
 

平成 27年 3月 5日 

 

報道機関 各位 

 

東北大学災害科学国際研究所 

 

 

 

 

 

東北大学災害科学国際研究所（IRIDeS: International Research Institute of Disaster Science）

では、第３回国連防災世界会議開催期間中（平成 27年 3月 14日～18日：5日間）において、最先端の

研究成果を発表して将来へつなげるため、多くの研究者が様々なパブリック・フォーラムを主催／共催

いたします。 

つきましては、ご多用のところとは存じますが、是非ご取材の上、紙面・テレビ等で広くご周知くだ

さいますよう、お願いいたします。取材をご希望のメディア関係者の方々は、各パブリック・フォーラ

ムの [報道機関お問合せ先]までご連絡をお願いいたします。 

 

※なお、詳細については、国連防災世界会議に関する災害科学国際研究所のサイトをご覧ください。

（http://wcdrr.irides.tohoku.ac.jp/ja/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回国連防災世界会議期間中に主催／共催するパブリック・フォーラムについて 

【総合お問い合わせ先】 

東北大学災害科学国際研究所 

情報管理・社会連携部門  社会連携オフィス 

国連防災世界会議準備室 

担当：小野 裕一（教授）、宮本 昌彰（研究員） 

TEL：022-752-2098 

広報室 

担当：中鉢 奈津子（特任助教）、鈴木通江（技術補佐員） 

TEL：022-752-2049 

http://wcdrr.irides.tohoku.ac.jp/ja/


   

【パブリックフォーラム開催一覧】 

 

1. [種 別]    会議形式イベント（主催） 
[タイトル]  レジリエントな社会構築と防災教育・地域防災力の向上を目指して 

  [担 当]    桜井 愛子 准教授 
  [日 時]    ３月１４日（土）９：３０～１６：５０ 
  [会 場]    川内北キャンパス マルチメディアホール 
  [言 語]    日本語／英語（同時通訳あり） 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 災害復興実践学分野・桜井 愛子（さくらい あいこ） 

       TEL 022-752-2104 FAX 022-752-2105  E-mail sakurai@irides.tohoku.ac.jp 
※終了後、17:00より一階ラウンジにて、今村所長によるぶら下がり会見を行います。 

 
2. [種 別]    会議形式イベント（共催） 

[タイトル]  産学連携による最新の Virtual Reality技術を活用した震災３Dアーカイブ 
と防災教育 

  [担 当]    柴山 明寛 准教授 
  [日 時]    ３月１４日（土）９：３０～１１：４５ 
  [会 場]    TKPガーデンシティ仙台 ホール C（AER内） 
  [言 語]    日本語 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 災害アーカイブ研究分野・柴山 明寛（しばやま あきひろ） 

       TEL 022-752-2099 FAX 022-752-2100  E-mail shibayama@irides.tohoku.ac.jp 
 
3. [種 別]    会議形式イベント（共同主催） 
  [共同主催者] IEEE Robotics and Automation Society，東北大学，国際レスキューシステム研究機

構，COCN 災害ロボットプロジェクト，内閣府 ImPACT プロジェクト，日本機械学会ロ
ボティクスメカトロニクス部門防災ロボット研究会 

[タイトル]  災害ロボットの社会実装 
  [担 当]    田所 諭 教授 
  [日時１]   ３月１４日（土）１３：３０～１５：３０（現状，ギャップ，将来に向けてのアクシ

ョンプラン） 
  [会場１]   東京エレクトロンホール宮城 ６０１大会議室 
  [日時２]   ３月１６日（月）９：５０～１１：５０（これまでの実績と未来へのチャレンジ） 
  [会場２]   ＴＫＰガーデンシティ仙台勾当台 ホール１ 
  [言 語]    日本語，英語（同時通訳） 
  [取材申込方法]  申し込み不要です． 
  [報道機関お問い合わせ先] 災害対応ロボティクス研究分野・田所 諭（たどころ さとし） 

