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Visio n 1 17
今年も10月23日には、中越地震から17年を
迎えた小千谷市塩谷集落を訪問し、懐かしい皆
様と一緒にあの日からの時間を振り返りまし
た。対面での話はまだ遠慮がちですし、短時間
ではあるのですが、お一人お一人の表情から滲
み出てくる時間の重みを改めて痛感して帰って
きました。最近は、コロナ禍がひと段落したよ
うな印象を持つ毎日です。また近々訪問し、こ
れからの集落についてじっくりと話し合って来
ようと思います。
NVNADも1年半にわたって自粛生活を強い
られました。何一つお役に立てなかったと悔や
まれることばかりではあります。ただ、じっと
していたために生まれてきた事柄もあったこと
をご紹介したいと思います。まず、防災アニメ
をクラウドファンディングで製作したいという
議論は、アニメも、クラウドファンディングも
共に慣れない我々には随分と時間のかかるもの
でした。しかし、熟議の時間がありましたの
で、しっかりと検討し、皆様にご寄付をお願い
しましたところおかげさまでたくさんの想いを
届けていただきました。現在、アニメが仕上が
りつつあります。ありがとうございました。
次に、NVNADセミナーもこれまで4回開催
することができました。多くの方々に、また、
遠くの方々にもご参加いただきながらのオンラ

インセミナーで
す。内容には自
信はあっても、
臨場感を持って
聴いていただけ
る場を演出でき
ているかどう
か、毎回とても
緊張しました。
改善を重ねて
徐々にではあり
ますが、講師の
お話に集中でき
る場を作り出せ
るようになって
きました。
最後に、オンラ
イン会議を通じ
て、国内外の被災地やそれぞれの場所と関係の
ある方々とのネットワークが広がってきていま
す。感染症や気候変動、それに改めて高齢者、
障害者など、これまでなかなか集中して対応で
きなかった事柄についてさまざまな方々との交
流をもとに深めていけそうです。
コロナはまだ予断を許しませんが、この間
培った手法や考え方を発展させながら、より多
くの皆様に寄り添えるような活動を模索してい
きたいと考えております。引き続き、どうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
（理事長 渥美 公秀）
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新事業のご紹介

NVNAD「まちごと防災」webセミナー
当団体理事が講師を務めるNVNAD「まちごと防災」webセミナーですが、７月の第１回目を皮切りに、
その後８,９,10月と毎月開催させていただきました。８月は「子どもと防災」、９月は「障がいのある
人は災害時にどう逃げるか？」、10月は「それなら参加してみようと思える避難訓練」をテーマとし、
多くの方にご参加いただき、ひとときを共有できましたことに感謝申し上げます。
皆さまのご支援のお陰でNVNADは発足から26年間活動を継続することが出来ました。その間培ってきた
知識や経験をもとに、災害時における問題について共に備える場を作る、その一助になるようなセミ
ナーを目指しています。
次回セミナーは11月24日(水)、「高齢者と災害食～福祉避難所の問題を考える～」をテーマとして開
催しています。ホームページやＳＮＳでお知らせしておりますのでご確認ください。今後も継続してセ
ミナーを開催する予定ですので、引き続きよろしくお願いいたします。

第２回「子どもと防災」
子どもをおんぶ紐でおんぶする実践
講師：理事（米山清美）*左

第３回「障がいのある人は災害時にどう逃げるか？」
視覚障がいの方用に、簡易的に作れるマップを紹介
講師：理事（萩野茂樹）*右

第４回「それなら参加してみようと思える避難訓練」
多くの方にご参加いただき多種の避難訓練を共有しました。
講師：理事（矢守克也）*上から二段目中央
写真は、講演最後のワンシーン

