験

災体

VR防
©トクする!防災/公式キャラクター「ヒナんどり」

で楽しみながら防
な
災
みん
意
族
識
家
阪神・淡路大震災
25年記念事業

救助デモンストレーション

う！
めよ
高
を

ローリングストック料理教室

「しあわせ運べるように」音楽祭

は
者に
正解 念品 ト！
記 ン
ゼ
プレ

ひょうご
防災
フェスタ
キャンパス内
学生食堂

参加
無料

防災人形劇

ランチ営業！

11/30

地震体験

カンカン塔のみはりばん

防災関連車両の展示

10:00〜16:15

会場／神戸学院大学ポートアイランド第1キャンパス Ｂ号館ほか
（神戸市中央区港島1-1-3）

はばタンやくまモン、ガチャピンたちと楽しく学ぼう！

防災クイズショー

兵庫県マスコット はばタン

ガチャピン
(2017 年度神戸市
消防局特別隊長 )
©GACHAMUKKU

©2010 熊本県くまモン
協力：熊本県大阪事務所 宮城県むすび丸

シンポジウム

トークショー

「あなたに伝えたい『阪神・淡路大震災』」
（仮題）

震災の被災地で暮らした永島さん親子から、震災に対する想いなどを
語っていただきます。

キビタン © 福島県

岩手県そばっち
Ⓡわんこきょうだい

要事前申込み

「防災・減災・復興への取り組みと産学民官の協働
〜阪神・淡路大震災の経験と教訓をつなぐために〜」
●基調講演

「阪神・淡路大震災の
経験・教訓は活かされているか」
室﨑益輝

（兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科長）

●パネルディスカッション
コーディネーター

フジテレビアナウンサー

『めざましテレビ』
メインキャスター

永島優美さん
ながしま ゆうみ

元サッカー日本代表
スポーツキャスター

永島昭浩さん
ながしま あきひろ

© フジテレビ

パ ネリスト

清原桂子（神戸学院大学 現代社会学部現代社会学科 教授）

泥 俊和（株式会社 神戸製鋼所 環境防災部長）
舩木伸江（神戸学院大学 現代社会学部社会防災学科 准教授）
頼政良太（被災地 NGO 恊働センター 代表）
早金 孝（兵庫県 防災監）

©JSP

主

催／ひょうご防災フェスタ実行委員会（ひょうご安全の日推進県民会議、神戸学院大学、神戸新聞社）
協力／神戸市消防局、兵庫県警察本部、陸上自衛隊第３特科隊、第五管区海上保安本部

体験型イベント
キャラクターによる 防災クイズショー

（協力：日本気象協会推進
「トクする!防災」
）

13：00〜13：30
学生ラウンジ

時間
会場

には、防災グッズセット

ガチャピン
(2017年度神戸市
消防局特別隊長) ©2010熊本県くまモン
©GACHAMUKKU 協力：熊本県大阪事務所

ローリングストック料理教室
会場

（神戸学院大学）

①10：30〜11：00
②12：30〜13：00 ③14：00〜14：30
Ｂ310.311号室

会場

を体験し、災害時にどのような備え
が必要か、皆様ご自身でお考えい

ただきます。※対象：中学生以上

命を救う！心肺蘇生法にチャレンジ！

（神戸学院大学・神戸市消防局）

会場

10:00〜16:00
B号館3階、
北側1階・３on３コート

・
「ちびっこBOUSAIトライアスロン」
（神戸学院大学
「Seagull Rescue」
）
・
「つくってまもろう」
（117KOBEぼうさい委員会）
（兵庫県立大学学生災害復興支援団体LAN）
・
「防災謎解きゲーム」
・クイズラリー
「防災妖怪を探せ！」(神戸女学院大学）
・
「防災タイムアタック」
（神戸学院大学）