       TEL 022-795-7022 FAX 022-795-7023  E-mail tadokoro@rm.is.tohoku.ac.jp 
 
4. [種 別]    会議形式イベント（主催） 

[タイトル]  東南アジアにおける近年の大規模水災害から得られた教訓 ～命をいかに守るか～ 
  [担 当]    呉 修一 助教 
  [日 時]    ３月１４日（土）１７：０５～１９：５５ 
  [会 場]    川内北キャンパス C202 
  [言 語]    日本語／英語（逐次通訳あり） 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 災害ポテンシャル研究分野・呉 修一（くれ しゅういち） 

       TEL 022-752-2112 FAX 022-752-2112  E-mail kure@irides.tohoku.ac.jp 
 
5. [種 別]    会議形式イベント（共催） 

[タイトル]  住民主体の災害復興と大学の役割―東日本大震災の教訓と神戸・ アチェ・四川との
比較 

  [担 当]    桜井 愛子 准教授 
  [日 時]    ３月１５日（日）９：１０～１２：００ 
  [会 場]    仙台市情報・産業プラザ（AER内） 
  [言 語]    日本語／英語（同時通訳あり） 



   

  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 災害復興実践学分野・桜井 愛子（さくらい あいこ） 

       TEL 022-752-2104 FAX 022-752-2105  E-mail sakurai@irides.tohoku.ac.jp 
 
6. [種 別]    会議形式イベント（共催） 

[タイトル]  日本の災害への強さー世界とその秘訣と挑戦に迫るー 
  [担 当]    今村 文彦 教授 
  [日 時]    ３月１５日（日）９：１５～１６：００ 
  [会 場]    東京エレクトロンホール宮城 601大会議室 
  [言 語]    日本語／英語（同時通訳あり） 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 津波工学研究分野・今村 文彦（いまむら ふみひこ） 

       TEL 022-752-2044 FAX 022-752-2091  E-mail imamura@irides.tohoku.ac.jp 
 
7. [種 別]    会議形式イベント（共催） 

[タイトル]  東日本大震災の被災地域でのグローバル安全学リーダー人材の育成 
  [担 当]    地引 泰人 助教 
  [日 時]    ３月１５日（日）９：００～１２：００ 
  [会 場]    東北大学川内北キャンパス C201 
  [言 語]    英語 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] リーディング大学院・地引 泰人（ぢびき やすひと） 

       TEL  022-795-4923 FAX 022-795-5006 E-mail jibiki@irides.tohoku.ac.jp 
 
8. [種 別]    会議形式イベント（主催） 

[タイトル]  シミュレーション・センシング・G空間情報の融合による減災力の強化 
  [担 当]    越村 俊一 教授 
  [日 時]    ３月１５日（日）９：３０～１６：４５ 
  [会 場]    川内北キャンパス マルチメディアホール 
  [言 語]    日本語／英語（同時通訳あり） 
  [取材申込方法]  E-mailまたはウェブページからお願いします（3月にウェブページを開設予定で

す） 
  [報道機関お問い合わせ先] 広域被害把握研究分野・越村 俊一（こしむら しゅんいち） 

ウェブページ：www.regid.irides.tohoku.ac.jp 
       E-mail koshimura@irides.tohoku.ac.jp 

 
9. [種 別]    会議形式イベント（主催） 

[タイトル]  ジオハザード軽減に向けた地球科学の人材育成： 防災国際ネットワーク構築 
  [担 当]    後藤 和久 准教授 
  [日 時]    ３月１５日（日）１３：００～１８：００ 
  [会 場]    川内北キャンパス C202 
  [言 語]    英語 
  [取材申込方法]   E-mailでお願いいたします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 低頻度リスク評価研究分野・後藤 和久（ごとう かずひさ） 
       TEL 022-752-2087 E-mail goto@irides.tohoku.ac.jp 

