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などに，是非お声かけ下さい．

などに，是非お声かけ下さい．本リストに掲載されている方については，地域での活動
相談や連携などウエルカムです
もちろんお話したい！というだけでもＯＫです

地域や学校などでの防災
活動を行う際などに

是非お声かけ
下さい！

岐阜県内で活動する“げんさい未来塾卒塾生”と
その活動を紹介する冊子です

※掲載希望者のみのリストであり，げんさい未来塾卒塾生全員が含まれているわけで
はありません

清流の国ぎふ 防災・減災センター（以下「センター」）は，岐阜県と岐阜大
学によって共同設立されたセンターです．センターの目的は地域防災力の強化に向けた
人材の育成・連携，普及啓発事業の実施，技術支援および調査研究であり，「清流の国
ぎふ防災リーダー育成講座（基礎編）」をはじめとした，地域で防災・減災を主体的に
担う事の出来る人材の育成に向けた研修プログラムの提供を行ってきています．

げんさい未来塾は「清流の国ぎふ防災リーダー育成講座（基礎編）」のステップア
ップ研修的な位置づけとなっており，地域防災・減災について主体的に担うことのでき
る人材を，実際の地域防災・減災の現場における実践を通じて育成するプログラムです．
平成28年度より育成を始め，40名を超える人材が卒業して県内で活動しています

（2023/01/11時点）



氏 名

所属など

井手 行信
いて ゆきのぶ

羽島市・豊橋市・浜松市主たる活動地域

げんさい未来塾一期生

連絡先

防災ネットワーク「シェイクハンド」代表

羽島市・本巣市・岐阜市・豊橋市・豊川市・稲沢市・岡崎市・
浜松市・湖西市・焼津市

活動実績のある地域

防災自助推進プログラム研修会 講師・アドバイザー
自治会定期防災講演会 講師（各地）
「自助有りきの共助」地区防災計画講演会 講師（各地）
学校防災教職員防災研修会 講師（各校）
学校防災「実行性・実効性訓練」 講師・アドバイザー
「感じる・考える学校防災のあり方」 講師（各校）
「0～1への自助アプローチ」研修会 講師（各地）
「防災関係者用訓練計画委員会」 座長兼講師
親子防災教室 （各地子供会） 講師
防災ママカフェin羽島・岐阜（２回開催） 企画・運営
日曜防災塾 （各テーマ） 塾長
須賀区タウンミーティング開催（地区防災）企画・執行
防災自助「都合の良い備え推進とは？」 プロジェクトリーダー

他多数

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 ■事業所 ■その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 ■その他

主な活動の役割

kamiawase@diary.ocn.ne.jp

「日曜防災塾」塾長



氏 名

所属など

伊藤 三枝子
いとう み え こ

岐阜県全域および愛知県主たる活動地域

げんさい未来塾一期生

連絡先

清流の国ぎふ 女性防災士会 会長
清流の国ぎふ防災・減災センターコーディネーター
中学校避難所運営委員会 アドバイザー

岐阜県全域（大垣市,岐阜市,可児市,羽島市,海津市,本巣市,下呂市,揖斐川町,池田町,大野町,
笠松町,垂井町,養老町,安八町他）愛知県（稲沢市,小牧市）兵庫県神戸市,愛媛県西条市.

活動実績のある地域

学校防災力向上講座 講師
女性リーダー防災講座（基礎編） 講師
本巣市・池田町乳幼児家庭教育学級 講師
大垣市小学校・中学校防災講座 講師
大切な命をまもるために（佐竹悦子氏講演会） 企画・運営
誰ひとり取り残さない防災（村野淳子氏講演会） 企画・運営
可児市つながろう防災講座 ファシリテーター
地域包括支援センター（防災講演会） 講師
自分と愛犬・愛猫の命を守る防災講座（田原佐織氏講演会） 企画・運営
大野町・池田町タウンミーティング 講師
海津市ジュニア防災リーダー 講師
暮らしの中に防災を～ラジオで防災～（毎月） 話手
ひがし灘コミュニティラジオ 防災の話 話手
障がい児者支援を考える公開連続講座 講師
地域力UPのための情報共有会議 講師
男女共同参画×防災=安心できる避難所 講師
清流の国ぎふ防災リーダー育成講座 講師
暮らしの中のSDGｓ お年寄りと暮らす 講師
今,なぜ,連携！！平時のつながりが地域を救う！ 登壇者
清流の国ぎふ防災・減災センターシンポジウム 登壇者

