局 水島、沼野、天寺、仁藤

3 東京 第48回理事会 会議 本部事務局 濱田・一政・古池・若笠・天寺、水島、沼野

6 東京 運営委員会（中止）・事務局臨時休業 会議

9 千葉 千葉県地区運営委員会（定例会） 会議 メールによる審議

11 東京 第17回防災談話室＠mansion（延期） 会議

13 神奈川 港北高校防災講話講師派遣（中止） 受託

13 埼玉 埼玉県地区運営委員会（定例会）（中止） 会議

20 東京 第7回定時社員総会 会議 市ヶ谷TKPカンファレンスセンター

20 東京 第49回理事会 会議 市ヶ谷TKPカンファレンスセンター

4 3 東京 第1回理事ミーティング 会議 Zoom開催 濱田・一政・古池・若笠・天寺

3 東京 運営委員会（中止） 会議

7 ★新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言（～5/25）

11 神奈川 かながわ・よこはま防災ギャザリング防災カフェ（中止） 訓練

11 千葉 千葉県防災研修センター事業①地域リーダー（中止） 受託

16 埼玉 埼玉県地区運営委員会（定例会）（中止） 会議

5 2 千葉 千葉県防災研修センター事業②マンション防災（中止） 受託

8 東京 運営委員会 会議 Zoom開催 委員11名出席

9 神奈川 かながわ・よこはま防災ギャザリング体験フェア（延期） 訓練

11 千葉 千葉県地区運営委員会（定例会）（中止） 会議

千葉 千葉県ネット春季合同研修（延期） 研修

6 5 東京 運営委員会 会議 Zoom開催 委員15名出席

19 東京 第50回理事会 会議 Zoom開催 濱田・一政・片桐・古池・若笠・天寺

7 3 東京 運営委員会 会議 Zoom開催 委員16名出席

14 千葉 千葉県地区運営委員会（定例会） 会議 千葉市中央保健センター 13名出席

15 東京 第51回理事会 会議 Zoom開催 濱田・一政・片桐・古池・若笠・天寺

18 神奈川 ★感染症予防ガウン製作開始（～9/30） 支援 座間市広野台プール管理棟 神奈川県ネット

25 千葉 千葉県防災研修センター事業③親子体験教室（中止） 受託

8 3 埼玉 日本工業大学救命講習（中止） 訓練

5 千葉 ★感染症予防ガウン製作開始（～9/11） 支援 柏社協沼南福祉センター 千葉県ネット延べ140名参加

7 東京 運営委員会 会議 Zoom開催 委員15名出席

17 千葉 ★感染症予防ガウンフェイスシールド作成 支援 市原市国分寺公民館 市原ネット延べ6名参加

26 埼玉 ★感染症予防ガウンフェイスシールド作成 支援 武蔵浦和サウスピア 埼玉県ネット5名参加

9 1 訓練 SL全体ミーティング（オンライン） 研修 Zoom開催 SL21名参加

4 東京 第52回理事会 会議 Zoom開催 濱田・一政・片桐・古池・若笠・天寺・山内

4 東京 運営委員会 会議 Zoom開催 委員15名出席

9 東京 第17回防災談話室＠mansion 研修 Zoom開催 13名参加

12 千葉 船橋市地域防災リーダー養成講座（中止） 受託

14 千葉 千葉県地区運営委員会（定例会）（中止） 会議

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 3名出席

10 9 東京 第2回理事ミーティング 会議 Zoom開催 濱田・一政・片桐・古池・天寺

9 東京 運営委員会 会議 Zoom開催 委員13名出席

13 東京 第4回災害時の住環境・生活環境EXPO2020 展示 オンライン開催

13 千葉 ★感染症予防ガウン柏市社協へ寄贈 柏市社協

17 千葉 千葉県防災研修センター事業④防災訓練企画 受託 さわやかちば県民プラザ 片桐、平田

19 千葉 千葉県ネット秋季合同研修会 訓練 千葉市中央保健福祉センター・Zoom開催 会場23名・Zoom５名参加

22 神奈川 県立西湘高校DIG事業講師派遣 受託 県立西湘高校 田中、水島、一政、FT４名派遣

26 神奈川 県立高浜高校DIG事業講師派遣（11/2） 受託 県立高浜高校 水島、葉木、FT延べ12名派遣
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26 神奈川 ★感染症予防ガウン座間市社協へ寄贈 座間市社協

27 神奈川 ★感染症予防ガウン座間市へ寄贈 座間市役所

11 1 千葉 九都県市合同防災訓練・千葉県会場・災害VC情報訓練 訓練 Zoom開催 千葉県災害VC連絡会参加

2 千葉 千葉県防災研修センター事業⑤マンション防災 受託 さわやかちば県民プラザ 濱田

6 東京 第3回理事ミーティング 会議 Zoom開催 濱田・一政・古池・若笠・天寺・沼野

6 東京 運営委員会 会議 Zoom開催 委員15名出席

11 東京 第18回防災談話室＠mansion 研修 Zoom開催 12名参加

16 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 10名出席

18 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、一政

19 東京 2019年度防災啓発中央研修会（20） 研修 ニッショーホール

20 神奈川 神奈川県教職員5年経験者研修へ資料提供 受託

24 埼玉 埼玉県地区運営員会（定例会） 会議 武蔵浦和 6名参加

26 千葉 オンライン災害食講座（公開講座） 研修 Zoom開催 SL14名一般5名参加

27 千葉 流山市立流山東部中学校防災教育講師派遣 受託 流山東部中学校 天寺

28 千葉 千葉県防災研修センター事業⑥DIG 受託 千葉県防災研修センター 市原ネット

12 6 東京 社会デザイン学会学会奨励賞受賞

10 東京 運営委員会 会議 Zoom開催 委員14名出席

11 東京 第53回理事会 会議 Zoom開催 濱田・一政・片桐・古池・若笠・天寺・沼野・山内

17 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

17 神奈川 県立藤沢清流高校防災授業講師派遣 受託 藤沢清流高校 濱田、矢吹、露木

21 千葉 千葉県災害ボランティアセンター連絡会千葉県知事感謝状受賞

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