 
10.[種 別]    会議形式イベント（主催） 

[タイトル]  気候変動による大規模自然災害～ビッグデータの活用によるリスクコミュニケーシ
ョンへの展開～ 

  [担 当]    ケリーン J. イ 助教 
  [日 時]    ３月１５日（日）１８：００～２０：００ 
  [会 場]    仙台市民会館 会議室 1 
  [言 語]    英語 
  [取材申込方法]  TEL、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 国際防災戦略研究分野・ケリーン J. イ 

       TEL 022-752-2126 E-mail carineyi@irides.tohoku.ac.jp 
 
 



   

11.[種 別]    会議形式イベント（主催） 
[タイトル]  台風・高潮・高波シミュレーション及びインフラ被害評価 

  [担 当]    ブリッカー ジェレミー 准教授 
  [日 時]    ３月１６日（月）９：００～２０：００ 
  [会 場]    仙台市民会館 会議室 1 
  [言 語]    英語 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 国際災害リスク研究分野・ブリッカー ジェレミー 

       TEL 022-752-2088 FAX 022-752-2088  E-mail bricker@irides.tohoku.ac.jp 
 
12.[種 別]    会議形式イベント（主催） 

[タイトル]  災害科学国際研究所地震津波リスク評価（東京海上日動）寄附研究部門－津波リスク
研究と防災啓発活動－ 

  [担 当]    福谷 陽 助手 
  [日 時]    ３月１６日（月）９：１５～１２：００ 
  [会 場]    川内北キャンパス B200 
  [言 語]    日本語（同時通訳あり） 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 地震津波リスク評価（東京海上日動） 

寄附研究部門・福谷 陽（ふくたに よう） 
       TEL 022-752-2107 FAX 022-752-2108  E-mail fukutani@irides.tohoku.ac.jp 

 
13.[種 別]    会議形式イベント（主催） 

[タイトル]  レジリエント・コミュニティ —私達の住まい，私達の地域，私達の復興— 
  [担 当]    村尾 修 教授 
  [日 時]    ３月１６日（月）９：１５～１１：４５ 
  [会 場]    川内北キャンパス マルチメディアホール 
  [言 語]    日本語／英語（同時通訳あり） 
  [取材申込方法]  TEL、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 国際防災戦略研究分野・村尾 修（むらお おさむ） 

       TEL 022-752-2125 E-mail murao@irides.tohoku.ac.jp 
 
14.[種 別]    会議形式イベント（主催） 

[タイトル]  レジリエンス・ワークショップ～しなやかな防災・減災を実現する科学技術と社会実
装～ 

  [担 当]    寺田 賢二郎 教授、奥村 誠 教授 
  [日 時]    ３月１６日（月）９：３０～１８：００ 
  [会 場]    川内北キャンパス B101（展示：A307） 
  [言 語]    日本語または英語 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 地域安全工学研究分野・寺田 賢二郎（てらだ けんじろう） 

       TEL 022-752-2134 or 2134 FAX 022-752-2133 E-mail tei@irides.tohoku.ac.jp 
 
15.[種 別]    会議形式イベント（共催） 

[タイトル]  「重層的な津波避難対策の展開」シンポジウム 
  [担 当]    安倍 祥 助手 
  [日 時]    ３月１６日（月）１０：００～１２：００ 
  [会 場]    AER 情報産業プラザ 6Fセミナールーム（2） 
  [言 語]    日本語 
  [取材申込方法]  FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 地震津波リスク評価（東京海上日動）寄附研究部門 

安倍 祥（あべ よし） 
       TEL 022-752-2108 FAX 022-752-2108  E-mail yabe@irides.tohoku.ac.jp 

 
16.[種 別]    会議形式イベント（主催） 

[タイトル]  巨大災害からの復興 ～人、コミュニティと計画～ 
  [担 当]    井内 加奈子 准教授 
  [日 時]    ３月１６日（月）１３：００～１９：３０ 



   

  [会 場]    川内北キャンパス C201 
  [言 語]    英語 
  [取材申込方法]  不要 
  [報道機関お問い合わせ先] 防災社会国際比較研究分野・井内 加奈子（いうち かなこ） 