他多数

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 ■事業所 ■その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

jyoseibousai2017@yahoo.co.jp



氏 名

所属など

伊藤 道廣
いとう みちひろ

瑞浪市主たる活動地域

げんさい未来塾一期生

連絡先

みずなみ防災会

瑞浪市，羽島市，多治見市，土岐市，川辺町

活動実績のある地域

市内自治区防災訓練
市内幼児園，小中高大学防災訓練，講演
瑞浪市防災講演会（毎年）
瑞浪市防災ミーティング主催（年2回程度）
瑞浪市ジュニア防災リーダー養成講座主催（毎年）
岐阜県美濃東部防災力強化ネットワーク会議開催（年3回）など

活動実績

■一般 □女性 □男性 ■子ども □高齢者 ■自治会 ■事業所 □その他

主な活動の対象者

□講師補助 ■講演講師 ■演習講師 □アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

wideroad_x@yahoo.co.jp



氏 名

所属など

岩茸 伸一
いわこけ しんいち

高山市・飛騨地域主たる活動地域

げんさい未来塾一期生

連絡先

高山市民防災研究会
NPO法人すえひろ

高山市

活動実績のある地域

高山市北まちづくり協議会防災部 アドバイザー
高山市清見町まちづくり協議会防災 アドバイザー
高山市山王地区まちづくり協議会防災 アドバイザー
高山市久々野まちづくり運営委員会災害避難カード 研修
丹生川まちづくり協議会高齢者防災講演 講演講師
新宮地区まちづくり協議会車中避難所運営 研修
みなみまちづくり協議会避難所運営 講演講師
朝日まちづくり協議会地区防災計画 研修
栃尾小学校DIG研修 講師
市防災訓練 参加

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 ■事業所 □その他

主な活動の対象者

□講師補助 ■講演講師 ■演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

s.iwagoke@hidatakayama.ne.jp



氏 名

所属など

黒田ところ
くろだ

中津川市主たる活動地域

げんさい未来塾一期生

連絡先

NPO法人防災士なかつがわ会 相談役
CSネットワーク中津川(応急手当指導員）

中津川市，豊橋市，木曽町，岐阜市，恵那市，瑞浪市

活動実績のある地域

・Zoomでミニミニ講座 新型コロナウイルス感染症と災害避難他 講師
・中津川市青年会議所Zoom防災講座 講師
・坂本中学校指定避難所避難所運営マニュアル作成委員会 委員
・中津川市内の複数の学童保育所（青空・虹・坂本第１・坂本第２・
坂本第３ 苗木・落合・西・南・東第１・東第２・かがやきキッズ・
阿木・山口）及び恵那市内の学童保育所（大井・長島）において
防災教室、災害体験教室、不審者対策＆連れ去り防止防犯教室

アドバイザー・講師
・中津川市立小学校・中学校（坂本小４年生・東小５年生・西小６年生
阿木小・川上小・高山小・落合中等）
防災教室・命を守る訓練・災害体験教室・親子防災教室等

アドバイザー・講師
・中津川市落合地域「落合ジュニア防災教室」 アドバイザー・講
師
・中津川市発達支援センター（つくしんぼ・どんぐり）防災教室 講師
・中津川市内児童館&乳幼児教室等親子防災教室 講師
・中津川市中央公民館講座
「減災塾」「男の居場所・段ボールトイレを作ろう」 講師

・中津川市内防災フェスティバル・防災運動会 演習講師
他講師多数

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 ■事業所 ■その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 ■その他

