みらいを創るのは、
あなたのやさしさです。

地域から復興を支える人材を育てるための

サマースクールに参加しませんか！

※シンボルマークは、津波をはじめとする自然
災害から子供を守る大人を表現しています。

事前申込
予約不要

第3回

どなたでも
興味のある講座に
ご参加下さい！

［入場無料］

パネルディスカッション・
セミナー・ワークショップ

－震災の記憶を風化させず、教訓を未来につなげて行く－

2014 年

8 月 8 日 ( 金 ) ▶10 日 ( 日）

震災から３年数ヶ月が経過し、4 度目の夏が巡ってまいりました。それに比例する
かのように被災地に対する関心度合いは薄れているようですが、現実はようやく復
興の緒に就いたばかりです。
私達は、復興を支え、推進する人材育成が急務と考え、一昨年 8 月から「東北
みらい創りサマースクール｣ を開催しております。
今年度は、過去 3 年間を振り返るとともに、ますます重要性を増す復興に貢献で
きる人材育成プログラムを中心に開催いたします。各分野の専門家による最新の防

会場：岩手大学 工学部 銀河ホール（8・9 日）
岩手県立大学アイーナキャンパス
（9 日）
遠野みらい創りカレッジ土淵校（9 日）

8.8 fri

１日目

①13：30 〜 17：30
②18：00 〜 20：00

① パネルディスカッション・

会場：岩手大学銀河ホール
活動報告（工学部キャンパス内）
無料

② 懇親会

30名限定

会場：岩手大学工学部食堂 参加費：＠ 3,000 円

8.9 sat
２日目

① セミナー・ワークショップ

無料

会場：岩手大学銀河ホール（工学部キャンパス内）

①11：00 ～ 17：00
②10：00 ～ 17：00 ② 災害コミュニケーション
③ 13：30 ～ 16：30
無料
ワークショップ
会場：アイーナキャンパス

災研究の報告、防災や復興に関連したセミナーやワークショップ、また被災地視察

③ 遠野ワークショップ

等を盛り込み３日間の日程で実施いたします。

会場：遠野みらい創りカレッジ土淵校

一般市民や学生の方など、多くの方に参加して頂きたいイベントです。

無料

遠野みらい創りカレッジ懇親会
参加費：＠ 3,000 円

主催：

東北みらい創りサマースクール実行委員会

〈事務局〉 〒 020-8551 盛岡市上田４丁目３- ５ 岩手大学地域連携推進センター内
TEL:019-621-6491 FAX:019-621-6493

http://www.comm.soft.iwate-pu.ac.jp/summer/2014/
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お問い合わせは、事務局まで