来たる11月24日（水）、理事（奥田和子）による
「高齢者と災害食 ～福祉避難所の問題を考える～」のチラシ
＊詳細につきましては当団体のホームページをご覧ください。
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クラウドファンディング
当団体が初めてチャレンジしたクラウドファンディングですが、
８月23日の公開開始日から９月30日の終了時まで、一日に何度も
何度もサイトを確認し、１件のご寄付をいただく度に声を上げて喜
び、動きが無い日はどんよりと落ち込み、一喜一憂する日が続きま
した。皆さまの温かいご支援のお陰により終了数日前に目標額に達
した瞬間は、安堵するとともに、今度は「皆さまの期待に応えられ
るような良いアニメを作らなくては！」という例えようのない重責でいっぱいになりました。
現在は『アニメ制作プロジェクトチーム』を結成し、皆さんに愛され防災について広く訴えかけら
れるような「防災アニメ ももたろう」の完成を目指しています。
「防災アニメ ももたろう」は災害時における乳幼児の問題を題材にし、乳幼児や保護者の方々をメ
インの対象にしていますが、より多くの方にこの防災アニメを見ていただき、災害発生時により多くの
方の指針となることを目標としています。
年内の完成を目指しており、進捗状況に
つきましてはクラウドファンディング(レ
ディフォー 防災アニメ ももたろうと検
索ください)のホームページや当団体の
ホームページ、またフェイスブックに掲
載する予定ですので、ご確認いただけま
すと幸いです。
この場を借りし、改めまして今回のプロ
ジェクトに寄付をくださった方々、また
応援くださった皆さまに心より感謝申し
上げます。

丹波篠山プロジェクト
渥美理事長の勤務先である大阪大学渥美研究室
の卒業生が、現在兵庫県丹波篠山市内で活動して
いることがきっかけで、当団体のスタッフも５月
から複数回、ある農家さんを訪問して主に丹波の
ブランドである黒豆の栽培をお手伝いさせていた
だいています。
この活動の経緯としては、当団体の新規プロジェク
トとして、東日本大震災の被災地と地域の特産品を活
用した商品開発（のだ塩風黒豆アイスなど）ができな
いかと発案したことと、兵庫県内の丹波市や丹波篠山
市など交通の便が比較的よい地域と、阪神間の学生さ
んが交流していくことで、農業従事者が年々減少して
いる農家さんたちのお力になれないかと考えたこと。
また、農業の大変さや楽しさ、自然の素晴らしさや厳
しさなど学校ではなかなか学べないことを社会体験を
通じてぜひ学生さんに感じて欲しいと考えました。日
頃から地域を超えて交流を深めていることで、いざと
いう時に支援につながるのではないかと期待していま
す。
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（関西学院大学、西宮市社会福祉協議会、NVNADの３者が主催）

東日本大震災から今年の３月で10年が経過しました。西宮に福島や関東方面から県外避難されている
皆様を対象にしたKSNの交流活動は、今年度も継続して実施することになりました。発足当時から比べる
と、幼かった子どもさん達が随分と成長しました。大学生リーダーとの年齢が近くなってきているとい
うことで、高校生活や受験などについて相談したり話したりできることも楽しみの一つになっているよ
うです。８月～10月の活動は下記の通りです。
８月23日（月）オンラ
インでの交流会

９月15日（水）オンラ
インでのランチ会

10月24日（日）プレーパーク
で遊ぼう

４月以降コロナ禍で思うよ
うに活動できない状況が続
い て い ま し た が、オ ンラ イ
ン で は あ り ま す が、よう や
く今年度初めての交流会を
開 く こ と が で き、皆 さん と
ても喜ばれていました。

８月の活動で、皆さんがオン
ラインで参加できることがわ
かったので、今度は各自好き
なお菓子を用意していただい
て、保護者だけのオンライン
ランチ会を開催しました。グ
ループに分かれて学生さんに
も入ってもらい、学生時代の
話で盛り上がったようです。

本当に久しぶりに、対面での活動を
実施することができました。西宮の
冒険遊び場プレーパークにお邪魔し
て、穴掘りやターザンごっこなど、
思いっきり自由に遊びました。嬉し
そうな笑顔が印象的でした。