主な活動の役割

tanpopo2007_kt@yahoo.co.jp



氏 名

所属など

髙木 淳一
たかぎ じゅんいち

岐阜県を中心とした東海地方主たる活動地域

げんさい未来塾一期生

連絡先

岐阜ぼうさい倶楽部
上石津防災士会
海ぼうずの会

大垣市，海津市，岐阜市，瑞穂市，養老町，輪之内町，
関ヶ原町，揖斐川町，愛知県名古屋市

活動実績のある地域

大垣市防災ひとづくり塾 企画運営・講師
大垣市ジュニア防災士養成講座 企画運営・講師
大垣市医師会 研修会 講師
社会教育推進協議会研修会（岐阜・西濃）講師
瑞穂市社会福祉協議会 講師
養老町女性防火のつどい 講師
輪之内町防災士養成講座 企画運営・講師
輪之内中学校防災士養成講座 企画運営・講師
揖斐川町防災士養成講座 アドバイザー・講師
岐阜県学校防災指導者派遣 アドバイザー・講師
DoChubuつながるマップ研究会（名古屋市） 講師
地域防災力向上シンポジウムin岐阜2016 パネリスト
各自治会・小中高等学校 講師

他多数

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 □事業所 ■その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

makidamatizukuri@yahoo.co.jp



氏 名

所属など

渡邊 英毅
わたなべ ひ で き

岐阜県主たる活動地域

げんさい未来塾一期生

連絡先

NPO法人HAPPY DOG TEAM 理事
岐阜県動物愛護推進員

大垣市，岐阜市，関市，多治見市，羽島市，名古屋市,北方町, 
本巣市，渋谷区

活動実績のある地域

羽島市総合防災訓練 ペット同行避難訓練 講師
岐阜県動物愛護センター HUGペット版 講師
ぼうさいこくたい2019 人とペットの災害対策 出展
関市 出逢いの森 飼い主の備え 講師
減災教室ペット編 制作協力
日本ペットサロン協会 動物取扱事業所の備え 講師
羽島市竹鼻南地区防災訓練 同行避難訓練 企画・執行
多治見市総合防災訓練 災害時のペット問題 講師

他多数

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 ■事業所 ■その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 ■その他

主な活動の役割

foxburrow1000@gmail.com



氏名

所属など

疋田 一男
ひきた かずお

羽島市主たる活動地域

げんさい未来塾二期生

連絡先

羽島市

活動実績のある地域

羽島市小熊町新生町における啓発活動、防災訓練など
小熊小学校命を守り切る訓練

活動実績

■一般 □女性 □男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 □事業所 ■その他

主な活動の対象者

□講師補助 ■講演講師 □演習講師 □アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

bousai@sekitorikun.com

小熊新生防災会（主宰）
羽島市防災研究会



氏 名

所属など

藤村 祐子
ふじむら ゆうこ

可児市主たる活動地域

げんさい未来塾二期生

連絡先

可児市防災の会

可児市，岐阜市，御嵩町，坂祝町，東海市，名古屋市

活動実績のある地域

ファシリテーション講座 講師
防災減災講座・トイレの備え 講師
避難所運営責任者講習 講師補助
女性目線での防災減災 参加者
防災ママカフェ アドバイザー
クロスロード勉強会 講師
避難所運営体験（土田自治会） アドバイザー
民生委員向け防災講座 講師
遊んでぼうさい 運営
救急救命普通講習 講師
女性目線での防災講座 これだけは備えてね 講師
台風が来る前に，気象の話 ファシリテーター
女性目線での防災講座 講師
岐阜県防災講座 気象庁ワークショップ ファシリテーター
可児市防災リーダー養成講座 講師
可児市自治連合会 コロナ禍の避難所運営 講師