       TEL 022-752-2152 E-mail idr.lab.3@gmail.com 
 
17.[種 別]    会議形式イベント（主催） 

[タイトル]  企業と市民参加によるコミュニティ・レジリエンス構築 
  [担 当]    泉 貴子 准教授 
  [日 時]    ３月１６日（月）１３：１５～１５：４５ 
  [会 場]    川内北キャンパス C206 
   [取材申込方法]  TEL、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 社会連携オフィス・泉 貴子（いずみ たかこ） 

       TEL 022-752-2094 E-mail izumi@irides.tohoku.ac.jp 
 

18.[種 別]    会議形式イベント（主催） 
[タイトル]  巨大災害に対する保健医療の備え 

  [担 当]    江川 新一 教授 
  [日 時]    ３月１６日（月）１３：３０～１９：３０ 
  [会 場]    川内北キャンパス B102 
  [言 語]    英語 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 災害医療国際協力学分野・江川 新一（えがわ しんいち） 

       TEL 022-273-6286 FAX 022-274-5966  E-mail egawas@surg1.med.tohoku.ac.jp 
 

19.[種 別]    会議形式イベント（共催） 
[タイトル]  日本の事業継続マネジメントの現状と今後～東日本大震災も踏まえて～ 

  [担 当]    丸谷 浩明 教授 
  [日 時]    ３月１６日（月）１３：３０～１８：００ 
  [会 場]    TKPガーデンシティ仙台（AER内）ホール C 
  [言 語]    日本語 
  [取材申込方法]  TEL、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 防災社会システム研究分野・丸谷 浩明（まるや ひろあき） 

       TEL 022-752-2157 E-mail maruya@irides.tohoku.ac.jp 
 

20.[種 別]    会議形式イベント（共催） 
 [タイトル]  東北地域における産業・社会の復興 

  [担 当]    増田 聡 教授 
  [日 時]    ３月１６日（月）１４：００～１７：３０ 
  [会 場]    ＴＫＰガーデンシティ仙台勾当台 ホール７ 
   [言 語]    日本語／英語（同時通訳あり） 
  [取材申込方法]  下記まで E-mail でお願いします（3/13日まで） 
             経済学研究科・地域イノベーション研究センター 
          E-mail sympo2014@econ.tohoku.ac.jp  FAX 022-217-6266 
  [報道機関お問い合わせ先] 防災社会システム研究分野・増田 聡（ますだ さとる） 
          E-mail masuda@econ.tohoku.ac.jp 
 
21.[種 別]    会議形式イベント（共催） 

[タイトル]  東日本大震災からの多重防御によるまちづくり 
  [日 時]    ３月１６日（月）１４：３０～１７：００ 
  [会 場]    TKPガーデンシティ仙台（AER内） 
  [言 語]    日本語（同時通訳あり） 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 宮城県 土木部 防災砂防課 防災企画班 
         TEL 022-211-3175 FAX 022-211-3193  E-mail bousa-ki@pref.miyagi.jp 
 
 
 



   

22.[種 別]    東日本大震災 総合フォーラム（共催） 
[タイトル]  持続可能な開発のための教育を通じた防災・減災の展開～より良い子どもたちの未来

に向けて～ 
  [担 当]    今村 文彦 教授 
  [日 時]    ３月１６日（月）１５：００～１８：００ 
  [会 場]    東北大学 川内萩ホール 
  [言 語]    日本語（同時通訳あり） 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 津波工学研究分野・今村 文彦（いまむら ふみひこ） 
         TEL 022-752-2044 FAX 022-752-2091  E-mail imamura@irides.tohoku.ac.jp 

 
23.[種 別]    会議形式イベント（主催） 

[タイトル]  災害教訓の伝承～アーカイブとメモリアルの役割とは～ 
  [担 当]    柴山 明寛 准教授・ボレー セバスチャン 助教 
  [日 時]    ３月１６日（月）１７：３０～１９：４５ 
  [会 場]    川内北キャンパス C206 
  [言 語]    英語 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 災害アーカイブ研究分野・柴山 明寛（しばやま あきひろ） 
         TEL 022-752-2099 FAX 022-752-2100  E-mail shibayama@irides.tohoku.ac.jp 