チャレンジ! おやこ防災

コープこうべ主催の「おやこ防災」に
講師として参加しました。

コープこうべ主催で「おやこ防災」講座が開催されました。この講座は、親子を対象にした３回シ
リーズで、１回目はまち歩き、２回目と３回目はオンラインで実施しました。
①第１回目は９月25日（土）、阪急西宮北口駅近くの会場に集合し、まず西宮のハザードマップを紹介
したあとに、参加者全員で周辺地域を歩いてまわり、災害時に危険な場所（例えば、アンダーパスや用
水路など）や災害時に役に立つもの（緊急貯水槽や消火栓など）などを確認していきました。
➁第２回目は10月23日（土）、県立西宮今津高校にて、ING部の生徒さんたちにもご協力いただき、「お
うちで防災キャンプ」というテーマで、災害で電気、水道、ガ
スが止まった前提で、「明かり」「食」「トイレ」「暖かさ」
というキーワードで、自宅にあるものをその場で探して紹介し
ていただきました。
➂第３回目は11月３日（祝）、今回も西宮今津高校にて、台風が
来ることを想定し、５日前から川の氾濫までというタイムスケ
ジュールで、避難先候補の検討や情報収集、あるいは準備物や
避難のタイミングなど家庭ごとのマイタイムライン（避難計
画）について一緒に考えてもらいました。
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クリスマスカードに
想いを込めて・・☆
10月23日、緊急事態宣言が解除された良いお天気の土曜日。阪急神
戸線西宮北口駅近くの市民交流センターにて「クリスマス手芸講座」
を開催しました。今年は「飛び出すクリスマスカード」に挑戦です。
皆さん《山折り谷折り》に苦戦されていましたが、素敵なクリスマスカードをたくさん作成してください
ました。今回も完成した作品は被災地へお届けする予定です。
この度ご参加下さった「ちぎり絵」の達人Ｏさまには、ご自身
の作品をお持ちいただき皆さんに紹介していただきました。素晴
らしい作品を見て皆さん興味津々。「今度はちぎり絵に挑戦した
い」というお声も上がりました。これからもボランティアの皆さ
まとの繋がり・想いを大切にしながら、そして楽しみながら、被
災地支援として心温まる品々を作る手作りの会を企画してまいり
ます。ご興味のある
方は是非ともご参加
くださいませ。
感染対策をしながらではありますが、想いを同じくして
物づくりをするひとときは、何ともいえない楽しい時間で
した。昨年同様たくさんの方にご参加いただき、スタッフ
一同感謝の思いでいっぱいです。ご参加いただいた皆さ
ま、本当にありがとうございました！

子ども防災クラブ

８月21日（土）、オンラインにて子ども防災
クラブの活動を行いました。今年は新３年生が
５名増え、先輩メンバーやリーダーさんとの初
対面を楽しみにしていたのですが、緊急事態宣
言のため、各自の自宅からZoomでの顔合わせと
なりました。一通り自己紹介をして、途中から
は防災クイズ大会をしたのですが、画面から元
気いっぱいの熱意が伝わってきました。次の活
動日には実際に会えるといいですね。ご協力く
ださった学生リーダーの皆さん、どうもありが
とうございました。

10月16日(土)、高木公民館にて第２回子ども防災クラブの活動を行いました。今回のプログラ
ムは、自分たちがすごろくのコマになって防災クイズやリーダークイズに答えながらゴールを目
指すという、その名もズバリ「防災ゲーム、人間すごろく」。リーダーさんの発案による初めて
の試みで、ルール作りから始まりみんなで防災クイズ
を考え、当日のコース作りや子ども達を盛り上げなが
らの進行、そして集計にあと片付けまで…と学生リー
ダーの皆さんには大変お世話になりました。
今回初めて参加した３年生５人も大いに楽しんでく
れたようで、「めちゃめちゃ楽しかった」「もう１回
し たい！」と嬉 しい 感想 を聞 くこ とが でき まし た。
防災クイズは結構な正答率で、子ども達の防災知識の
高さにも感心しました。ご協力くださったリーダーの
皆さん、本当にありがとうございました。
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チャリティー

