
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【94 号】2018 年 2 月 
 
東京都生活協同組合連合会 
  コープ災害ボランティア 

ネットワーク幹事会 

TEL：０３－３３８３－７８００ 

灯りのつどい   ２０１８・１・１３ 

阪神・淡路大震災から 23年が過ぎました。 
今年も東京災害ボランティアネットワーク主催の「灯りのつどい」に参
加し、炊き出し訓練として甘酒を提供しました。 
会場設置から炊き出しの準備・提供、片付けまで参加したコープ災
害ボランティアネットワークの会員は、１５人でした。 

➣炊き出し用の大釜でお湯
を沸かして、甘酒の準備。 
回りでの作業は、耐火エプロ
ンを着用して行いました。 

➣パネル展示ブースでは、東京ボランティ
ア・市民活動センターの阪神淡路大震災被
災の様子、また救助の様子などのパネル展
示と、東京都生協連が東京の生協とすすめ
てきた、これまでの自然災害被災地、被害
者支援を伝えるパネルを展示しました。寒
い中、炊き出しの甘酒を片手にたくさんの
方がご覧になっていました。 

➣2000年から開催している「灯りのつどい」
は、今年で 17 回目の開催になります。この
震災以降に発災したすべての自然災害の恐
ろしさや、発災の度に感じるいろいろな思い
を忘れないために、参加団体のメンバーが集
います。 

➣阪神・淡路大震災、東日本
大震災とも、寒い日でした。
なるべく熱い甘酒を提供する
ために、会員が工夫しながら
提供しました。 

午後５時４６分（発災は、午前５時４６分） 

鎮魂の思いを込めて黙とうを捧げました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 日時・会場 講座の内容 

 

第１回 

２０１７年１０月１４日（土） 

午前１０時００分～午後１２時４５分 

東京都生協連会議室 

■開講式 

■オリエンテーション「過去の災害から、地域の防災・減災へ」 

■基調報告/パネルディスカッション ｢各団体の取り組みなど｣ 

パネラー/橋場・宮桃・桃園３町会、中野区社会福祉協議会 

 

第 2回 

２０１７年１０月２８日（土） 

午前１０時００分～午後３時００分 

東京都生協連会議室 

■防災・減災視点のまち歩きとマップづくり 

～災害時を想像しながらまちを歩きます～ 

※町の方と一緒に歩きました。 

ファシリテーター：町会の有志、CO災ボ会員 

 

第 3回 

２０１７年１１月２５日（土） 

午前９時００分～１２時００分 

東京都生協連会議室 

■普通救急救命講習 

心肺蘇生やＡＥＤ、異物除去、止血法などを学びました。 

受講者には東京消防庁より、「救命技能認定証」が交付されました。 

 

 

第 4回 

２０１７年１２月９日（土） 

午前１０時００分～午後１２時４５分 

東京都生協連会議室 

■「避難所」ワーク  ＋ONE（プラスワン） 
～被災者支援にもう一つの選択肢を～ 

※様々な立場の人が寄り集う避難所現場での困りごとや問題が起きたときはどう

したらいいのか、多様な価値観を認め合うことの大切さを考えました。 

 

第 5回 

２０１８年１月２７日（土） 

午前１０時００分～午後２時００分 

東京都生協連会議室 

■懇談会  テーマ 「要配慮者と地域」 
～要支援者との懇談の中から考える～ 

※災害時の要配慮者の課題を当事者やその家族の方との懇談から考えました。 

■修了式 

■交流会 ごちぼうを作って食べながら交流しました。 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 期コープ災害ボランティア養成講座が、2017 年 10 月 14 日から 2018 年 1 月 27 日までの全 5 回の
連続講座で開催されました。今回は、中野区３町会（桃園、宮桃、橋場）の協力を得、実施され、今までに
ないつながりづくりもできました。受講者は 29 名（内、町会 17 名）で、修了者は 27 名でした。 

第 1 講  講演とパネルディスカッション 

【基調講演】 
「これまでの災害から地域の防災・減災へ」 
災害とは、地域社会の深刻な破壊を伴う急激な環境の変化です。 
人々の「いのち」が奪われ「くらし」が壊れてしまうこと、それは、今まで支えて

くれた方が突然いなくなるということです。 
この環境の変化への対応力で一番重要なのは、「受援力」。 

平常時から人とのつながりを作り、有事にどう支援してもらえるかを、想定しておく。
支援を受け入れる力が重要なのです。 
 地域内、地域外、仕事関係、子どものつながり等々、離れている地域の方々とのつ
ながりも必要かもしれません。 
 地域の様々なセクターの方との連携も大切な受援力の一つです。 
多様な支援団体との「連携」も被災者支援の要となります。 
みんなが参加できる取組みを、先行している地域を参考にして始めてみましょう。 

 

東京災害ボランティア 

ネットワーク  

福田 信章氏 

橋場町会：高橋紋兵衛氏、宮桃町会：中
山浩一氏、桃園町会：山田博幸氏から各
町会の防災活動を報告いただきました。
また、中野社協の秋元健策氏からは、社
協としての被災時への備えをお話しい
ただきました。 
その後のパネルディスカッションを通
して、共有しました。 

＜私の気づき＞ 
■受援力を身に付ける 
■日頃のコミュニケーショ
ンが大切 

■社協とは何かを少し理解
できた 

■意識して情報を得る事を
していくことが大事 

（受講者アンケートから） 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地図作成中＞ 
ワイワイガヤガヤ 
楽しく作業が進み、いろい
ろな情報が入った防災目
線の地図になりました。 

