
あおぞら湯ー2020 年あおぞら防災ママ認定講座ー 

2016 年よりスタートした「あおぞら防災ママ認定講座」、5 年目を迎える今年は、zoom でのオンライン

講座と、梅田の生涯学習センターでの交流会を開催します。 

子育てと同じで、それぞれの家庭で正解が違うのが防災。日常の暮らしに防災の知識をプラスするという

発想と、希薄になったといわれる「地域力」が、災害時に力を発揮することを知る中で、『我が家の防災』

を編み出してもらいたいです。 

 

大阪市 NPO・市民活動 企画助成事業～2020 年あおぞら防災ママ認定講座 5 期生募集～ 

【講座内容】 

・第 1 回 9/12 大阪の災害を知る（zoom オンライン講座） 

・第 2 回 9/26 オンライン交流勉強会&認定試験（zoom オンライン講座） 

・第 3 回 10/17 住んでいるまちの防災を考える（zoom オンライン講座） 

・第 4 回 10/24 あおぞら防災ママカフェ（大阪市立総合生涯学習センター 第 2 研修室） 

【参加費】1000 円/4 回（単発受講可 各回 1000 円） 

【対象】子育て世帯の方、子育て支援に携わる方 

【定員】 20 名 

【申し込み】こちらの申し込みフォームから必要事項を入力の上お申し込み下さい。 

 

【お問い合わせ】 

中津つどいの広場ぐぅぐぅ 担当:大住 

Info@aozorayu.com 

06-6371-3338 



【あおぞら防災ママ認定講座 2020】 

2020 年 9 月 12 日(土) 

 

 

はじまりました 

 

あおぞら防災ママ認定講座のオンライン初日でした。 

 

 

1 回目は一般社団法人プラスワン防災の坂本真理先生による

「大阪の災害を知る」講座です。 

皆さま、とても熱心に話に聞き入っていらっしゃる様子でした。 

オンライン講座が、初めての方にも講座の 30 分前から zoom の

使い方を説明させていただきます。 

 

防災はもちろんのこと、オンライン講座ということで、少々ハードルが高いと感じていらっしゃる方も居られるか

もしれません。 

でも、あおぞら湯の防災は、誰にでも簡単にはじめていただける「お気軽防災」になっていますし、スタッフに

も zoom 初心者が居るあおぞら湯が、開催するオンライン講座ですので、気楽に参加していただけると有

難いです。 

 

1 回目を受講出来なかった方も、2 回目からでも、単発

で、1 回だけでも受講していただけるあおぞら防災ママ認

定講座は、受講生をまだまだ募集しています！ 

 

防災ママと言っておりますが、ママ以外も、もちろん、パパ

も、おじいちゃんおばあちゃん、先生も、近所のおばちゃん

も、子育てに関わる皆さまに聴いていただきたい防災講座です。 

 

#あおぞら湯 

#あおぞら湯子育て応援団 

#あおぞら防災ママ認定講座 2020 

#オンライン講座 #zoom 

#プラスワン防災 

 

 



【あおぞら防災ママ認定講座 2020】 

2020 年 9 月 26 日(土) 

あおぞら防災ママ認定講座の 2 回目が開催されました！！ 

 

Zoom を使ってのオンライン講座 2 回目は「備え」につい

て学びました。 

ブレイクアウトルームを使って受講生同士でお話していた

だく時間を設けたり、認定試験がありましたので皆さま緊

張した面持ちで参加されていました。 

 

 

 

 

 

 

認定試験後はホッとされた様子で、 

同じ試練を乗り越えられた者同士、和気あいあいとお話

がはずみました！！ 

防災はもちろんのこと、オンライン講座ということで、少々ハ

ードルが高いと感じてらっしゃる方も居られるかもしれませ

ん。 

あおぞら湯の防災は誰にでも、簡単にはじめていただける「お

気軽防災」になっていますし、スタッフにも zoom 初心者が居

るあおぞら湯が開催するオンライン講座ですので、気楽に参加

していただけると有難いです。 

 

1、2 回目を受講出来なかった方も、3 回目の「住んでいる町

の防災を考える」からの受講でも、単発で 1 回だけでも受講し

ていただくこともできます。受講生をまだまだ募集しています！ 

 