活動実績

■一般 ■女性 □男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 □事業所 ■その他

主な活動の対象者

□講師補助 ■講演講師 ■演習講師 □アドバイザー □企画運営 ■その他

主な活動の役割

info_kanibousai@tg.commufa.jp



氏 名

所属など

藤井 芳彦
ふじい

岐阜市主たる活動地域

げんさい未来塾三期生

連絡先

サークル「華陽 わが街」

岐阜市

活動実績のある地域

活動実績

■一般 □女性 □男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 □事業所 ■その他

主な活動の対象者

□講師補助 ■講演講師 ■演習講師 □アドバイザー ■企画運営 ■その他

主な活動の役割

w1.a1.m4.karajan@twatwa.ne.jp

よしひこ

「華陽 わが街」の防災勉強会 運営
災害時トイレ 講師
「災害弱者の人たちとの関わり」 講師
「お隣さんは災害時、無事ですか？」 講師
「自分が描く防災」 ファシリテーター
「まちを知るＤＩＧ」 講師
華陽自治会 第４地区 防災訓練 講師
華陽自治会 第６地区 防災訓練 講師
華陽の避難所運営を考える（ＨＵＧ） 講師
避難所運営ゲーム（ＨＵＧ） 講師
「華陽 わが街」の防災勉強会 運営
避難所運営ゲーム（ＨＵＧ） 講師
公民館講座 避難所運営ゲーム（ＨＵＧ） 講師
華陽自治会 第５地区 防災訓練 講師

他多数



氏 名

所属など

纐纈 友久
こうけつ ともひさ

御嵩町主たる活動地域

げんさい未来塾三期生

連絡先

御嵩町防災リーダー会

御嵩町，八百津町，白川町
活動実績のある地域

御嵩町自主防災組織活性化研修会 講師
御嵩町高校生防災アカデミー 講師
げんさい楽座前企画『大人の遠足in御嵩町』 主催
上之郷公民館防災講座 講師
御嵩町防災訓練 上之郷小学校会場防災講座 講師･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
上之郷小学校4年生防災キャンプ 講師･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
御嵩町防災アカデミー 講師・講師補助・運営

みたけ防災キャンプ 講師
八百津町防災リーダー養成講座 講師補助
御嵩町立上之郷小学校4年生学校内安全マップ作り

講師 ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
げんさい楽座in白川町 企画運営・モデレーター

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 □事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 □演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

koketsu.one@gmail.com



氏 名

所属など

川村 輝威
かわむら てるたけ

大垣市主たる活動地域

げんさい未来塾三期生

連絡先

大垣市興文地区防災士ネットワーク部会
NPO防災支援ネットワーク

大垣市，揖斐川町，輪之内町

活動実績のある地域

大垣市防災人づくり塾 講師
揖斐川町防災リーダー養成講座 講師
輪之内町防災士養成講座 講師
興文地区防災訓練 運営
興文地区親子防災訓練 運営
浅草地区防災訓練（DIG) 講師
荒崎地区防災訓練（家庭内DIG） 講師
水の都おおがきジュニア防災士養成講座（DIG）講師
南地区防災訓練（HUG） 講師
洲本地区防災訓練（HUG） 講師
清流の国ぎふ防災リーダー育成講座 講師補助

活動実績

■一般 □女性 □男性 ■子ども □高齢者 ■自治会 □事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 □アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

ayukofuyuki@octn.jp



氏 名

所属など

谷口 美土里
たにぐち み ど り

高山市

主たる活動地域

連絡先

高山市民防災研究会
NPO法人だっことおんぶの研究所

岐阜県内各地（高山，郡上，恵那，関，揖斐川，富加など），
東京，愛知県稲沢市

活動実績のある地域

子育てセミナー「子供の命は私が守る！」 講師
助産師のいる日 防災のお話会 講師
子育て支援センター防災講座（H31乳幼児家庭教育事業）

「防災について学びましょう！」 講師
福祉施設における防災 講師補助
我が子を守るための 防災知識お話会 講師
ベビーウェアリングコンシェルジュ向け防災ワークショップ

講師
子連れ防災教室 講師

など

活動実績

■一般 ■女性 □男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 □事業所 ■その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 □アドバイザー ■企画運営 ■その他