=== カレンダー市のお知らせ ===

2021年はコロナ禍により中止したカレンダー市ですが、2022年は下記要領にて開催させていただきます。
注意事項としまして
①会場が変更となっております。毎年開催していた会場が、コロナワクチン関係で使用できず、今回は
隣の尼崎市での開催となりますので、お間違えのないようにお願いします。
➁緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令された場合には、開催間際に中止とさせていただく可能性
もありますので、何卒ご了承ください。

■ 日時：2022年
1月 8日（土） １０：００～１８：００
9日（日） １０：００～１６：００
10日(月･祝) １０：００～１４：００
☆３日間それぞれ終了時間が異なりますの
でお間違えのないようにお願いします。

■ 場所：尼崎市立武庫西生涯学習プラザ
（尼崎市武庫の里１丁目13番29号）
〇阪急神戸線「武庫之荘」駅(北)から阪神バス(尼崎市内線)41-2番
「宮ノ北団地」行き「武庫西生涯学習プラザ前」下車すぐ
〇阪神電車｢阪神尼崎｣駅(南)から阪神バス｢宝塚｣行き「武庫西生涯
学習プラザ前」下車すぐ

■１部 100円 ～

たくさんの方のご来場をお待ちしています。

☆

余ったカレンダーについてのお願い

☆

余ったカレンダーをできるだけ活用したいと思っております。
カレンダー市終了後に、カレンダーをお引取りいただける団体・会社・学校関係・幼稚園・保育園・
施設・病院などをご紹介ください。
事前にご連絡くださいますようお願いします。また、金額にかかわらずご寄付をいただけましたら幸
いです。

連絡先：認定ＮＰＯ法人日本災害救援ボランティアネットワーク
電 話：07９8－3４－9011 月～金（10：00～17：00）
休 日：土、日曜日、祝日、年末年始（12/29～１/3）
共同開催：認定ＮＰＯ法人日本災害救援ボランティアネットワーク ・ コミュニティールーム武庫運営委員会
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ＮＶＮＡＤの活動をお知らせするコーナーです。 （2021年8～10月）

８月

17日
19日
21日
22日
23日

ニュースVol.127発行
NVNAD「まちごと防災」webセミナー②（西宮市＆各地WEB）
子ども防災クラブ（西宮市WEB）
黒豆アイスプロジェクト③（兵庫県丹波篠山市）
クラウドファンディングスタート
KSN交流会（西宮市WEB）

９月

2日
４日
15日

関学災害ボランティア講座①（西宮市）
災害ボランティア養成講座（兵庫県丹波市）
関学災害ボランティア講座②（西宮市）
KSNランチ会（西宮市WEB）
近畿ろうきん講座（西宮市）
NVNAD「まちごと防災」webセミナー③（西宮市＆各地WEB）
コープこうべおやこ防災講座（西宮市）

17日
25日
10月

13日
16日
23日
24日
30日

通常理事会（西宮市）
第２回子ども防災クラブ（西宮市）
コープこうべおやこ防災講座（西宮市）
ココロープ事業（西宮市）
NVNAD「まちごと防災」webセミナー④（西宮市＆各地WEB）
KSN交流会（西宮市WEB）
災害ボランティア養成講座（大阪府泉南郡岬町）

今後の予定・講演などのスケジュール

11月

3日
8日
13日
17日
18日
21日
24日
29日

コープこうべおやこ防災講座（西宮市）
近畿ろうきん講座（兵庫県加古川市）
災害ボランティア養成講座 レベルアップ編（大阪府泉南郡岬町）
ニュースVol.128発行
近畿ろうきん講座（大阪府豊中市）
グローバルビレッジ防災まち歩き（大阪府吹田市）
NVNAD「まちごと防災」webセミナー➄（西宮市＆各地WEB）
KSNランチ会（西宮市WEB）

