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令和 4 年 4 月 8 日

公益社団法人 SL 災害ボランティアネットワーク
運営委員会議事録(4 月期)
【実施日】2022 年 4 月 8 日（金）14:00～17:00
【出席者】(敬称略)
市野、一政、片桐、北見、木村、佐藤、髙木、髙橋、葉木、畑、三澤、若笠
顧問：濱田
事務局：天寺、濱口
澤野 推進委員会委員長
【場所】
かがやきプラザ
1.

片桐代表理事

挨拶

今年度から代表理事となりました。何卒よろしくお願い申し上げます。SL ネットは沢山の
地域で活動をしています。地域での活動の違いを分かった上で情報交換し取り入れられるも
のを取り入れながら活動をより充実させてほしいです。
2.

澤野推進委員会委員長

委員会報告

同日推進委員会の定期委員会が開催された。推進委員会事業である SL 認定事業も震災編以外
の新しい講座開講についても準備を進めている。開講の際には SL ネット会員にも受講をして
ほしい。
3.

各委員から自己紹介
総会後、はじめての運営委員会ということで各委員の自己紹介を実施。
ニュースレター132 号で別紙にて理事・運営委員の自己紹介文を同封する。

4.

公益社団 SL 災害ボランティアネットワーク報告・議案
巻末添付_「運営委員会議事次第」を参照。

（1） 第 9 回定時社員総会
2022 年 3 月 26 日(土)
市ヶ谷 TKP カンファレンスセンター

カンファレンスルーム 3C（60 席）

当日出席者：23 名、委任状提出者：365 名＝有効な議決権数：388 件
正会員数 600 名、2022 年納入者 501 名（3 月 25 日時点）
総会実施報告についてはホームページ参照のこと。
（2） 2022 年 SL ネット加入者一覧表の報告
2022 年納入者：523 名（4 月 5 日入金記録迄）
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（3）運営委員会規則・令和 4 年度ボランティア保険の内容確認
運営委員会規則：ホームページにて掲載済
ボランティア保険令和 4 年度本部団体での加入者数：228 名（4 月 5 日時点）
個人で加入している会員含め、活動する会員については保険加入の確認を各地域で
おこなってほしい。また、予め決まった行事に対して補償される保険であるため、
地域活動は年間予定等で文書として起こしておくこと。
（4）今後の年間計画について
1)防災談話室@mansion
木村孝 SL に世話人として運営をいただいたが、今後天寺常務理事が引き継いで
実施していく。
2)SL 全体研修の日程延期について(例年 6 月最終土曜)
7 月 18 日(月・祝)実施予定

内容については現在未定

（5）テーマ別研修会の提案
●防災談話室@mansion のような新たな研修会の企画（ペット避難、女性防災など）
→遠方の会員でも参加しやすいオンライン、また外部向けの企画を実施したい
●DIG インストラクター研修の再開
→一政 SL を代表として今年度中の再開を目指す。
●災害 VC 運営訓練・・・マッチングシステム(JoyLinks)を使った訓練シナリオ計画
→畑 SL を代表として計画していく
その他、専門的な分野の企画を様々な活動をしている SL から募集をかける
4.

地域ネットから報告（年間計画を含めて報告）

⚫ 東京ネット（三澤）
活動予定
・「地域防災啓発展」企画の件
夏頃に専修大学とコラボで出展ができないか調整中
・9/1「防災の日」を中心とした防災週間などで行政が開催する防災行事への参加
・施設見学（気象科学館など）→他県ネット企画へも参加する
・学習会実施
⚫ 埼玉県ネット（若笠）
活動予定
・4/15,16 釜石市視察

先月地震の被害確認

活動報告
・3/6 川口市防災フェア

100 円グッズ展示（髙木）

⚫ 千葉県ネット（代理：濱口）
活動予定
・5/9

地区運営委員会（Zoom）

・5/14

春季合同研修（Zoom） 災害 V 活動図上演習 講師：天寺
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活動報告
・3/7

地区運営委員会（Zoom）

春季研修について

⚫ 船橋ネット（片桐）
活動予定
・4/16 定時総会（中央公民館）
・5/13 松が丘公民館防災講座

避難について

・5/14 定例会
⚫ 我孫子ネット（北見）
活動予定
・男女共同参画についての勉強会、講習会を検討中
⚫ 市浦ネット（木村）
活動予定
・マンション防災 法律問題にスポットを充てて考える
⚫ 神奈川県・横浜ネット（一政）
活動予定
・4 月

役員会

宮川代表と事務局で調整し実施を予定

・10 月 柳島宿泊訓練…水島 SL へ依頼。各ネット実施内容打合せ
・11 月 四季の森公園防災フェア
・防災ギャザリング

時期調整中

⚫ 川崎ネット（佐藤）
活動予定
・4/14 川崎ネット総会

市社協交流室

・4/20 市社協ボランティア団体部会

市社協会議室

活動報告
・3/8 教員向け DIG 研修
・3/16 定例会

進行方法メイン

Zoom

・3/23 市社協ボランティア団体定例会

市社協研修室

・3/24 新城高校運営協議会
⚫ 西湘ネット（市野）
活動予定
・4/12 災害関連死勉強会

小田原 UMECO

講師田中 SL（西湘ネット）

・5/6

講演会 鶴巻公民館

食物アレルギー＆簡単な応急手当

・4/2

講演会 鶴巻公民館

災害時のペットを考える

講師三澤 SL（東京ネット）

講師植田 SL(川崎ネット)
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⚫ 県央ネット（髙橋）
活動予定
・4 月

