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森井工務店有限会社

神奈川県知事許可第955号
総合建築業

〒251-0051藤沢市白幡4丁目9番１～１F号

電話 ０４６６（81）３３０３
０４６６（81）２８１６

＊ 藤沢災害救援ボランティアネットワークの支援企業です ＊

株式会社 伊 藤 屋

一般建築金物

本 社 〒251-0052 藤沢市藤沢１－１－１５

営業所 〒252-0815 藤沢市石川６－１８－５０

℡0466(26)3721(代) fax0466(22)2254

℡0466(87)7800(代) fax0466(87)7802

建築金物・建築資材・電動工具
ボールナット・釘・針金・砥石・刃物
家具・建築金物・シート・袋各種

仁 平

〒252-0815 藤沢市石川2-15-11

電話０４６６（８７）１５００(代）
FAX０４６６（８７）１５０２

総会は、森井代表の挨拶に続いて、秦野克己保健医療福祉課課長よりご来

賓のお言葉をいただき議事に入りました。会員数 99（4月1日現在）出席

会員 67で定款27条に定める定数を満たし有効に成立したことを報告後、

互選により森井康夫氏を議長に選人。森井康夫氏より秋津百合子氏を書記に、

小林 亘氏及び桑島 威氏を議事録署名人に選び、報告事項、提案事項につ

いて審議し全てが承認されました。

講演会は会員団体の藤沢YMCAから鴨下純久氏、市民活動推進センターか

ら桜井 光氏、藤沢青年会議所から橋口 元氏、神奈川トラック協会藤沢

支部から鈴木勝貴

氏より各団体の活動紹介が行われ会

員の相互理解が深まりました。引き

続き交流会が行われ、来賓はじめ会

員多数が出席され、時の過ぎるのも

忘れて親しく交流され有意義なひと

時を過ごしました。

第６回定期総会・講演会 交流会 開催される

■2011年度 事業報告・決算報告（要約）
本年度は自主防災組織による地域防災力の向上支

援と会員の拡充、関係団体、行政との連携強化を

重点施策として推進してまいりました。主な事業

を以下に紹介します。

●藤沢市における災害情報コーディネター実証実

験支援業務 藤沢南エリアでファミリーウォー

クに合わせて実施

●防災セミナー｢災害に負けない町づくりをめざし

て｣藤沢市福祉団体連絡会主催にパネリストとし

て参加

●講演会 遠藤地区にて｢東日本大震災でのボラン

ティア活動について｣講演

●災害救援ボランティアコーディネーター養成講

座 六会会場 14名受講 鵠沼会場 16名受講

市・地区総合防災訓練でボラセン設立訓練に参

加した方は初級修了扱いとする

●災害情報員・情報コーディネーター養成講座

第１回 9名受講 第２回 13名受講

●藤沢市総合防災訓練に参加

本部設営訓練、六会にサテライト設営訓練、ボ

ランティア支援センター設営訓練

●帰宅困難者対応訓練（ファミリーウォーク）

ASの設営訓練、災害情報員・市民レポーターに

よる実況データ集約訓練

●東日本大震災による被災者支援活動

・街頭募金の実施

・ボランティアバス派遣

思い出探し隊、いやな臭い取り除き隊（大船

渡市 42名参加）

日 時 2012年６月23日（土）

16：00～20：30

場 所 藤沢産業センター

８階情報ラウンジ

保健医療福祉課 課長
秦野 克己氏

神奈川トラック協会藤沢支部
鈴木 勝貴氏

藤沢青年会議所
橋口 元氏

藤沢YMCA
鴨下 純久氏

市民活動推進センター
桜井 光氏
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＊ 藤沢災害救援ボランティアネットワークの支援企業です ＊