主な活動の役割

morinowa.dakkotoonbu@gmail.com
fb:https://www.facebook.com/morinowa.inochinomanabiba

げんさい未来塾三期生



氏 名

所属など

田原 佐織
たはら さおり

可児市・美濃加茂市主たる活動地域

げんさい未来塾三期生

連絡先

犬育応援プロジェクト ワンコミ代表
清流の国ぎふ 女性防災士会

岐阜県内各地（可児市，美濃加茂市, 美濃市, 瑞浪市, 多治
見市など）

活動実績のある地域

瑞浪市防災ミーティング 「大切なパートナーを守るのは，
あなたです！」 講師

岐阜県被災動物救援ボランティアリーダー養成講習 講師
可児市家庭教育学級 「我が家の防災」 講師
美濃加茂市家庭教育学級「我が家の防災」 講師
美濃加茂市職員研修会 講師
美濃加茂市ペット避難訓練 講師・アドバイザー
おうちで社会貢献クエスト「ペットの防災についての理解を
広めてください」 講師・アドバイザー

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 ■事業所 □その他

主な活動の対象者

□講師補助 ■講演講師 ■演習講師 ■アドバイザー □企画運営 □その他

主な活動の役割

anzy_1010@yahoo.co.jp



氏 名

所属など

川田 力
かわた つとむ

山県市主たる活動地域

げんさい未来塾三期生

連絡先

NPO法人山県市総合ボランティアサポートセンター

山県市

活動実績のある地域

伊自良公民館 高齢者講座 命を守る 講師
高富児童館 災害マップ作り・わが町探険 アドバイザー
元気ハウス内防災講座 危険な個所を見つける 講師
第3回扇町自治会防災講座 家庭内DIG 講師
第4回扇町自治会防災講座 災害事例に学ぶ 講師・サポート
第5回扇町自治会防災講座 風水害の逃げ時 講師・サポート
第1回尾が洞自治会防災講座 DIG 講師・サポート
第2回尾が洞自治会防災講座 家庭内DIG サポート
第1回伊自良上願自治会防災講座DIG サポート
高富児童館・避難所での生活を親子で考える 講師・サポート
すくすく教室防災講座 家庭内DIG（地震編） 講師
小鳩会教室防災講座 家庭内DIG（地震編） 講師
高富公民館防災講座 家庭内DIG（地震編） 講師

活動実績

■一般 □女性 □男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 □事業所 ■その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 □演習講師 ■アドバイザー □企画運営 □その他

主な活動の役割

sunkawaden@par.odn.ne.jp



氏 名

所属など

朝倉 勝美
あさくら かつみ

関市主たる活動地域

げんさい未来塾三期生

連絡先

関市

活動実績のある地域

防災勉強会（DIG ・HUGの深掘り） 企画

活動実績

■一般 □女性 □男性 □子ども ■高齢者 □自治会 □事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 □演習講師 ■アドバイザー □企画運営 □その他

主な活動の役割

asakatu-gifu-seki@yahoo.ne.jp



氏 名

所属など

二村チズ子
ふたむら

下呂市主たる活動地域

げんさい未来塾三期生

連絡先

下呂市

活動実績のある地域

災害時の非常持ち出しについて乳幼児の親対象 講師
下呂市各地域自治会避難所運営研修 講師
下呂市下呂中原小学校、下呂小学校家庭内DIG 講師補助
岐阜県介護福祉士会ボランティア講習会 講師
下呂市立萩原小学校 防災教室 講師
下呂市自治会DIG 防災講習会 講師
下呂市防災士会萩原支部 防災講習会 企画 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
下呂市女性防火クラブ 防災講習会 、非常食講習会

