日時

2019年
会場

（日）
日
3月10
9：30〜17：30

仙台国際センター展示棟

（地下鉄東西線
「国際センター駅」
下車）

「仙台防災未来フォーラム」
は、東日本大震災の経験
や教訓を未来の防災に繋ぐため、
セッションやブース
展示、体験型イベントなどを通じて市民のみなさまが
防災を学び、
日頃の活動を発信できるイベントです。
「マルチステークホルダー」
とは、国籍、年齢、性別等によらない、行政・企業・個
人・市民団体・研究機関・報道機関などさまざまな立場の人や団体を指します。
マルチステークホルダーが防災・減災に関心を持ち、学び、考え、対等な立場で
お互いに協力することが、災害に強い社会を作っていくために重要です。

入場無料
FREE ADMISSION

テーマ

主役はマルチステークホルダー
わたしたちが知る・行動する 防災の未来へ

「見る・聞く・触れる・作る・遊ぶ」防災イベント!!
ステージイベント

親子で楽しく防災を学ぼう！

「しまじろう 阿部清人先生の
スペシャル 防災エンスショー
ステージ!」 ①10：30〜11：00

しまじろう

〜みんなでいっしょに
〈じしんのときのおやくそく〉
〜
①11：30〜12：00
②14：00〜14：30

ダンボール
パーク

②13：00〜13：30

ダンボールを使った
工作ワークショップや遊具体験！

楽しいトークと、
実演による防災
実験教室!
阿部清人先生

YouTube クリエイター
かんなとあきら

楽しく防災を学べる様々な

ワークショップ
みんなで作ろう!
段ボールジオラマワークショップ

※写真はイメージです。

大学生考案！
「防災・復興
ダンボール製作品」展示
東北工業大学の学生たちのアイディアが
詰まったダンボール作品を特別公開！

防災の思いをのせた
作品展示

スタンプラリーに参加して、
記念品をGETしよう!!

（小学生以下、数量限定）

いろいろな“防災食”の
試食もあるよ!!

（数量限定）

アートコンクール

入賞作品から
「仙台防災未来フォーラム賞」
が決まる!

各プログラムの詳 細は、裏 面をご覧ください。

ご 来 場 の 際 は 、地 下 鉄 東 西 線 をご 利 用 くだ さ い 。
主催／仙台市

後援／宮城県、東北大学災害科学国際研究所

仙台防災未来フォーラム 2019 概要
（8団体）
セッション

（15団体）
プレゼンテーション

マルチステークホルダーによる防災に関する取り組みを共有
セッション
9：30

地域団体の方々や学生・企業によるプレゼンテーション

プレゼンテーション

10：00

10：30

ワークショップ

11：00

11：30

12：00

同 …同時通訳

12：30

同 10:15〜11:45
災害経験の共有・伝承と
持続可能な開発に向けて

展示室3-B

13：00

13：30

10:05〜10:55

11:30〜12:00

（公財）宮城県国際化協会
（公財）仙台観光国際協会

宮城県多賀城高等学校
ならびに日本無線（株）

Save the Smile

10:00〜11:00
段ボールジオラマを活用した
防災教育の実践事例発表

会議室4-A

11:30〜12:30
みんなで作ろう！段ボールジオラマ
ワークショップ

仙台市立袋原小学校・吉成中学校／
（一社）防災ジオラマ推進ネットワーク
（一社）防災ジオラマ推進ネットワークほか

10:05〜10:25
東日本大震災
海外との
「経験の共有」

会議室4-B

東北創価学会

15:40〜16:50
障がいと地域防災

15:05〜15:25
地域と連携した
学生防災士の活動

（NPO法人）東北福祉大学
防災士協議会TeamBousaisi

大規模災害時における国際緊急援助隊の役割
―東日本大震災インド国家災害対応部隊
NDRFの女川町での救援活動を中心にー
國學院大學 研究開発推進機構 学術資料センター

15:20〜16:50
「心の旅路」
-スターリィマンと共にわしん倶楽部＆
（一社）
スターリィマンからの贈りもの

仙台市減災推進課

13:05〜13:50
14:30〜15:00
荒浜小学校からつなぐ、
健康寿命を延ばして
わたしたちの防災 ー震災遺構を
災害弱者を減らすまちづくり
通じた
「いのち」
と
「くらし」
の
（株）AiNest
学びの手引き制作
学びの手引きの制作
（アイネスト）

13:05〜13:25

15:50〜16:40

15:30〜16:30

仙台市民が仙台防災枠組から考える防災・減災
〜
「仙台防災枠組講座シリーズ」
成果発表会〜
仙台市防災環境都市・震災復興室／
東北大学災害科学国際研究所

15:00〜15:30

16:00〜16:40

13:50〜14:45
東日本大震災後の被災地での
ステルス防災：防災・減災の
川平学区における
継続支援をとおして
行動を日常にインストールする
他地域・次世代へ伝える 自主防災活動の取り組み 東北大学大学院工学研究科