防災ママと言うておりますが、ママ以外も、もちろん、パパもおじいちゃんおばあちゃん、先生も、近所のおば

ちゃんも、子育てに関わる皆さまに聴いていただきたい防災講座です。 

 

#あおぞら湯#あおぞら湯子育て応援団#あおぞら防災ママ認定講座 2020 

#オンライン講座 #zoom#プラスワン防災 

 



【あおぞら防災ママ認定講座 2020】 

2020 年 10 月 17 日(土) 

あおぞら防災ママ認定講座 3 回目が無事に終了しました。 

 

 

1.2 回目の講師 坂本真理さんからは防災の知識を再確認と

女性の視点をおさらいしていただき、 

3 回目の講師 平井裕三さんと増田裕子さんからは住んでいる

まちの防災について考えるをテーマに、たくさんの「キーワード」をい

ただきました。 

 

 

 

 

手話✖️防災の講座コンテンツを作り上げてくださった手話エンターテ

イメント発信団 oioi のりょうじさんとのぶさんとの出会いを思い起こし

ております。 

来週 24 日はいよいよあまりしゃべりたがらーずのあおぞら湯代表

である笠井が話します。 

あおぞら防災ママ認定講座が 5 年続けてきた理由や皆さんに地元

に持ち帰っていただける思いをアウトプットしていただきたく、「場づく

り」に燃えております。 

正直、今春に助成事業決定を受けて、対面での場づくりにはあ

る程度の経験と実績を積んできた我々にとって、今回のコロナ禍での講座開催は、不安だらけでした。たく

さんの打ち合わせを重ねて、スタッフも他のオンライン講座を受講してみて、心地よさやオンラインでの場づく

りを手探りで考えながらの講座開催であった事、最終回を前にすでに感慨深いです。。 

 

そして、あおぞら湯ができるねんから、私も防災できそう！と今回も笑顔で受講してくださる皆さんが居たか

らこそ開催できたのです。 

来週に向けてあっという間ですが、リアルに皆様とお会いできる事を大変楽しみにしております。 

どうぞお身体に気をつけて！元気な笑顔で会いましょう～ 

講師陣の皆さまにも  感謝の意を込めて 

#プラスワン防災#手話エンターテイメント発信団 oioi 

#新東三国地域活動協議会#中津地域活動協議会#あおぞら湯#あおぞら防災ママ 

#お気軽防災#ムダがまちを強くする 

#継続は力なり#皆さんの強い意志に感動 



【あおぞら防災ママ認定講座 2020】 

2020 年 10 月 24 日(土) 

あおぞら防災ママ認定講座 2020 が終了しまし、新たに 14 人のあおぞら防災ママが誕生しました。 

 

