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人と防災未来センター１月のイベント実施について
人と防災未来センターでは、１月２４日（日）に「防災世界子ども会議フォーラム２０１０
—気候変動と私たちの住む街の防災・減災」、１月３１日（日）に「イザ！カエル大キャラバン！
in HAT 神戸」の２つのイベントを実施いたします。詳細は、下記のとおりとなっておりますの
で、是非お越しください。
記
防災世界子ども会議フォーラム２０１０

1.

—気候変動と私たちの住む街の防災・減災-

趣旨：
「防災世界子ども会議」とは、阪神・淡路大震災から 10 年を機に、兵庫からスタート
した国際協働プロジェクトです。ＩＣＴ（情報コミュニケーション技術）を活用して世
界の教室をつなぎ、地球規模の防災・環境協働学習を推進しています。
「防災世界子ども会議」では 2009 年 9 月より、地元神戸の高校３校が協働して取り組
む「KOBE 高校生プロジェクト」を実施してきました。この活動は、高校生たちが主体
的に街に出て、災害安全マップづくりに挑むものです。この防災学習の成果を高校生が
発表しあい、プロジェクトを総括するフォーラムを実施いたします。
本年８月に開催する第 6 回世界大会「防災世界子ども会議２０１０in トルコ」は、世
界各国・地域の学校から１５０名、開催国からの１５０名、計３００名の参加を見込み、
準備が進んでいます。今回のプロジェクト参加者である高校生の代表者が、トルコ大会
に参加します。
※主催者の情報、催しのインフォメーションは下記アドレスからご覧いただけます。
http://ndys.jearn.jp/hatkobe/2010/index.html

２．実施日時：
３．会場：

平成２２年１月２４日（日）

阪神・淡路大震災記念

午後１時～４時

人と防災未来センター

西舘１F ガイダンスルーム

４．実施内容：
（１）特別メッセージ
国連ユネスコ
ッセージ）

パリ

防災セクション部長

バダウィー・ルーバーン（映像メ

（２）『KOBE 高校生プロジェクト -気候変動と私たちの住む街の防災・減災-』成果発
表と交流
表記のテーマ取組んで来た防災学習の成果を、高校生が披露します。
・コーディネーター： フォーラム２０１０特命実行委員長

中野

元太

・プレゼンテーション：
地域災害安全マップと防災ゲーム

神戸市立葺合高等学校

地域災害安全マップづくり

兵庫県立川西高等学校宝塚良元校

水害の被災地佐用での取り組み

兵庫県立舞子高等学校

・ファシリテーター：

塩飽

孝一（独立行政法人

防災科学技術研究所地震

防災フロンティア研究センター特別研究員）
（３）「みんなでつくるグローバル災害安全マップ！」
新協働学習のツール CoSMOS (Collaborative Safety Maps on Open System)の紹
介
池田 佳泰、吉岡 洋輔（関西学院大学大学院 理工学研究科 情報科学専攻）
（４）世界の子どもたちのインターネット・ミーティング
（参加国・地域）
トルコ（TUNCSIPER SCHOOLS）、台湾（ FXM,FHSH, CCAFPS）、イラン（Saba high
school ）、トリニダード・トバゴ（El Dorado Comprehensive Secondary）、
日本、他
（５）プロジェクト終了式
各チームへの表彰状、参加高校生へのプロジェクト修了証等の授与。
（６）総評
斉藤

容子（UNCRD 国際連合地域開発センター

防災計画兵庫事務所

研究

員）
（７）記念撮影
５．主

催：

インターネット・テレビ会議で遠隔合同写真撮影

防災世界子ども会議実行委員会

（NPO 法人グローバルプロジェクト推進機構 JEARN を母体として設立されたもの）
６．共

催：

財団法人 ひょうご震災記念 21 世紀研究機構
阪神・淡路大震災記念

人と防災未来センター

国連教育科学文化機関（ユネスコ）
京都大学 大学院地球環境学堂 国際環境防災マネジメント論分野
神戸大学 海事科学部附属国際海事教育研究センター
国際防災教育支援団体（SIDE）
iEARN（アイアーン International Education and Resource Network）
７．特別協力：

