
海老名災ボラ情報 No.16：2021 年 11 月以降の予定と 10 月の活動報告 

      2021 年 11 月 24 日発信、文責：石橋友晴（海老名災ボラ 202１年度代表） 

 

 新型コロナの感染者が低水準での安定が続いている状況下、旅行や飲食についての行動が緩やかになっ

ていますが、まだまだ油断はできない状況には変わりがないと思います。海外に於いては多くの国でパンデ

ミックが再発する大変な事態になっているのも心配です。お隣の韓国では本日(11/24)、一日の感染者が

4000 人を超え過去最高となりました。日本でもこれから冬になり第６波が懸念されるとは専門家の先生

方の大方の見方の様です。海老名災ボラの活動もまだまだコロナ対策をしっかりと継続していくことが求

められます。皆さん、気を引き締めていきましょう。 

 

【１】会計からの報告（松井会計） 2021 年 10 月末時点での会計報告 （ ）内は 9 月末比 

１）一般会計 2021 年 10 月末日現在 196,217 円（－83 円） 

収入の中には今年度の会費納入分が含まれています。 

【会員数：個人会員 24 名、賛助会員 17 名、団体会員３団体】…9 月末で確定 

２）特別会計 293,540 円（±0 円） 

  

【２】活動報告 2021 年 10 月中旬以降～11 月中旬まで 

１）海老名災ボラ（独自）、海老名市社協関係  

① 10 月 10 日（日）10:00～11:30 海老名災ボラ第 6 回定例会 

  石橋友晴主催 Zoom ミーティングで開催、議案の内容を了承した。 

（参加者 9 名：石橋(ホスト)、福田、星野、三宅、野中、水本、鷲見、鴫原(義)、永山） 

② 10 月 18 日（月）9:00～10:45 海老名災ボラ広報班会議（ ホームページ検討会 ） 

(参加者５名：福田(ホスト)、野中、鷲見、舘、石橋) …Zoom ミーティングで開催 

ホームページが長期間更新されていない…今後のメンテナンスの方法について議論した。 

 → 先ずは福田さんから更新項目案を提示し、舘さんが更新を試みる 

    その上で、複数名での更新を可能とする前提で HP の作成ソフト・費用を含め検討する。 

③ 10 月 28 日（木）14:00～15:30 海老名防災関係 3 者定例会(第 6 回) 出席：星野、石橋 

☆今回は、海老名文化会館の邑上(ﾑﾗｶﾐ)副館長を加え４者会議となった 

・「災害救援ボランティアセンター立ち上げ訓練」の実施 

  参加予定：海老名市社協職員(主催)、市危機管理課職員、文化会館職員、海老名災ボラ会員 

【実施日】11 月９日（火）９：３０～１１：３０ に決定 

④ 11 月９日（火）９：３０～１１：３０「災害救援ボランティアセンター立ち上げ訓練」の実施 

感染防止対策を実施した上で、海老名市文化会館（休館日に開催）で実施訓練を行なった。 

参加者：海老名市社協職員（5 名）、市危機管理課職員（2 名）、文化会館職員（1 名）、 

および海老名災ボラ会員(3 名)：福田、星野、石橋 計 11 名 

   館内に実際にレイアウトを設定して問題点の洗い出し、対策等を共有した。 

⑤「海老名災害ボランティアネットワークだより No.37」の発行 

 11 月 18 日（木）8:30～12:00 印刷(5,500 枚)と自治会別梱包作業を実施 

（参加者 8 名：福田、星野、鴫原(義)、鴫原(や)、永山、小澤、石丸、石橋） 

《掲載内容》「上今泉防災フェス 2021」、ボラセン立上げ訓練、会員募集、等 

 



２） 神奈川災ボラ関係 

① 10 月 9・１６・２３日（日）13:30～16:30 県サポセン  

コミュニティカレッジ「災害ボランティアコーディネーター養成講座」 受講：鴫原(義) 

② 10 月 26 日（火）18:30～19:30 神奈川災ボラ 2021 年第 4 回運営委員会(Zoom＆対面) 

  …参加 22 名+α  EDVN 参加：石橋(理事)、福田(運営委)、鴫原(義)(運営委) 

