
2018年度アクティビティー一覧 

 

2019/03/13-15 「東北大学とワシントン大学の共同研究立案ワークショップ」

に参加しました（越村、寺田、サッパシー、マス、森口、福島、マリ、山口） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20190313_report.pdf 

 

 

2019/03/10 仙台防災未来フォーラム 2019に参加しました（今村、泉、本

江、寄附研究部門、産官学連携WG、展示WG） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20190310_reportb.pdf 

 

 

2019/03/10 東日本大震災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』を開催しました（災害科学国際研究所、今村、五十子、遠

田、越村、蝦名、森口、本江、橋本、マリ、中鉢） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20190310_report.pdf 

 

 

2019/03/02 平成 30年度 土木学会東北支部 技術研究発表会に参加しまし

た（災害リスク、人間・社会対応、地域・都市再生、情報管理・社会連携、寄

附） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20190302_report.pdf 

 

 

2019/02/25-27 タイ教育省大臣顧問と教職員養成研究所の方々が仙台を訪問さ

れました（今村、サッパシー、保田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20190225_report.pdf 

 

 

2019/02/21 いわき短期大学の学生・教員を対象に「防災・減災」の講義を

行いました（今村、江川） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20190221_report.pdf 

 

 

2019/01/22 平成 30年度気仙沼市防災フォーラム（第 27回防災文化講演

会）を開催しました（今村、佐藤翔輔） 
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http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20190122_report.pdf 

 

 

2019/01/10 公益財団法人中部科学技術センターとの連携と協力に関する協

定書の調印式を実施いたしました（今村、保田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20190110_report.pdf 

 

 

2019/12/25 平成 30年度「みやぎ防災ジュニアリーダー養成研修会」を開

催しました（佐藤健、柴山、林、安倍） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181225_report.pdf 

 

 

201912/19-20 平成 30年度『市町村・インフラ系企業防災関連担当者研修会

～3.11からの学び塾～』を開催しました（災害科学国際研究所、今村、丸谷、

佐藤健） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181219_report.pdf 

 

 

2018/12/03 MITメディアラボ石井裕副所長が災害科学国際研究所を訪問さ

れました（今村、蝦名） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181203_report.pdf 

 

 

2018/11/30-12/01 「第２回世界津波博物館会議 2018」および「ICOM-

ASPAC KYUSHU, JAPAN 2018」に参加、協力しました（今村、小野、サッ

パシー、マリ、ボレー、中鉢） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181130_reportb.pdf 

 

 

2018/11/30 インドネシアから若手メディア関係者が訪問されました（山

下、岡田真介） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181130_reportd.pdf 

 

 

2018/11/29 AIWEST-DR2018にて Best Paper Award in the Topic of 
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Disaster Recoveryを受賞しました（佐藤翔輔、サッパシー、ボレー、今村） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181129_report.pdf 

 

 

2018/11/22-24 アジア地震工学会（ACEE2018）で研究成果を発表しました

（寺田、村尾、大野、サッパシー、森口、保田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181122_report.pdf 

 

 

2018/11/22-23 スイス・ダボスにてグローバルリスクフォーラム（GRF）のウ

ォルター・アマン代表との会合及び 災害リスクマネジメントに関する国際シ

ンポジウムを行いました（今村、小野、ボレー） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181122_reportc.pdf 

 

 

2018/11/20-22 タイで減災意識啓発教育「結」プロジェクト出前授業を実施し

ました（サッパシー、保田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181120_report.pdf 

 

 

2018/11/20-21 タイ南部でインド洋津波の堆積物調査を行いました（サッパシ

ー、保田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181119_report.pdf 

 

 

2018/11/14-16 第 65回海岸工学講演会に参加し、発表しました（越村、サッ

パシー、佐藤翔輔、山下、門廻、林） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181114_reportb.pdf 

 

 

2018/11/13-14 IUGS，日本学術会議との共催でシンポジウム“Geohazard 

Risk Reduction: Geological Sciences for science and society“を開催しました

（今村、後藤、泉） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181113_reportb.pdf 
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2018/11/13 災害統計グローバルセンター（GCDS）定例会議～Global 

Centre for Disaster Statistics (GCDS) Periodical Joint Meeting～を開催しま

した（奥村、小野、サッパシー、佐々木大輔） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181113_report.pdf 

 

 

2018/11/08-09 清華大学公共安全研究院を訪問し、連携について協議しました

（今村、泉） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181108_report.pdf 

 

 

2018/11/07 災害対策本部および災害調査対応本部の設置訓練を行いました

（災害科学国際研究所） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181107_report.pdf 

 

 

2018/11/04-10 インドネシア国バンテン州チレゴン市における複合災害の総合

防災策：アセアン総合防災訓練に参加しました（今村、地引） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181104_reportc.pdf 

 

 

2018/11/01 広東省緊急医療訪日研修団の東北大学訪問で講演しました（今

村、江川） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181101_report.pdf 

 

 

2018/10/26 第 58回 IRIDeS金曜フォーラムを開催しました（門廻、水

谷、瀧川） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181026_report.pdf 

 

 

2018/10/23-24 さくらサイエンスプランによる台湾の高校生を受け入れました 

（今村、サッパシー、林） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181023_report.pdf 
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2018/10/13-14 『第３回防災推進国民大会』において、ブース展示を実施しま

した（瀧川、林、保田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181013_report.pdf 

 

 