NICT(独立行政法人 情報通信研究機構)
関西学院大学

８．後

援：

言語グリッドプロジェクト

理工学部・総合教育研究室

内閣府、外務省、文部科学省、国土交通省国土地理院
国土交通省近畿地方整備局、兵庫県、神戸市、兵庫県教育委員会

ひょうご e-スクールコンソーシアム、神戸市教育委員会
兵庫県私立中学高等学校連合会、アジア防災センター（ADRC）
国際連合地域開発センター（UNCRD）兵庫事務所、
国際防災・人道支援協議会（DRA）国際防災復興協力機構(IRP)事務局、
国際連合大学高等研究所、
(独)防災科学技術研究所地震防災フロンティア研究センター（EDM）
(財)兵庫県国際交流協会、 JICA 兵庫、兵庫ニューメディア推進協議会
NPO 法人はりまスマートスクールプロジェクト、遠隔教育研究会 MINE
(社)日本教育工学振興会（JAPET）
９．応募方法： 参加ご希望の方は、事前申し込みができます。（定員約１００名、参加費無料）
必要事項（参加希望プログラム名、参加者全員の氏名・年齢、代表者連絡先の
住所・電話番号・FAX 番号・Ｅメールアドレス）を記載の上、ＦＡＸまたは電話
で先着順に受付ます。空席があれば当日参加も可能です。
※参加者には、１月３１日開催の「イザ！カエル大キャラバン！」で使えるカ
エルポイントを進呈します。

参加お申し込み：
ＴＥＬ

阪神・淡路大震災記念

０７８－２６２－５０５０

催し内容のお問い合わせ先：

人と防災未来センター

ＦＡＸ

０７８－２６２－５０５５

防災世界子ども会議（ＮＤＹＳ）事務局

ＴＥＬ／ＦＡＸ

０７８－８６２－８２８８

Ｅ－ｍａｉｌ

ｎｄｙｓ＠ｊｅａｒｎ．ｊｐ

〒６５０－０００３
神戸市中央区山本通３丁目１９番８号
神戸市立海外移住と文化交流センター３F
NPO 法人 グローバルプロジェクト推進機構 ＪＥＡＲＮ 事務
所内

「イザ！カエル大キャラバン！in HAT 神戸」
１．趣旨
阪神・淡路大震災 15 周年を迎えた 2010 年 1 月 17 日は、世界各地で大規模な自然災
害が頻発する中、私たち一人ひとりが被災経験と今日までの歩みを改めて見つめ直し、
これからの災害への備えと防災意識を高めるうえで特に意味のある日です。
人と防災未来センターは、この新たな節目となる「1.17」を捉えて、貴重な被災経験を
「防災文化」として継承していく視点から、JICA 兵庫／国際防災研修センター(DRLC)
等が主催し、HAT 神戸で活動する幅広い分野の関係機関と連携して実施する総合的な防
災イベント｢カエルキャラバン｣に参加し、協働でイベントを実施します。
２．実施日時： 平成２２年１ 月３１ 日（日）午後１時～４ 時
３．実施場所： 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 西舘１F ガイダンスルーム
※ 関連イベントは JICA 兵庫及びその周辺で実施します。
４．実施内容：

被災地神戸で生まれ全国各地で開催されてきた防災教育プログラム「イザ！

カエルキャ
ラバン！」（子供向けの防災体験プログラム。カエル紙幣（ポイント）をため
て、持ち寄ったおもちゃと交換できます。）の拡大版です。人と防災未来セン
ターでは、下記のプログラムを用意しております。
①レスキューロボット体験
地震などの災害が起こった時に、人々を救う役割が期待されているレ
スキュー
ロボットの操作を体験できます。
②１．１７絵手紙展２０１０
絵手紙の展示を見て、防災に関するアンケートに答えていただきます。
③防災グッズの体験コーナー
非常持出品の「サバイバル・ブランケット」や、「懐中電灯」、「ロープ」
を使った
ロープ・ワークを体験できます。
※当日、各コーナーでの体験に参加した方には、
「カエルポイント」を差し上げます。
貯めた「カエルポイント」は、JICA 兵庫会場でのおもちゃの交換や、「かえっ
こオークション」で使うことができます。
５．主

催： 「イザ！カエル大キャラバン！in HAT 神戸」実行委員会
（構成：NPO 法人プラスアーツ、国際防災研修センター）
※「イザ！カエル大キャラバン！in HAT 神戸」の詳細は、下記アドレスからご覧
いただけます。
http://www.plus-arts.net/ikbc-guide.pdf

６．共

催： 阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター
兵庫県立美術館

財団法人兵庫県国際交流協会
※本イベントは、自由参加となっております。申込みは不要です。
※

営業案内
平成２２年１月８日（金）東館（旧ひと未来館）3 階に、「水と減災について学ぶフロ
ア」が新しくオープンしました。これに伴い入館料が変更になっております。
•

開館時間

９：３０～１７：３０（入館は１６：３０まで）
ただし、７～９月は９：３０～１８：００（入館は１７：００まで）
金・土曜日は９：３０～１９：００（入館は１８：００まで）

•

休館日

毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）、年末年始の１２月３１日と

１月１日
ゴールデンウィーク期間中（４月２８日から５月５日まで）は無休
•

入館料（東館・西館の両館ご観覧いただけます。）
大人

６００円、高校・大学生４５０円、小・中学生

団体割引あり（２０名様以上）
障害者、６５歳以上の高齢者は半額。

無料