企画運営 講師

活動実績

■一般 □女性 □男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 ■事業所 ■その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 □演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

yuinasyun@gmail.com



氏 名

所属など

河尻 正敏
かわじりまさとし

下呂市主たる活動地域

げんさい未来塾四期生

連絡先

下呂市防災士会

下呂市・関市・各務原市・稲沢市・郡上市

活動実績のある地域

金山第2区区民レスキュー隊結成・指導 講師
区民レスキュー隊結成経緯・活動説明会（市外）講師
下呂市女性防火クラブ金山支部防災講演 講師
下呂市防災士統一HUG研修 講師
下呂市各小学校家庭内DIG 講師
下呂市各地域自治会避難所運営研修 講師
下呂市金山児童館防災用品等作成指導 講師
下呂市各地域防災講演会 講師補助
関市・郡上市防災用品作成研修

（ロケットストーブ作成） 講師
下呂市金山豪雨災害講演 講師
下呂市・下呂市社協（地域福祉防災活動計画） 企画立案

活動実績

■一般 □女性 □男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 □事業所 ■その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 □演習講師 ■アドバイザー □企画運営 □その他

主な活動の役割

papillon@eco.ocn.ne.jp



氏 名

所属など

小林 睦
こばやしむつみ

西濃、オンライン主たる活動地域

げんさい未来塾四期生

連絡先

NPO法人高齢者住まいる研究会
NPO法人防災支援ネットワーク

大垣市、高山市、下呂市、各務原市、碧南市、一宮市
小牧市、名古屋市、長浜市、千葉市、京都八幡市

活動実績のある地域

碧南市介護サービス機関連絡協議会 講師
介護施設・職員のため災害対応力研修会 講師・講師補助
各務ヶ原市地域包括ネットワーク会議 講師
要配慮者利用施設防災講習会 講師・講師補助
防災神経衰弱ゲームを使って学ぼう 講師
災害想定シミュレーションゲーム～KIZUKI～ 講師・講師補助
避難所運営ゲーム HUG

～社会福祉施設バージョン～ 講師
社会福祉法人 びわこ学園 講師補助
老人保健施設 共寿 講師補助
大垣市ひとづくり塾 講師・サポート
輪之内中学校防災士養成講座 講師・サポート
大垣市職員向け防災士養成講座 講師•サポート
福祉施設防災学習交流会 ファシリテーター
NPO法人コスモス男山 講師補佐

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 ■事業所 ■その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

sopura.5296.sing@gmail.com



氏 名

所属など

成原 卓
なりはらすぐる

高山市主たる活動地域

げんさい未来塾四期生

連絡先

高山市

活動実績のある地域

消防職員への防災講習会 講師
避難所運営レイアウトの作成（２地区） 講師

活動実績

■一般 □女性 □男性 □子ども □高齢者 ■自治会 □事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 □演習講師 □アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

suguayaibu-1389@hidatakayama.ne.jp



氏 名

所属など

北平 智久
きたひら ともひさ

飛騨市、高山市主たる活動地域

げんさい未来塾四期生

連絡先

飛騨市防災士会

飛騨市、高山市

活動実績のある地域

まちゼミ講座「防災士が伝える自然災害への備え」 講師
避難所運営ゲーム（HUG)ワークショップ 講師
防災カフェ（防災講演会） 講師
飛騨市防災リーダー養成講座 運営
飛騨市防災リーダー養成講座（ＤＩＧ）ワークショップ 講師
飛騨市防災リーダー養成講座（ＨＵＧ）ワークショップ 講師
地区防災計画策定支援 アドバイザー
まちぜみ講座「楽しみながら防災を学ぼう！」 講師
ひだチャレンジクラブ「ゲームde学ぼう防災知識」 企画運営
飛騨市防災士会フォローアップ講座 企画運営
大八まちづくり協議会主催「楽しく正しく学ぶ防災」講師
区評議員会防災講座 講師
飛騨市立古川小学校５年生防災教育 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ＋講師＋企画運営
飛騨市立古川中学校２年生防災教育 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ＋企画運営＋講師
風水害２４公認ファシリテーター 講師補助
防災タウンWatching ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ＋企画運営＋講師

