
活動履歴表（7 周年記念誌以降～平成 28 年） 

 

西暦 
年号 

(平成) 
活動の事蹟(月) 主な自然現象・自然災害(発生月) 

2015 27 年 10 パンフレット「マイマップのスス

メ（英語版）」を印刷、配布 

09 阿蘇山噴火 

10 北海道台風 23 号被害 

11  薩摩半島西方沖の地震

(M7.1) 

10 みやぎ NPO フォーラム参加 

10 みやぎ教育応援団参加(市町村教

育関係者とのネットワーク会議) 

11 損保協会マップコンクール応募

(みやぎ台の「子どもと地域でつく

るマイマップ」事業作成のマップ) 

11 第 12 回福住町防犯・防災訓練参

加 

11 大沢避難所運営訓練参加 

11 シビル NPO の現状と今後を考え

るラウンドテーブルミーティング

参加 

2016 28 年 02 みちのく仙台 ORI✩姫隊防犯・防

災マップづくり支援 

01  北 海 道 北 西 沖 の 地 震

(M6.2) 

01 浦河沖地震(M6.7) 

02、07 桜島噴火 

04  三 重 県 南 東 沖 の 地 震

(M6.5) 

04 H28 年熊本地震(M7.3) 

08 北海道台風(7 号、11 号、9

号)災害 

08 台風 10 号災害 

10 阿蘇山噴火 

10 鳥取県中部地震(M6.6) 

11 福島県沖の地震(M7.4) 

12 新潟・糸魚川大規模火災 

12 茨城県北部地震(M6.3) 

03 「第 7 回みやぎの大縁会」支援事

業(ワークショップ;大人のぬりゑ) 

07 サイエンスデイ 2016 に展示(液

状化・地震波・地すべり実験) 

07 サイエンスデイ 2016 に出展した

「自然災害の姿から備えを学ぶ」がサ

イエンスデイ AWARD 2016 の Sugar 賞

（賞創設者：東北大学サイエンスカフ

ェ学生ボランティア S-café Sugars）

を受賞 

08 「人と防災のかかわり」全掲載 

09 多賀城市立東豊中学校「地域防災

を考えよう～一人一人が取り組む防

災～」に参加・協力（防災教育支援授

業） 

11 「復興 i-land in SENDAI」にブー

ス出展 

 



活動履歴表（平成 29 年～平成 30 年） 

 

西暦 
年号 

(平成) 
活動の事蹟(月) 主な自然現象・自然災害(発生月) 

2017 29 年 03 「第 8 回みやぎの大縁会」支援事

業（講演と地盤図色塗り） 

07 平成 29 年 7 月九州北部豪

雨 災害 

10 台風 21 号災害 03 「仙台防災未来フォーラム 2017」

にブース出展 

05 認定 NPO 法人に認定 

07 定款改正 

07 サイエンスデイ 2017 に展示(地

震波・竜巻実験) 

10 みやぎ台防災訓練に地震波模擬

実験を展示・実施 

10 自然災害のいろいろ全編掲載 

10-11 西の平金剛町内会出前講座 

11 防災推進国民国体 2017 にブース

出展 

2018 30 年 02 東松島市横沼二区自主防災会 

防災研修会 

01 草津白根山噴火 

01～02 全国各所で大寒波 

03 新燃岳噴火 

04 大分土砂災害 

04 硫黄山噴火 

06 平成 30 年大阪府北部地震

(M6.1) 

07 平成 30 年 7 月豪雨（西日

本豪雨災害） 

09 台風 21 号災害 

09 平成 30 年北海道胆振東部

地震(M6.7) 

02 西多賀市民センター防災講座「手

をつないで考えよう 減災・防災 

～活断層について学ぶ～」 

05 コラム「地質技術者を生業にして

～経験してきたことから想うこと

～」を全編掲載 

07 サイエンスデイ 2018 に展示(地

震について～見えないものをイメ

ージする～) 

07 防災運動会 2018 に参加 

09 横森親和会の防災訓練に参加(座

学と DIG の実施) 

11 多賀城市立東豊中学校の防災マ

ップづくり支援 

12 閖上巡検 

 



活動履歴表（平成 31 年～令和元年） 

 

西暦 年号 活動の事蹟(月) 主な自然現象・自然災害(発生月) 

2019 平成 31 年 03 「仙台防災未来フォーラム

2019」にブース出展 

06 新潟・山形地震(M6.7) 

06～07 西日本の豪雨 

08 九州北部豪雨 

09 台風 15 号災害 

10 台風 19 号災害 

千葉・福島豪雨災害 

令和元年 07 サイエンスデイ 2019 で講座

「地震があると、どんなことが起

きるのだろうか」を実施 

06 「コラム あらためて 防災

とは？ ～自然を知り、共生して

いく～」を全編掲載 

10 多賀城市立東豊中の防災マッ

プづくり支援 

 

 