12月

3日
6日
11日
未定

甲子園短期大学防災授業（西宮市）
第17回小学生ぼうさい探検隊本審査会（東京都）
KSNクリスマス会（西宮市）
NVNAD「まちごと防災」webセミナー⑥

１月

8～10日
17日
22日
29日
30日

第25回チャリティーカレンダー市（兵庫県尼崎市）
NVNAD「まちごと防災」webセミナー⑦ 1.17オンライン交流会
第17回小学生ぼうさい探検隊表彰式（東京都）
第３回子ども防災クラブ（西宮市）
イザ！美かえる大キャラバン（神戸市）
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～会員・寄付者・募金者のみなさま～
（２０２１年８月１日～１０月３１日）

■会員のみなさま
個人賛助会員：「継続」渡邊一正、渡邊朝子、柴藤成利、小溝健二
■寄付者のみなさま

※ココロープ・クラウドファンディングへのご寄付も含みます。

岩河宏美、掛水須美枝、青木邦博、狩野宣敬、太田廣美、太田壽美、田中伸治
吉田剛、吉田晴美、豆田浩一、太田博、斯波裕司、鶴田美紀代、田中稔昭、山田明子
早坂三郎、長野理恵子、原田圭子、定藤美雪、平川りつ子、荒銀昌治、今井曜子
吉本たえ子、きたむら久美子、山岸裕吉、田代和加、近藤栄、山口洋典、山本晃輔
乾陽亮、太刀掛俊之、明貝一平、石塚裕子、朝井利彦、稲場圭信、戸口始、越谷賢二
茨木浩美、太田安則、前田章子、森永壽，アニメガホン（https://animegaphone.jp）
渥美久栄、荒木行為、城下英行、JARVIS、永田素彦、水郷エスコート、李永俊
八ッ塚一郎、八ッ塚としえ、八ッ塚啓、八ッ塚綾、桐山裕文、中町芙佐子、山口恵子
田守美智子、河村信治、谷原和憲、中井亜沙美、米山大吾、島ちゃん、小溝健二
林幹高、関嘉寬、TAD、渡邉敬逸、貫牛利一、外舘真知子、語り部KOBE1995
秋田光彦、津久井進、ひで、みぽりん、加藤謙介、山本佳世子、置塩ひかる
NPO法人北いわて未来ラボ、滝沢正彦、荒木正澄、戸口京子、中村三佐子、朝井朋子
有限会社矢野商店、NPO法人フェイスフルフレンドソサエティ、カゴメ株式会社
建和産業株式会社、大阪トヨタ自動車株式会社、にしのみや遊び場つくろう会
近畿ろうきん、ソフトバンクかざして募金（寄付者）の皆さま、ヤフー株式会社
■募金者のみなさま

「東日本大震災」グッドスナカヤマヨシ

■ご協力いただいたみなさま 飯干初子、山添艶子、青木博子、大川悦子、田守美智子
茨木浩美、竹内直子、王文潔、于慧、時画、中村麻里子、朝井夕貴
（順不同、敬称略）

ご支援、ご協力ありがとうございました。
なお、振込みくださった方につきましては、振込名でご紹介させていただきましたのでご了承下さい。

編集後記
関西でもコロナ感染がようやく落ち着いてきました。当団体もこれまで中止や延期になっていた行事
の開催や講演の依頼なども、徐々に増えてきています。このまま感染が収束すればいいのですが、年
末年始にかけて、人の動きがより活発になり、飲食を伴う集まりも増えることが予想され、また、気
温の低下なども合わさって感染の第６波が急拡大する可能性も指摘されています。今後、強毒性の変
異株が発生しないことを祈りつつ、当分の間は、マスクや手洗いなど感染対策を継続していきたいと
思います。（H.T）

認定特定非営利活動法人
〒662-0853

日本災害救援ボランティアネットワーク〔ＮＶＮＡＤ〕

兵庫県西宮市津田町3-43

TEL0798(34)9011 FAX0798(34)9022
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