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども □高齢者 ■自治会 □事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

t-kita@soleil.ocn.ne.jp



氏 名

所属など

磯方 直美
いそかた なおみ

海津市主たる活動地域

げんさい未来塾四期生

連絡先

清流の国ぎふ女性防災士会
NPO法人海津市防災士会
地区社協 地域安全部会防災部

海津市，岐阜市，大垣市、

活動実績のある地域

海津市防災ﾘｰﾀﾞｰ養成講座 企画
企業の防災研修会「企業と防災」 アドバイザー
海津市南濃民児協議会 防災講演会

「災害別の避難方法と避難所」
講師 村岡治道先生 企画運営･講師補助

「災害時の要支援者の支援を考える」
講師 小山真紀先生 企画運営･講師補助

誰ひとり取り残さない防災 講師 村野淳子氏
個別避難計画～別府モデル～ 企画･運営補助

石津地区社協 オンライン防災研修会 企画運営
海津地区防災研修会 講師 村岡治道先生 講師補助
境区自主防災訓練 講師 村岡治道先生 企画･講師補助

「最悪の被災者とならないために」
境区防災グッズ展示 「頼れるカバン」 企画運営
TEAM石津 避難所運営研修 アドバイザー

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 ■事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 □講演講師 □演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

isokata_naomi@bell.ocn.ne.jp



氏 名

所属など

金子 恒紀
かねこ つねき

下呂市 関市主たる活動地域

げんさい未来塾四期生

連絡先

下呂市防災士会
下呂市アマチュア無線赤十字奉仕団
下呂市防災ハム.ネットワーク

下呂市、関市

活動実績のある地域

下呂市アマチュア無線赤十字奉仕団 結成、委員長
下呂市防災ハム.ネットワーク 事務局
下呂市金山第３区防災集会 講師
下呂市金山町シニアクラブ防災講演 講師
下呂市金山まちづくり協議会DIG 講師
下呂市立下原小学校 通学路DIG 講師
下呂市金山児童館防災講話 講師
下呂市金山小学校.校内.家庭内GIG 講師補助
関市旭ゲ丘防災訓練講話 講師

活動実績

■一般 □女性 □男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 □事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 □アドバイザー ■企画運営 ■その他

主な活動の役割

jh2oqm@jarl.com



氏 名

所属など

兒玉 靖
こだま やすし

西濃圏域主たる活動地域

げんさい未来塾四期生

連絡先

フリーランス

岐阜市、大垣市、海津市、垂井町、揖斐川町、大野町、池田町、
木曽岬町

活動実績のある地域

海津市防災リーダー養成講座 企画運営・講師
海津市Jr防災リーダー養成講座 企画運営・講師
老人会防災講話 講師
自主防災会防災講話 講師
避難所運営訓練 アドバイザー
小・中学校防災授業 講師
ＨＵＧ研修 講師
ＤＩＧ研修 講師
海津市防火管理者講習 講師
ＯＪＴ参加 多数

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 ■事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

debu-tama@ezweb.ne.jp



氏 名

所属など

紅谷 美代子
べにや み よ こ

関市主たる活動地域

げんさい未来塾五期生

連絡先

せき防災の会

関市

活動実績のある地域

関市市民活動センター家具固定セミナー 講師補
助
寝室の地震対策勉強会 講師
家庭で出来る地震の備えビデオ作成 YouTube配信 企画実践
視覚に障害のある方々へ地震防災啓発CD作成配布

企画実
践
関市の過去の地震・水害の被災状況調査 継続中

活動実績

■一般 ■女性 □男性 □子ども ■高齢者 □自治会 □事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 □演習講師 □アドバイザー □企画運営 □その他

主な活動の役割

m2a2ito@yahoo.co.jp

清流の国ぎふ女性防災士会



氏 名

所属など

須美 静香
すみ しずか

御嵩町 可児市主たる活動地域

げんさい未来塾五期生

連絡先

御嵩町防災リーダー会
御嵩ぼうさい倶楽部

御嵩町 可児市 瑞浪市

活動実績のある地域

御嵩町防災訓練 運営補助
御嵩町防災リーダー養成講座 講師・講師補助
防災座談会、防災交流会 講師
ソーラークッキング講座（zoom.対面） 講師
ケアマネ対象防災講話 講師・講師補助
防災イベントにてｿｰﾗｰｸｯｷﾝｸﾞ紹介ブース 運営
ﾏﾙｼｪｲﾍﾞﾝﾄにて子供向け防災ブース 運営
FMらら しーちゃんのプラス・ワン防災