＜グループ発表＞ 
今はない「桃畑」をピンクで囲んでいたグループや、
高村光太郎が住んでいた家は、ここ！など、地域の方
ならではの情報が飛び交いました。 
町会から参加のみなさんには、他の町会の情報を知る
機会になり、各生協から参加の組合員には、「自分の
住む町もこのように歩くことができたらいいな」と思
わせてもらえる発表でした。 

 町会の方々と歩いたことで、地域の歴史を知ることや、普段見られない施設の見学など、今までにない

「まち歩き・マップづくり」ができました。 

第 2 講  「まち歩き・マップづくり」 

第 3 講  普通救命講習 第 4 講  避難所ワーク ＋ONE（プラスワン） 

＜まち歩き中＞ 
あいにくの天候でした
が、町会の方々の詳し
い説明も聞きながら、
被災した時をイメージ
して歩きました。 

受講者の中には、防災士の方や
他で受講された方もいたため、
初めての受講者が 22 人、再受講 
者が 3 人でした。 

AED の体験は、貴重です！ 
受講証を手にした受講生のみなさんは、地
域での活躍の機会もあることと思います。
会員のみなさんも時々テキストを開いて
みてください。また、3 年経過している方
は、お近くの消防署で再受講を！ 

 

詳細は、前号（第 93 号）でご紹介していますが、このワーク
の目的をもう一度確認しておきます。 
◆災害時に判断が必要になると思われるさまざまな場面につい
て、災害が起こる前から考えるきっかけをつくる。 

◆さまざまな人と意見交換を行う中で、多様な意見や考え方、
価値観に気づき、新しい選択肢を考える力を養う。 

 
災害時避難所運営を担うことのできるリーダーのあり方と
は・・・今後スキルアップ学習会などで取り入れていきたいテ
ーマです。 

＜町会の方と生協組合員で歩くこと＞ 
■地域の歴史も話してもらい楽しかった。 
■何十年住んでいても、意識して歩くことがなかったの
で、生協の方と歩けて良かった。 

■そこにあるはずのものを意外と見ていないものだと知
りました。 

■マップづくり、にぎやかに、とても楽しくできた。 
■多様なたくさんの気づきがあった。（アンケートから） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 講  懇談会「要配慮者と地域」・修了式 

東京ボランティア・市民活動センターの加納佑一氏の
お話は、「天災は忘れないうちに来る」から始まりまし
た。確かに最近、自然災害発災の頻度は増しています。
せっかく発災時には助かった命がその後の対応の中で
亡くなっていく（関連死）ことを度々ニュースや新聞で
見聞きすることも多くなってきました。加納氏からは、
災害時に支援の届かない人たちが生れること、何故生み
出してしまうのか、そしてそれにいち早く気づき、対応
していくには、などお話しいただきました。 
また、その時に生まれるハイリスク者への対応を東京都
社会福祉協議会：高橋紘之氏にお話しいただきました。 

＜災害時、⽀援の⾏き届かない⼈たちが⽣まれる＞ 
・耳が聞こえにくいor目が見えにくく、情報が届かない⼈ 
・趣味もなく仕事をなくした独居男性 
・ほこりや粉じんなどで発作が起こるぜんそく患者 
・⾷物アレルギーのある方への炊き出し 
・仕事や研修⽣として来日している外国人への関わり 
・いつもよりも攻撃的になっている子ども 
・受験生 
・性的マイノリティの人たち 
・住宅再建の仕方が分からない、仮設住宅の手続きが分からない人 
・震災の遺族で悲しみのあまり、復興から取り残されている人 
・支援活動をしている逃げ場のない地元支援者 

＜避難所運営での好事例＞ 
■持病やけが人、体調不良、気
になる人の名簿を自主作成。 

■避難所内で食べる場所、寝る
場所を分けて、リズムある生
活を確保。 

■避難者みんなで場づくり。お
年寄りや子供を預かる仕組
み。など 

お子さんが障がいを
持っている CO 災ボ
会員の米川さん「本当
は、避難所にいきた
い、でもいけないと思
う」その思いを語って
いただきました。 

ご本人が足等に障がいをお持
ちの CO 災ボ会員の深井さん
「なるべく地域に自分の存在
を知ってもらうようにしてい
る」いつも明るく前向きな深井
さんに気づきをたくさんいた
だきました。 

➣東京都社会福祉協議会：高橋
氏から被災地における災害時
要配慮者の支援体制の補完を
目指して、災害福祉広域支援ネ
ットワークを構築するべく、東
京都災害福祉調整センター設
置の概要を確認、昨年度より推
進していくことの報告をいた
だきました。 

受講者のみなさんからは、お二人に町会をも
っと頼った方が良いというご意見がたくさ
ん出ました。 

第16期養成講座 

修了式 

２０１８．１．２７ 

☆アンケートでは、受講者それぞれの立場で、
第 5 講での気づきはとても大きなものになっ
たと多くのご意見をいただきました。 
全 5 回の講座がバランスよく組み立ててあっ
たという何人かの感想もありました。 
1 月 27 日無事に第 16 期養成講座を終了しま
した。 

 

修了書授与 

➣アルファ化米で作るリゾッ
トとポテトスナックで作るサ
ラダ（ごちぼう）を一緒に作っ
て食べながら交流しました。 

➣第 16 期養成講座受講者と第 5 講参加者 全体の講座を組み立

てていただいた講師の福田さんを囲んで 