広瀬硝子建材株式会社

総合アルミ建材

佐々木材木店

〒251-0052 藤沢市藤沢1丁目7ー18

電話（０４６６）２５－２５１１㈹
FAX（０４６６）２５ー２５１５

安心の関東運輸局認定第６２５号

トランクルームのご用命は

有限会社 鈴木倉庫
電話 0120ー34ー１１１８

ダスキンメリーメイド藤沢南店

電話 0120ー４６ー0770

本社〒251ー0032藤沢市片瀬4ー14ー６
業務配送センター
〒251－0032藤沢市片瀬2－16－29

電話 (0466)22ー６６０５

FAX（0466)23ー６９９４

住んでよし 心豊かな木の住まい
木材・新建材・住宅機器

合資
会社

●県内避難者の支援

神奈川女性センターの3世帯 7人を支援

藤沢市内避難者へ暖房機等配布支援（15世帯）

県主催 避難者相談会支援

●2011年度 収支予算概要

特定非営利活動に係わる事業会計

2011年4月1日より2012年3月31日迄

■2012年度 事業計画・予算
１、自主防災組織による地域防災力の向上支援と

会員の拡充

２、関係団体、行政との連携強化

事業内容

①市民活動及びボランティア活動を行う団体・

個人のネットワーク化の推進

○帰宅困難時通信実証

②災害時の活動・拠点及び情報伝達手段の整備、

体制づくり ○サテライトセンター設置支援

9月鵠沼、11月六会、善行 ○災害情報コー

ディネーター講座 8月、3月

③災害を想定したシュミレーション訓練、講座、

広報 ○災害救援ボランティアセンター設置・

運営 9月総合防災訓練 ○帰宅困難者支援訓

練AS運営

○災害ボランティアコーディネーター養成講

座 11月 2月 ○会報発行 2回

④相互理解のための交流の場づくり ○シンポ

ジウム、交流会参加 1月

⑤市内避難者支援 ○交流会、相談会等支援

●2012年度 収支予算書

特定非営利活動に係わる事業会計

３、定款一部改訂

理事定数の下限を下げることで役員数に幅を持

たせる目的で第13条 理事 15人以上25人以内

を10人以上25人以内に改訂

科 目 予算額 決算額 差異(予－決)

当期収入合計(A) 360,010 934,209 －574,199

前期繰越収支差額 2,096,320 2,096,320 0

収入合計(B） 2,456,330 3,030,530 574,199

当期支出合計(C） 648,000 1,298,860 －650,861

当期支出差額(A)－(C) －247,990 －364,652 76,662

次期繰越収支差額(B)－(C) 1,808,330 1,731,670 76,662 2012/4～2013/3 予算額 備考

当期収入合計(A) 473,010 会費、事業費

前期繰越収支差額 1,731,670 広告等

収入合計(B） 2,206,894

当期支出合計(C） 473,010 事業費、管理費等

当期支出差額(A)－(C) 0

次期繰越収支差額(B)－(C) 1,731,670

FSVネットニュース
発行者 森井 康夫
発行所 藤沢災害救援ボランティアネットワーク
〒251－0051 藤沢市白旗4ー9ー１～４F号
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編集後記
高度成長期にインフラの整備が進んだが、ほぼ50年を経て設備等の更新時期

を迎えている。特に下水道は生活に直接影響することが無い限り積極的に更新さ
れて来なかった。藤沢市の南部は液状化危険地帯がほとんどで、老朽化と相まっ

て大震災発生時には長期に渡り使用不能となり、上水道が復旧しても水を流せな
い。特にトイレ問題は深刻だ。水を備えると同じく簡易トイレも備えよう。

（T.O）

日時 2012年9月1日(土） 午前10時から正午

場所 藤沢市立片瀬中学校グラウンド
災害救援ボランティアセンターとボランティア支援センターの立ち上げ訓練と、サテライトセンター

（六会、湘南大庭、鵠沼）との無線交信などを行います。

※災害ボランティアコーディネーター入門編修了者は参加することにより初級受講の認定が得られます

□対象：災害情報員、市民レポーター、災害情報コーディネーターとして活動できる方

□開催日：2012年8月27日(月）10：00～17：00 □会場：藤沢市市民活動推進センター 会議室A

□募集：30名（定員になり次第締め切り） □資料代：300円 □持ち物：GPS付き携帯電話

□申込先：藤沢市市民活動推進センター fax 0466－54－4516 e-mail:f-npoc@shonanfujisawa.com