活動実績

■一般 ■女性 □男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 □事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 □アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

yamashi0104@yahoo.co.jp



氏 名

所属など

山本 真紀
やまもと まき

飛騨圏域主たる活動地域

げんさい未来塾六期生

連絡先

TMBJ
（高山市まちづくり協議会事務局女子会）

高山市

活動実績のある地域

持ち物ワークショップ 企画・講師
ICTを使った防災講座 企画・講師
ローリングストック講座 企画・講師
パッククッキング講座 企画・講師
地域防災のこころがまえ 企画・講師
KJ法を使った防災対話の方法 企画・講師
防災ダックを使った幼児向けワークショップ 企画・講師
地域の災害について知ろう 企画・講師
避難所設営について 企画・講師
HUG 企画・講師
DIG ・家庭内DIG 企画・講師
学校職員対象防災研修 講師
特別支援学校保護者対象防災研修 講師
防災オリジナル教材等 作成

地区防災カレンダー 企画・作成

活動実績

■一般 ■女性 ■男性 ■子ども ■高齢者 ■自治会 □事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 □アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

blackdoglab3@icloud.com



氏 名

所属など

中嶋 正司
なかしま まさし

各務原市主たる活動地域

げんさい未来塾六期生

連絡先

なし

愛知県名古屋市、愛西市、岐阜市、各務原市

活動実績のある地域

防災友の家(愛西市) 講師
保険事業での防災(大阪市) 講師

活動実績

■一般 □女性 □男性 □子ども □高齢者 □自治会 ■事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 ■演習講師 ■アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

m.nakashima@insight-work.com



氏 名

所属など

杉山 忠男
すぎやま ただお

各務原市主たる活動地域

げんさい未来塾六期生

連絡先

各務原市防災推進員
つつじが丘自主防災会

各務原市・関市・大垣市

活動実績のある地域

つつじが丘自主防災会員

各務原市防災推進員ネットワーク会員

活動実績

□一般 □女性 □男性 □子ども □高齢者 ■自治会 □事業所 □その他

主な活動の対象者

□講師補助 □講演講師 □演習講師 □アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

sugiyama.1943@gmail.com



氏 名

所属など

中村 佐記子
なかむら さきこ

瑞浪市主たる活動地域

げんさい未来塾六期生

連絡先

みずなみ防災会

瑞浪市

活動実績のある地域

市内自治区防災訓練 講師・講師補助
瑞浪市ジュニア防災リーダー養成講座 講師・講師補助
ヘルパー対象防災講話 講師
高齢者対象防災講話 講師
高齢者施設職員対象防災講話 講師・講師補助
ケアマネ対象防災講話 講師・講師補助
家具転倒防止器具取付 企画・取り付け補助
災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル作成
福祉避難所マニュアル作成参加

活動実績

■一般 □女性 □男性 □子ども ■高齢者 ■自治会 ■事業所 □その他

主な活動の対象者

■講師補助 ■講演講師 □演習講師 □アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

bloom_4675@yahoo.co.jp



氏 名

所属など

林 喜美子
はやし き み こ

岐阜市主たる活動地域

げんさい未来塾六期生

連絡先

なし

岐阜市、各務原市

活動実績のある地域

「災害時の食と備え」 講師

活動実績

□一般 ■女性 □男性 □子ども □高齢者 □自治会 □事業所 ■その他

主な活動の対象者

□講師補助 ■講演講師 □演習講師 □アドバイザー ■企画運営 □その他

主な活動の役割

kiki-hayashi@zm.commufa.jp