2018/10/11-12 UCL-東北大学キックオフ・パートナーシップイベントに参加

しました（栗山、サッパシー、門廻） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181011_report.pdf 

 

 

2018/10/06-07 第 37回日本自然災害学会学術講演会に参加しました（越村、

佐藤健、泉、福島、佐藤翔輔、久利、門廻、定池、保田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181006_report.pdf 

 

 

2018/10/02 監修した「あおもりおまもり手帳」が発行・配布されました

（今村、佐藤翔輔） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181002_report.pdf 

 

 

2018/08/29 東北大学懇話会「萩の夕べ」に参加しました（今村、門廻） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180829_report.pdf 

 

 

2018/08/25 ともに考える防災の未来―私たちの仙台防災枠組 講座シリー

ズ 「優先行動を学ぼう！～災害リスクを理解する・共有する～」を開催しま

した（今村、泉） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180825_report.pdf 

 

 

2018/08/08-15 インドネシア教育省のWorld Class Professorプログラムで津

波防災研究センターを訪問しました（サッパシー） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180808_report.pdf 

 

 

2018/07/31 八戸工業大学 インフラ・防災技術社会システム研究センター

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181013_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181011_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181006_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20181002_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180829_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180825_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180808_report.pdf


との学術・研究交流協定締結式に出席しました（今村、伊藤、寺田、村尾） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180731_reportb.pdf 

 

 

2018/07/28 APRUマルチハザードコアグループ会合を開催しました（今

村、村尾、泉） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180728_reportb.pdf 

 

 

2018/07/28 第 24回防災文化講演会「日常生活における災害への備え」を

開催しました（蝦名、佐藤翔輔、久利、保田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180728_report.pdf 

 

 

2018/07/27-28 気仙沼市内の巡検を実施しました（今村、サッパシー、蝦名、

佐藤翔輔、久利、門廻、保田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180727_report.pdf 

 

 

2018/07/24-27 ＡＰＲＵマルチハザードサマースクールを開催しました （今

村、伊藤、村尾、江川、泉、平野、ボレー、中鉢） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180724_reportb.pdf 

 

 

2018/07/21 第 55回 IRIDeS金曜フォーラム・平成 29年度共同研究成果報

告会およびプロジェクトエリア・ユニット報告会を開催しました（災害科学国

際研究所） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180721_report.pdf 

 

 

2018/07/17 国際防災・危機管理研究 岩手会議 INDS2018に参加しまし

た（今村、門廻、奥山） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180717_reportb.pdf 

 

 

2018/07/12-13 三重県鳥羽市で東北大学減災ポケット「結」プロジェクト出前
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授業を実施しました（保田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180712_reportb.pdf 

 

 

2018/07/08-12 インドネシア大学との協働をつうじて複合災害対応に向けた産

学官民連携の実践的活動に取り組んでいます（今村、地引） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180708_reportb.pdf 

 

 

2018/07/06 第 14回中曽根康弘賞を受賞しました（サッパシー） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180706_report.pdf 

 

 

2018/07/03-06 アジア防災閣僚級会議(AMCDRR)に出席しました①：総合・科

学技術ステークホルダー（今村、泉） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180703_reportb.pdf 

 

 

2018/07/03-04 西ジャワ州政府の防災担当者が災害科学国際研究所を訪問され

ました（サッパシー、地引、林） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180703_report.pdf 

 

 

2018/06/29 ＪＩＣＡパートナーシッププロジェクト「地域コミュニティの

安心と安全向上のための災害リスク理解に基づく防災力強化」キックオフワー

クショップをマレーシアで開催しました（今村、泉） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180629_report.pdf 

 

 

2018/06/23 みやぎ防災・減災円卓会議主催『防災運動会』に参加しました

（今村、丸谷、佐藤健、小野） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180623_report.pdf 

 

 

2018/06/20 2018年大阪府北部を震源とする地震「緊急対応と研究・調査

検討会」を開催しました（今村、五十子、蝦名、森口、佐藤翔輔、岡田、佐々
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木宏之） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180620_report.pdf 

 

 

2018/06/16 シンポジウム「歴史が導く災害科学の新展開Ⅱ」を開催しまし

た（今村、蝦名、森口） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180616_report.pdf 

 

 

2018/06/08 東北大学若手研究者アンサンブル定期発表会 2018を開催しま

した（今村、今野） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180608_report.pdf 

 

 

2018/06/03-08 The 15th Annual Meeting for AOGS2018に参加しました（越

村、江川、サッパシー、後藤、門廻、佐々木宏之、保田） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180603_report_rev.pdf 

 

 

2018/05/19 第 23回防災文化講演会『災害情報が危機回避行動と復興活動

に及ぼす影響』を開催しました（邑本、サッパシー、佐藤翔輔、瀧川） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180519_report.pdf 

 

 

2018/05/18-19 ともに考える防災の未来―私たちの仙台防災枠組 講座シリー

ズ『基礎から学ぶ仙台防災枠組』を開催しました（今村、泉） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180518_report.pdf 

 

 

2018/04/03-05 APRUマルチハザードプログラム「キャンパスセーフティーワ

ークショップ」を開催しました（今村、丸谷、泉、柴山） 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180403_report.pdf 

http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180620_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180616_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180608_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180603_report_rev.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180519_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180518_report.pdf
http://irides.tohoku.ac.jp/media/files/_u/topic/file/20180403_report.pdf