毎年こつこつと継続してきたあおぞら防災ママ認定講座は 5 年目となり、恒例の認定試験に向けて坂本

真理先生の女性目線&ママ目線の防災を分かりやすく講座して頂き、新たに今年は「住んでいるまちの

防災について考える」をテーマに、まちでご活躍されている平井裕三さんと増田裕子さんに貴重なお話をし

ていただきました！ 

・ 

また、あおぞら湯が毎年取り組んでいる要支援者への防災につきましては、今年度は 手話エンターテイメ

ント oioi さんとコラボして、聴覚障害者が被災した時に困ることや備えについて動画を作成し受講生と共

有しました。 

・ 

最終回はあおぞら湯の防災への想いを代表理事である笠井あゆみがお伝えして、この日までに学んでき

たことをふまえてグループワークをしました。 

・ 

新たに誕生したあおぞら防災ママ 5 期生の皆さま、本当におめでとうございます！！ 

・ 

この講座を計画したのは 4 月でした。なので、新型コロナウイルス感染症予防対策としてどんなやり方がベ

ストなのか、どうすれば講座が出来るのか、講師やスタッフとミーティングを重ねました。試行錯誤の上、1～

3 回目までをオンライン講座にし、もしかして感染拡大や想定外のことが起これば講座が出来ないかもし

れないけど、どうしても対面でやりたいという想いで最終回だけオフラインにしようと企画しました。 

・ 

その結果… 

最終回の大阪市総合生涯学習センターでのオフラインの講座は、スタッフとしましても受講生の皆さまとよ

うやく会えた想いで感激いたしました。画面でしかお会いできていなかった皆さまと対面で元気にお会いで

きたこと、それがどれほど喜ばしい事なのかを今年は知ることが出来ました。 

・ 

今回のあおぞら防災ママ認定講座 2020 が完了出来たことによって、オンラインでも防災講座が出来るこ

とのメリットを知ることが出来ましたし、オフラインでしか味わえない人と人とが面と向かって話し合いわかりあ

える感動を与えてもらえて、無事に最終回まで開催することができ、スタッフ一同感謝しております。 

・ 

講師の皆さま、受講生の皆さま、本当にありがとうございました。 

・ 

#あおぞら防災ママ認定講座 2020 

#あおぞら防災ママ #5 期生 #誕生 



#活動記録 

#プラスワン防災 #坂本真理 

#地域活動協議会 

#平井裕三 #増田裕子 

#手話エンターテイメント発信団 oioi 

#あおぞら湯 #代表理事 #笠井あゆみ 

#ママ #パパ #保護者 #支援者 のための #防災 

#中津 #豊崎 #つどいの広場 #ぐぅぐぅ #スタッフ 

#トライアンドエラー 

#ぐうぐう写真館 

#あおぞら湯子育て応援団 

 

【あおぞら防災ママ認定講座 2020】 

 

2020 年 10 月 24 日(土) 

あおぞら防災ママ認定講座 2020 最終回の動画できました！ 

 

あおぞら防災ママ認定講座 2020 が終了しまし、新たに 14 人のあおぞら防災ママが誕生しました。 

・ 

毎年こつこつと継続してきたあおぞら防災ママ認定講座は 5 年目となり、恒例の認定試験に向けて坂本

真理先生の女性目線&ママ目線の防災を分かりやすく講座して頂き、新たに今年は「住んでいるまちの

防災について考える」をテーマに、まちでご活躍されている平井裕三さんと増田裕子さんに貴重なお話をし

ていただきました！ 

・ 

また、あおぞら湯が毎年取り組んでいる要支援者への防災につきましては、今年度は 手話エンターテイメ

ント oioi さんとコラボして、聴覚障害者が被災した時に困ることや備えについて動画を作成し受講生と共

有しました。 

・ 

最終回はあおぞら湯の防災への想いを代表理事である笠井あゆみがお伝えして、この日までに学んでき

たことをふまえてグループワークをしました。 

 



 

新たに誕生したあおぞら防災ママ 5 期生の皆さま、本当におめでとうございます！！ 

・ 

この講座を計画したのは 4 月でした。なので、新型コロナウイルス感染症予防対策としてどんなやり方がベ

ストなのか、どうすれば講座が出来るのか、講師やスタッフとミーティングを重ねました。試行錯誤の上、1～

3 回目までをオンライン講座にし、もしかして感染拡大や想定外のことが起これば講座が出来ないかもし

れないけど、どうしても対面でやりたいという想いで最終回だけオフラインにしようと企画しました。 

・ 

その結果… 

最終回の大阪市総合生涯学習センターでのオフラインの講座は、スタッフとしましても受講生の皆さまとよ

うやく会えた想いで感激いたしました。画面でしかお会いできていなかった皆さまと対面で元気にお会いで

きたこと、それがどれほど喜ばしい事なのかを今年は知ることが出来ました。 

・ 

今回のあおぞら防災ママ認定講座 2020 が完了出来たことによって、オンラインでも防災講座が出来るこ

とのメリットを知ることが出来ましたし、オフラインでしか味わえない人と人とが面と向かって話し合いわかりあ

える感動を与えてもらえて、無事に最終回まで開催することができ、スタッフ一同感謝しております。 

・ 

講師の皆さま、受講生の皆さま、本当にありがとうございました。 

・ 

#あおぞら防災ママ認定講座 2020 

#あおぞら防災ママ #5 期生 #誕生 

#活動記録 

#プラスワン防災 #坂本真理 #真理リンモンロー 

#地域活動協議会 



#平井裕三 #ねぐせですべんつ 

#増田裕子 #この日のためにやってきた 

@oioisign 

#手話エンターテイメント発信団 oioi 

#あおぞら湯 #代表理事 #笠井あゆみ 

#ママ #パパ #保護者 #支援者 のための #防災 

#中津 #豊崎 #つどいの広場 #ぐぅぐぅ #スタッフ 

#トライアンドエラー 

#ぐうぐう写真館 

#あおぞら湯子育て応援団 