11:05〜12:00
ヤフーの災害協定について
（自治体担当者向け）

尚絅学院大学
ボランティアチームTASKI

ヤフー
（株）

17：00

―情報提供・支援のあり方とは―

14:00〜14:40
豪雨災害から命を守るための
市民意識啓発の取り組み

宮城教育大学

16：30

（NPO法人）
イコールネット仙台

（一社）SDGｓとうほく

支援の質とアカウンタビリティ
向上ネットワーク
（JQAN）

16：00

15:15〜16:45
人間の復興はすすんでいるか
実践-防災・減災に取り組む女性を育てる-

13:15〜14:35
SDGs
（エスディージーズ）
と
仙台防災枠組が切り拓く、
東北の未来アクション

12:30〜13:30
スフィア・スタンダード
〜質と説明責任を支援の現場に〜

11:10〜11:50
ボウサイエンス

ザ・ライオンズ
定禅寺タワー管理組合

15：30

東北福祉大学

震災アーカイブズと複合型プラットフォームの
構築プロジェクト

外国人は災害弱者？〜災害時における 産学官連携によるデジタル
外国人の自助・共助・公助、
その課題と対策〜 サイネージの防災情報伝達

会議室3-B

15：00

12:45〜14:15
震災アーカイブズと
複合型プラットフォームの構築

仙台市男女共同参画課 ／
（公財）
せんだい男女共同参画財団

10:00〜10:30
タワーマンションの
防災活動を通じて

14：30

河北新報社／311次世代塾推進協議会

10:00〜11:50
みんなで防災まちづくり
〜女性も！若者も！〜

会議室3-A

14：00

13:00〜15:00
「311伝え継ぐのはわたしたち〜次世代が担う震災伝承」

（独）国際協力機構JICA東北

会議室2

楽しく防災を学べるワークショップに参加しよう!

川平地区防火協会

ツーリズムの特徴を活かした復興支援と
教育旅行による未来づくり 〜みやぎ観光
復興支援センターの取り組みから〜

フィールドデザインセンターおよび
NTTサービスエボリューション研究所

みやぎ観光復興支援センター

17:00

14:30

17:30
クロージング

しまじろう
スペシャル
ステージ！

防災エンス
ショー

育つスノーイノベーション

豪雪地帯で地域が

︻健康雪かき体操
みちのく仙台
ORI☆姫隊︼

しまじろう
スペシャル
ステージ！

防災エンス
ショー

オープニング

ステージ

（展示室1- B）

〜

14:00

13:30

〜

13:00

12:45

〜

12:15

12:00

〜

11:30

11:00

〜

10:30

〜

9:30
9:50

〜

ステージイベント

（4団体）
ワークショップ

※詳細は事務局までお問い合わせください。

ブース展示（49団体） 団体一覧／防災に関する情報を発信
仙台管区気象台

Food and Smile !

みやぎ生活協同組合

仙台市減災推進課

独立行政法人 国際協力機構 JICA東北

尚絅学院大学 ボランティアチームTASKI

NTTタウンページ株式会社

仙台市防災環境都市・震災復興室

公益財団法人宮城県国際化協会
公益財団法人仙台観光国際協会

宮城大学復興人材育成プログラム推進室

特定非営利活動法人 イコールネット仙台

仙台白百合学園高等学校

特定非営利活動法人 防災士会みやぎ

女性たちの手仕事（仙台市男女共同参画課／
公益財団法人せんだい男女共同参画財団）

社会福祉法人仙台市社会福祉協議会／
仙台市ボランティアセンター

宮城県多賀城高等学校

特定非営利活動法人 みやぎセルプ協働受注センター

仙台市障害者支援課

宮城県多賀城高等学校ならびに日本無線株式会社

認定NPO法人 防災・減災サポートセンター

アイコム株式会社

東北創価学会

仙台市動物管理センター
（アニパル仙台）
・
NPO法人エーキューブ

シヤチハタ株式会社

3.11メモリアルネットワーク

仙台市環境共生課

Fire Fighting Store

ARCT
（アルクト）

株式会社SN食品研究所

お片づけサポーターズ

宮城県経済商工観光部アジアプロモーション課／
仙台市東北連携推進室

マルキ株式会社

宮城県震災復興・企画部震災復興推進課

大塚製薬株式会社

宮城県土木部復興まちづくり推進室

大塚ウェルネスベンディング株式会社

宮城県土木部防災砂防課

仙台市青葉区家庭健康課

株式会社AiNest
（アイネスト）

宮城県図書館

世界防災フォーラム2019
（World BOSAI Forum 2019）

国際復興支援プラットフォーム
（IRP）
ザ・ライオンズ定禅寺タワー管理組合
宮城教育大学
東北大学災害科学国際研究所
東北大学災害科学国際研究所 地震津波リスク評価
（東京海上日動）
寄附研究部門
東北学院大学災害ボランティアステーション
特定非営利活動法人東北福祉大学防災士協議会
Team Bousaisi

連携シンポジウム 東北大学災害科学国際研究所主催

同時
開 催 「震災8周年シンポジウム〜東日本大震災の教訓の共有と継承を考える〜」
10:00〜14:30 会場／展示室3-A

仙台ふるさとの杜再生プロジェクト連絡会議
（仙台市百年の杜推進課）

会場内で
お弁当を販売

託児サービス
あり

（数量限定）

（要事前申込）
2月28日〆

フォーラムに関する詳細はホームページをご覧いただくか事務局までお問い合わせください。

TEL.022-217-7851（土日祝日を除く10時〜17時） FAX.022-723-3210
E-mail. mirai-forum2019@sendai-resilience.jp

（要事前申込）
2月28日〆

（詳しくはHPまたは事務局へ）

※主催者都合等により各プログラムの変更や、
全部または一部を中止する場合があります。

仙台防災未来フォーラム2019 運営事務局

一部のプログラム
手話通訳・
要約筆記あり

ホームページ https://sendai-resilience.jp/mirai-forum2019/
https://www.facebook.com/sendai.bosaimiraiforum

