第 19 期災害救援ボランティア上級講座
～地域防災インストラクタープログラム～

募 集 要 項
上級講座は、年 1 回開催する SL を対象とする講座です。基礎講座では、防災・災害
の基本的な知識や技術の習得を目指しました。この上級講座では、地域防災インストラ
クターの認定もかね、地域で防災活動を推進していく人材の育成を目的としています。
様々な地域連携プログラムをカリキュラムに組み込み、皆さんが地域防災インストラク
ターとして活動することを想定した講座内容となっています。
昨年からカリキュラムも変わっておりますので、再受講も受け付けております。ご自
分のスキルアップも兼ねて、ぜひご受講ください。

災害救援ボランティア推進委員会（上級講座担当：天寺/仁藤）
東京都千代田区九段北 1-15-2 九段坂ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 3 階
電話：03-6822-9900 / FAX：03-3556-8217 / E-mail：sl@saigai.or.jp

１．上級講座概要



平成 29 年 6 月 3 日（土）・4 日(日)・10 日(土)の 3 日間
9 時 00 分〜17 時 00 分
東京臨海広域防災公園内レクチャールーム
(東京都江東区有明 3‑8‑35（がん研有明病院の隣）)
（ゆりかもめ有明駅徒歩 2 分/りんかい線国際展示場駅徒歩 4 分）
内
容
3 日間とも講義形式になります。（実技体験等はありません）
詳しくは、時間割をご参照下さい。
応募条件
基礎講座を修了し、公益社団法人 SL 災害ボランティアネットに加入
している SL
募集定員
50 人
受講料
16,000 円
認定証の交付
上級ｾｰﾌﾃｨﾘｰﾀﾞｰ認定証・地域防災インストラクター認定証



その他












開催時期
開催時間
開催場所

認定には、全科目の受講と所定の課題提出物が必要です。
補講制度も設けています。

２．講座申込要領



申込期限
申込方法



受付完了まで



平成 29 年 5 月 29 日（月）まで
受講申込書を参考に、電話・FAX もしくは、E‑mail にて
推進委員会事務局までお申込下さい。
申込み連絡を頂いた後、受講書類（受講料振込用紙、持ち物等
の注意事項、会場地図等）と地域防災インストラクター要綱を
同封の上、5 月上旬から順次発送致します。

３．SL‑A 認定、および地域防災インストラクター認定の要件（概要）
次の要件を満たした方に認定証を交付します。なお、詳細については、講座申込者に郵送
する資料をご参照ください。
①全科目の受講 ②講座 3 日目のグループ討議を踏まえて提出する課題文の提出。
４．インストラクター実践の場（SL 合同訓練＆交流会）
上級講座 3 日間では、主に座学やグループワークが中心となり、
「地域防災インストラ
クター」として実践する時間は、設けられません。そこで、皆さんが上級講座で学ん
だことを練習する場として、下記の日程で SL 合同訓練を開催します。すでに地域で活
動している先輩 SL 方との顔合わせ・交流も兼ねた訓練となります。
この訓練への参加は任意としますが、インストラクターとして活動するための実践
の場としてぜひ、上級講座と併せてご参加ください。
■実施日：6 月２４日(土)
■時 間：10 時 00 分〜1６時 00 分（雨天決行）
■会 場：東京臨海広域防災公園 屋外スペース

第 19 期「災害救援ボランティア上級講座」時間割（案）
Vol.1.0

■６月３日（土曜）
時間
9：30

9：40～ 9：50

科目

講師

開館

開会・基礎講座復習テスト

推進委員会事務局

地域連携プログラム①

9：50～11：20

上級セーフティリーダーの役割と
一斉防災訓練シェイクアウトのすすめ

11：30～12：20

地域連携プログラム②
そなエリア防災体験施設の見学

12：20～13：10

昼食

13：10～13：40

課題の説明

13：50～15：20
15：30～16：50
17：00

地域連携プログラム③

地域における防災教育の実践
災害対策の基本（上級編）

推進委員会委員長 澤野次郎
東京臨海広域防災公園

推進委員会事務局長代行
天寺 純香
一社）防災教育普及協会
事務局長 宮﨑 賢哉
元東京消防庁 方面本部長
坂本 光男 氏

終了

■６月４日（日曜）
時間
9：30

科目

講師

開館

地震災害正しい知識と備え

東京大学地震研究所 教授
平田 直 氏

11：20～12：40

水害への備え

防災科学技術研究所
気象災害軽減ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

12：40～13：30

昼食

9：40～11：10

地域連携プログラム④

13：30～16：40

災害ボランティアセンターの役割と
災害ボランティアの安全衛生

16：40～17：00

事務局連絡・終了

日本ﾌｧｰｽﾄｴｲﾄﾞｿｻｲｴﾃｨ 代表
岡野谷 純 氏
推進委員会事務局長代行
天寺 純香

■６月１０日（土曜）
時間

科目

講師

9：30～10：30

熊本地震と生活再建支援

推進委員会事務局長代行
天寺 純香

10：40～12：10

地域防災ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰプログラム
地域でのアプローチ方法（前半）

推進委員会事務局長代行
天寺 純香

12：10～13：10

昼食

13：10～14：30

地域防災ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰプログラム
地域でのアプローチ方法（後半）

推進委員会事務局長代行
天寺 純香

地域連携プログラム⑤ まとめ

公社）SL 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ
代表 濱田 政宏

14：40～16：30
16：30～17：00

防災プログラムの企画と地域実践
事務連絡・終了

推進委員会事務局

※この時間割は、都合により変更することがあります。ご了承下さい。

お電話、E-mail：sl@saigai.or.jp

でも受け付けています。
整理 No．

第１９期上級講座 受講申込書
SL 認定 No.
ふりがな
氏 名
□ 変更なし

（レ点を入れて下さい）

□ 変更なし

（レ点を入れて下さい）

住 所

連絡先

電話：

E-mail

※必須

FAX

アドレス
地域や所属での防災活動についてお聞かせ下さい。
活動状況

【事務局処理欄】
受付日

資料送付日

入金日

請求書＆領収書

社団入会

有 ・

申請書

写真

課題
キャンセル

有

・

無

有

・

無

有 ・

無

・
補 講

無