東北みらい創りサマースクール実行委員会事務局（担当：今井）

●019-621-6491
CALL

2014/07/31 10:43

事前申込不要！どなたでも参加出来ます！
※被災地ツアーは事前予約が必要です。

※写真は 2013 年のサマースクールの様子

SCHEDULE 第3回 東北みらい創りサマースクール実施日程
13:30 ～ 17:30

8.8 fri

1 日目

13:30 ～ 14:20

14:30 ～ 15:40

18:00 ～ 20:00

パネルディスカッション・活動報告

懇親会

開会式～第 3 回東北みらい賞」表彰式

・開会のご挨拶／柴田義孝 実行委員長・講評／高橋孝助審査委員長
主に被災３県の行政、報道機関、及び大学教授などの有識者で構成するノミネーター

第 3 回東北みらい賞

が推薦する、被災地で活躍する個人･ 団体の中から厳正な審査により選ばれた３組

受賞者によるパネルディスカッション

の受賞者を紹介して顕彰すると共に、パネルディスカッションをお届けします。

活動報告
15:50 ～ 17:30

18:00 ～ 20:00

1. 越野 修三副委員長
2. 太田代 剛（岩手日報社北上支局長）
3. 樋口 邦史（富士ゼロックス復興推進室室長）
・閉会宣言

1．
「オール岩手で防災・危機管理のエキスパート育成を」
2．
「震災報道の現場と課題」
3．平時と有事を意識した「遠野みらい創りカレッジ」
について

懇親会

8.9 sat
２日目

参加費：＠ 3,000 円

13:00 ～ 14:30

15:00 ～ 17:00

10:00 ～ 17:00

13:30 ～ 16:30

セミナー・ワークショップ

災害コミュニケーション・ワークショップ

遠野ワークショップ

アイーナキャンパス

定員

「東日本大震災を踏まえたドコモの災害対策と
復興支援活動」

10:00 ～ 12:00

100名

13:00 ～ 17:00

「負の記憶を伝えるミュージアムのあり方を考える」

100名

鈴木満（外務省メンタルヘルス・コンサルタント）
大沼麻実（国立精神・神経医療研究センター研究員）

13:30 ～ 16:30

「防災教育教材 DVD」と「防災かるた」を用いた
地域防災力の向上 ー大人と子供がいっしょに学ぶ防災ー

松園↑

MIU

工学部食堂—

岩手大学
教育学部・人文社会科学部

伝承園

盛岡駅
←遠野駅

↓本町

—福泉寺

—フェザン

マリオス

↓杜の大橋

※東北みらい創りサマースクール実行委員会は、以下の大学・企業・団体などで構成されています。

岩手大学 岩手県立大学 いわて防災安全推進機構 心の架け橋いわて 岩手日報社
IBC 岩手放送 富士ゼロックス JTB 東北 ユー ･アイ･コミュニケーションズ
【協賛】富士ゼロックス ドコモ CS 東北 ヨーズマー 北日本銀行 川徳
【後援】岩手県教育委員会 盛岡市教育委員会 遠野市教育委員会 滝沢市教育委員会
テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ エフエム岩手朝日新聞盛岡総局
毎日新聞盛岡支局 読売新聞盛岡支局 盛岡タイムス社
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↑盛岡

—岩手朝日テレビ

盛岡体育館

参加費：＠ 3,000 円

■遠野みらい創りカレッジ土淵校案内 MAP

NHK

いわて県民情報
交流センター
アイーナ

20 名

※遠野会場（遠野みらい創りカレッジ土淵校 ) は、現地集合となります。

P

正門

遠野みらい創りカレッジ懇親会

開運橋↑

ホテルメトロポリタン盛岡—

定員

被災地域と後方支援地域で共に考える
「有事と平時を分けない行動とは？」

遠野バイパス

工学地域防災
研究センター —

P

17:30 ～ 19:30

■アイーナキャンパス案内 MAP
旭橋↑

銀河ホール

100名

中川愼一（富士ゼロックス復興推進室）

50 名

山本英和（岩手大学工学部社会環境工学科准教授 / 地域
防災研究センター兼務）、 柳川竜一特任助教、 菊池義浩特
任助教、 佐藤悦子特任助教（地域防災研究センター）

国道４号

第 3 回 災害コミュニケーション・ワークショップ

村山優子（岩手県立大学ソフトウェア情報学部教授）
相原優一（IBC 岩手放送テレビ編成部長兼クロスメディア部長） 100名

遠野会場（遠野みらい創りカレッジ土淵校 )

「災害メンタルヘルス入門 ー被災地のこころの
復興のために次世代ができることー」

■岩手大学工学部 銀河ホール案内 MAP

定員

100名

若月憲夫（乃村工藝社営業開発本部）

岩手大学工学部

岩手大学
工学部食堂

11:00 ～ 17:00

地域防災研究センター会議室（銀河ホール向かい１F）
13:00 ～ 15:00

銀河ホール
（100 名収容）

県内外各界の方が一堂に集う懇親会です。情報交換の場としてご活用ください。

※会場でお支払ください。

岩手大学工学部 銀河ホール
11:00 ～ 12:00

※セミナーの参加は無料です。たくさんのご来場をお待ちしています。
終了後に開催される懇親会にもふるってご参加ください。

土淵小—

カッパ淵
土淵バイパス

遠野みらい創り
カレッジ土淵校

↓釜石

8.10sun 被災地ツアー参加者募集！
主な訪問先 釜石／三陸鉄道南リアス線「震災学習列車」／盛／
陸前高田（奇跡の一本松、
気仙大工伝承館「希望の灯り」
）
発着場所は、盛岡駅西口 アイーナ前。確実な乗車のために、是非ご予約ください。

25名限定 参加費：＠ 6,000 円（税込、現地清算）

旅行取扱：ＪＴＢ東北

問合せ、ご予約／ 019-621-6491

2014/07/31 10:43