   内容：・コミュニティカレッジ ・法人化 10 周年記念事業 ・ICT 活用普及セミナー  

・県央地域学習会…の報告、各委員会報告等  

③ KSV ネット「ICT 活用普及セミナー」第２回、第３回 の開催 Zoom でのオンライン実施 

   第２回 10/18(月) 18:30～20:10 内容「Google フォーム利用の実習」 

     …参加 28 名  EDVN 参加：福田、星野、石橋 

   第３回 11/1(月) 18:30～20:40 内容「災害ボランティア応募処理 その１」 

     …参加２６名  EDVN 参加：福田、星野、石橋 

 

【３】今後の予定：2021 年 11 月中旬～ 

１）第 7 回の定例会を 10 月 12 日（金）19:00 ～ 21:00 で開催（総合福祉会館第３会議室） 

参加者 8 名：福田、星野、三宅、水本、鴫原(義)、鴫原(や)、山本、石橋 

２）海老名市ボランティア連絡協議会関係 

① ボラ連定例会 11 月 12 日（金）１３：３０～ 福祉会館 出席：三宅副代表 

   来年の２月 or３月に「ボランティア研修会」をやってほしい…との話がある。 

    定例会のある日の開催を要望されても、平日の昼だと EDVN からの参加も難しい 

     → 再検討して…日程・内容を具体的に示してほしい。 

 ☆次回は 12 月 10 日（金）１３：３０～ 福祉会館  

②「ふれあい交流会」 12/19(日) 午前 11～12 時、午後 13～14 時 の２回実施予定 

各回 Max20 名  内容：ドラムサークル…太鼓の実演 

③ 12/4(土) 12:30～15:10 文化会館「第１４回海老名市こころのバリアフリー2021 講演会」 

３） 海老名市社協、危機管理課関係 

① 海老名市防災関係 3 者定例会 (第９回)：1１月 2５日（木）14：00～ 出席予定：石橋、星野 

   ☆11/9 実施の「災害救援ボランティアセンター立ち上げ訓練」の振り返り・まとめ 

４）神奈川災ボラ関係 

・202１年度 KSV ネット 「ICT 活用普及セミナー」第 4 回 の開催 

  11 月 17 日（月）18 時 30 分～20 時 40 分 Zoom でのオンライン実施  

    【内容】「災害ボランティア応募処理 その 2」  参加 25 名  EDVN 参加：福田、石橋 

☆来年 1 月までに全７回を開催する予定…9/23、メール【EDVN：3235】で案内添付済み。 

    →第 5 回(12/6)以降は別途案内 

・神奈川災ボラ 2021 年第 5 回運営委員会 

11 月 23 日（火）18 時 30 分～   出席：石橋(理事)、福田(運営委)、鴫原(運営委…会場参加)？ 

   ☆県民活動サポートセンター＆Zoom のハイブリッドで開催 

  《内容》・11/26(金) 13:30～15:00 「県・市町村災害 VC 間情報伝達訓練について」…県サポセン 

・12/14(火) 14:00～15:30  

「令和 3 年度かながわ災害救援ボランティア支援自治体ネットワーク会議」…Zoom 

      ・その他、各委員会報告…等 

  



【４】その他 

 ・「上今泉防災フェス 2021」（12/5(日)10:00～13:00）への協力について …星野副代表(自治会長) 

    10/5、メール[EDVN :3238] および前回の定例会で星野さんからの協力依頼あり 

   内容を「災害」に絞って 500 人位の参加を想定し、関係先に協力依頼する  

→ EDVN も協力する。専門部会で検討（非常食・トイレ、家具の固定、ハザードマップ等々） 

   ☆協力して頂ける会員の参加者募集中！（11/23、のメール [EDVN :3277] 参照） 

参加して頂ける方は、当日(12/5) 9 時までに上今泉コミュニティセンター（1 階レク室） 

に集合して下さい。 

詳細は 11/13 の福田前代表発信のメール [EDVN:3267] の添付資料 

「211113 上今泉防災フェアに参加する災ボラ会員の行動予定」を参照願います。 

 ・「第 16 回 静岡県内外の災害ボランティアによる救援活動のための図上訓練」について 

   １２月１７(金)11:00～17:00、１８(土)9:00～16:30 参加費￥1,000 オンライン Zoom 

→ [EDVN :3250]＆10/18 のメールで EDVN 会員へ案内済み。 

 ・次回(第８回)の定例会：12 月 12 日（金）10:00～(12:00)  オンライン Zoom で開催 

   開催通知は別途展開する。 

   1 月以降については、コロナの状況も考慮し、オンライン Zoom か、対面方式か、を検討する。 

 

以上 

 