任)ZSVN 監査・運営委員会、NPO ZSVN 監査・理事会

・5 月

天台地区防災講座

・5/21,22,29

県央相模原講座

・5/28

ざま災害ボランティアネットワーク活動終結総会
同日、NPO 法人ざま災害ボランティアネットワーク 第 1 回定期社員総会

年間計画としてはコロナの影響で例年の 1/4 の規模となっているが、6 月から「まちなか防災塾」
を月 2 回ペースで開講。メンバーの教える力をつける場としても利用する。
⚫ 湘南ネット（葉木）
年間計画は巻末添付を参照
活動予定
・6/18 「火山

もう一度見直そう～富士山噴火が起きたら～」

講師：神奈川県温泉地学研究所 萬年 一剛 主任研究員
ニュースレターにて全会員向けに案内を出す
活動報告
・3/14 湘南ネット総会

【次回の開催日】
2022 年 5 月 13 日(金)

13 時 30 分～運営委員会 Zoom 開催
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公益社団法人 SL 災害ボランティアネットワーク

４月８日運営委員会議事次第
日時：2022 年４月８日（金）

場所:ちよだかがやきプラザ 4 階

時間：14:00～16:30

運営委員メンバー：片桐・一政・(古池)・佐藤・若笠・市野・北見・木村・高木・高橋・葉木・畑・三澤/濱田
事務局メンバー：澤野委員長・天寺・濱口
進行役：事務局 天寺

会議録：事務局 濱口

1.

片桐代表挨拶

2.

各委員から自己紹介（今回のみ） ※NewsLetter132 号へプロフィール紹介用紙を同封

3.

災害救援ボランティア推進委員会活動報告 澤野委員長
➢

4.

配付①澤野委員長_防災事業報告 2022.４.８

理事会報告・議案など

4.1.1. 第 9 回定時社員総会（報告）
日時：2022 年 3 月 26 日（土） 13：30～16：10
会場：市ヶ谷ＴＫＰカンファレンスセンター カンファレンスルーム３Ｃ（60 席）
当日出席者：23 名 委任状提出者：365 名 有効な議決権数：388 件（正会員 600 名、2022
年納入者 501 名/25 日時点）
4.1.2. 2022 年 SL ネット加入者一覧表の報告（濱口）
➢ 配付②_SL ネット加入者一覧表
4.1.3. 運営委員会規則・令和 4 年ボランティア保険の内容確認
➢ 配付③_運営委員会規則
➢ 配付④_ボランティア保険のご案内_R04 年度版
各地域ネットにて、活動する会員の保険加入を確認すること（本部加入者 228 名 4/5 現在）
4.1.4. 今後の年間計画について
➢ 配付⑤_2022 年間計画 0408V
⚫ 防災談話室＠mansion について
⚫ SL 全体研修の日程延期について
例年 6 月最後の土曜を全体研修の日程に充てていたが、日を変えて計画。
現時点では第一候補 7 月 18 日（月・祝）の予定。
4.1.5. テーマ別研修会の提案（片桐代表）
⚫ 防災談話室＠mansion について
⚫ 防災談話室＠～で研修会を企画。（＠ペット避難、＠女性防災・・）
⚫ DIG インストラクター研修の再企画。
⚫ 災害 VC 運営訓練・・・マッチングシステム（JoyLinks）を使った訓練シナリオを計画(畑 SL)
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5.

各委員から 22 年度計画案
東京都ネット（三澤 SL）

⚫

・地域防災啓発展の実施
・「防災の日」を中心とした防災週間などで行政が開催する防災行事への参加
・施設見学会の計画（気象科学館など）
・その他学習会

⚫
➢

埼玉県ネット（若笠 SL）（高木 SL）
配付⑥_埼玉県ネット R4 年活動計画・３月 活動報告

⚫

千葉県ネット（濱口）

⚫

我孫子ネット（北見 SL）・市浦ネット（木村 SL）

⚫

船橋ネット（片桐 SL）

➢ 配付⑦_船橋ネット_R4 年間予定
1. 神奈川県ネット・横浜ネット（一政 SL）
4 月：日時未定 役員会（or 総会）・・・宮川代表調整中（濱口事務局）
10 月：柳島宿泊訓練・・・水島氏に依頼をかける。各ネットと実施内容打合せ
11 月：四季の森公園防災フェア
※ 防災ギャザリング・・・（防災カフェ）
※ DIG 講習（県教委関連）・・・チラシ
※ キッズ防災・・・標準化できないか？
※ Joy Links
2. 川崎ネット（佐藤 SL）
➢ 配付⑧_川崎ネット_22 年 04 月 活動報告
3. 西湘ネット（市野 SL）
➢ 配付⑨_西湘ネット_2022 活動計画書
4. 県央ネット（高橋 SL）
➢ 配付⑩_県央ネット_2022 年度 ZSVN 計画予定表
5. 湘南ネット（葉木 SL）
➢ 配付⑪_湘南ネット_令和 4 年度活動スケジュール
★資料提供・話題提供
特になし
6.

次回予定
2022 年５月１３日(金) 13:30～ Zoom にて実施
※同日 10:00～理事 MTG（Zoom）
次回資料は、4 月の活動報告と 5 月の活動予定を可能な範囲でまとめて、事務局へ事前送付。
以上