VRで迫りくる土砂災害の恐ろしさ

時間

防災ゲーム体験
時間

難するのかが大きな課題です。

をプレゼント！はばタンやくまモン、ガチャピンたちと楽しく学ぼう！

時間

11：00〜15：00
B312・313号室

災害時、いつ・どこへ・どのように避

会所属）の解説による防

題。最後まで正解した人

時間
会場

気象予報士（日本気象協
災に関するクイズを出

ＶＲ防災体験 （神戸市・㈱理経共同開発）

①10：30〜11：00 ②14：00〜14：30
学生ラウンジ

みんなの声で歌いつなごう

（神戸市立高羽小学校
「しあわせを運ぶ合唱団」
）

時間

11：00〜12：00

食材を使いながら備蓄する
「ローリン

救急車の到着までにできること

神戸の復興を願う曲として

もおいしく食べられる災害食アレンジ

です。119番通報のかけ方や、胸

ように』の作者である臼井

も活躍する
「ポリ袋調理」
と非常食のアレンジを知り、も

びましょう。自分の大切な家族、

グストック法」。平常時でも災害時で

レシピを、
レクチャーします！災害時で

しもに備えて防災について考えるきっかけにしましょう！

ひょうご防災新聞教室 （神戸新聞社）
①10：30〜11：30
③13：00〜14：00
⑤15：00〜16：00
B314.315号室

時間

会場

②11：30〜12：30
④14：00〜15：00

真先生から、震災当時の状

友達などの命を守るために！

しいか等を教えていただき、みんなで合唱しましょう！

況や歌詞の言葉に込められた思い、どのように歌ってほ

家具固定効果体験

防災人形劇 カンカン塔のみはりばん

（（一社）防災事業経済協議会）
時間
会場

（TOA（株））

10：00〜16：00
Ｂ335号室

時間
会場

①11：00〜11：30 ②13：00〜13：30
B336号室

世の中には、たくさんの

取材してみよう！クラウド型ア

験。アプリを使用して震

せる
「音」
の大切さについ

分が書いた記事が新聞にな

ように転倒するかをシミ

るよ。操作は簡単、みんなでチャレンジしてみませんか。

Ｂ３０２号室

骨圧迫の方法について一緒に学

家具を揺らすことで手軽

プリ
「ことまど」
を使うと、自

会場

作られた『しあわせ運べる

があります。
『命をつなぐリレー』

音があります。危機を報

に家具固定の効果を体

新聞記者になって、会場内を

要事前申込み

『しあわせ運べるように』音楽祭

度を測定し、家具がどの

て、人形劇を通して楽し

ュレーションしよう。

を身につけましょう！

みながら学び、
「聴く力」

講演・展示ブース等
シンポジウム

永島優美さん・永島昭浩さんトークショー

要事前申込み
時間

13：30〜15：30

会場

Ｂ301号室

「防災・減災・復興への取り組みと産学民官の協働
〜阪神・淡路大震災の経験と教訓をつなぐために〜」
阪神・淡路大震災から２５年。その経験と教訓は、災害の続
く現在に繋がれているでしょうか。企業、地域団体・ＮＰＯ、
大学・学校、行政等の取組みとネットワークを普段からどう
動かしておくのか、一緒に考えませんか。

●基調講演
「阪神・淡路大震災の経験・
教訓は活かされているか」
室﨑益輝

（兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科長）

「あなたに伝えたい『阪神・淡路大震災』」
（仮題）
時間

15：30〜16：15

会場

Ｂ302号室

震災の被災地で暮らした永島昭浩さん
（元サッカー日本代表、スポーツ

キャスター）
・優美さん
（フジテレビアナウンサー、
「めざましテレビ」
メイ

ンキャスター）
親子によるトークショーを開催します。

子育て世代向け防災講座

益田紗希子（ミラクルウィッシュ・さんだ女子防災部代表）
時間
会場

10：30〜11：30
Ｂ206号室

「そのときわが子を守れますか？」
幼い子供を伴うことによ
る特有の防災対策について、ママサークルで活躍してい
る益田紗希子さんが講演します。子育て世代必見です！

パ ネリスト 泥俊和（㈱神戸製鋼所 環境防災部長）
舩木伸江（神戸学院大学 現代社会学部 准教授）
頼政良太（被災地NGO恊働センター代表）
早金孝（兵庫県 防災監）

若手防災職員座談会

（神戸市消防局、兵庫県警、陸自第３特科隊、第五管区海上保安本部）
時間
会場

11：00〜12：00
Ｂ207号室

幼い頃に震災を経験し、現在、防災の

現場で働いている現役の若手職員が

震災への想いを語ります。その道を

防災車両の展示

（神戸市消防局、兵庫県警、陸自第３特科隊）
時間
会場

10：00〜16：00
イベントパーク
（屋外）

災害現場で活躍する防災車両が一同に登場！

申込方法
［11/30シンポジウム申込］
・お名前・お住いの市町名をご
記入の上、メールまたはFAXで下記の事務局にお申し込
みください。

アクセス

©JSP

目指している方はぜひご参加を！

●パネルディスカッション
コーディネーター 清原桂子（神戸学院大学 現代社会学部 教授）

© フジテレビ

＜消

防＞・起震車
（ゆれるん）
（13：30〜15：00）
・水難特別救助工作車・バギー・

＜警

察＞・災害対策車
（終日） ＜自衛隊＞・指揮通信車・小型自動車

救急車、はしご車、救助工作車 ※展示車両・展示時間が変更になる場合があります。

【電車】JR神戸線
「三ノ宮駅」
、阪急・阪神
「神戸三宮駅」
、神戸市営地下鉄
「三宮駅」
から神戸新交通ポートライナー
「みなとじま駅」
下車、西へ徒歩約6分。
【バス】三宮〜ポーアイキャンパスの
「シャトルバス」
のご利用が便利です。イベント当日は臨時便も運行されるため、ぜひご利用ください。
【片道：250円】
※ポーアイキャンパス内の発着です。詳しくはWEBで http://www.kobegakuin.ac.jp/access/portisland̲timetable.html

お問い合わせ／ひょうご防災フェスタ実行委員会事務局
（(株)神戸新聞事業社内）
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-5-7神戸情報文化ビル8階 ☎078-362-7767 FAX：078-362-7363

https://bosai-hyogo.jp

bosai@kobe-j.co.jp