 
24.[種 別]    会議形式イベント（主催） 

[タイトル]  科学と実践的防災学〜防災における大学の役割とは〜 
  [担 当]    泉 貴子 准教授 
  [日 時]    ３月１７日（火）１３：１５～１９：００ 
  [会 場]    川内北キャンパス B200 
  [言 語]    英語 
  [取材申込方法]  TEL、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 社会連携オフィス・泉 貴子（いずみ たかこ） 

       TEL 022-752-2094 E-mail izumi@irides.tohoku.ac.jp 
 

25.[種 別]    会議形式イベント（主催） 
[タイトル]  被災地でのジオパークを考える〜大地の災いと恵み〜 

  [担 当]    久利 美和 講師 
  [日 時]    ３月１７日（火）１３：３０～１５：４５ 
  [会 場]    川内北キャンパス C202 
  [言 語]    日本語、一部英語（通訳なし） 
  [取材申込方法]  不要 
  [報道機関お問い合わせ先] リーディング大学院・久利 美和（くり みわ） 

       TEL 022-795-4923 FAX 022-795-5006  E-mail kuri@irides.tohoku.ac.jp 
 

 
26.[種 別]    会議形式イベント（主催） 

[タイトル]  『生きる力』市民運動化プロジェクト推進のためのシンポジュウム 
  [担 当]    今村 文彦 教授・佐藤 翔輔 助教 
  [日 時]    ３月１８日（水）９：３０～１６：００ 
  [会 場]    川内北キャンパス B200 
  [言 語]    日本語（関係資料：和英同時標記） 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 災害アーカイブ研究分野・佐藤 翔輔（さとう しょうすけ） 

       TEL 022-752-2099 FAX 022-752-2100  E-mail ssato@irides.tohoku.ac.jp 
 

27.[種 別]    会議形式イベント（共催） 
[タイトル]  平成 26年度防災シンポジウム・第 10回災害に強いコミュニティのための市民フォー

ラム「災害に強いコミュニティを目指して」 
  [担 当]    佐藤 健 教授 
  [日 時]    ３月１８日（水）１０：００～１６：３０ 
  [会 場]    東京エレクトロンホール宮城 



   

  [言 語]    日本語（同時通訳あり） 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 災害復興実践学分野・佐藤 健（さとう たけし） 

       TEL 022-752-2106 FAX 022-752-2105  E-mail tsato@irides.tohoku.ac.jp 
 

28.[種 別]    会議形式イベント 
[タイトル]  東北大学復興シンポジウム「大震災と減災対策」パネルディスカッション 

  [担 当]    今村 文彦 教授、奥村 誠 教授、他 
  [日 時]    ３月１５日（日）１０：５０～１１：３０(シンポジウムは 10：30～17：00） 
  [会 場]    東京エレクトロンホール宮城 大ホール 
  [言 語]    日本語（同時通訳あり） 
  [取材申込方法]  http://drr.tohoku.ac.jp/form/への登録をお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 被災地支援研究分野・奥村 誠（おくむら まこと） 

       TEL 022-752-2161 FAX 022-752-2161  E-mail mokmr@m.tohoku.ac.jp 
 

29.[種 別]    会議形式イベント（共催） 
[タイトル]  巨大災害におけるメンタルヘルスのしなやかさにむけた復興のありかた 
[担 当]    富田宏之教授、江川新一教授 
[日 時]    ３月１６日（日）９：３０～１１：３０ 
[会 場]    川内北キャンパス C102 
[言 語]    英語（同時通訳なし） 
[取材申込方法]  登録不要 
[報道機関お問い合わせ先] 災害精神医学分野・富田博秋（とみた ひろあき） 
       TEL 022-717-7897  E-mail htomita@med.tohoku.ac.jp 
 
 

30.[種 別]    展示イベント（主催） 
[タイトル]  3Dドキュメンタリー作品「大津波 3.11未来への記憶」上映 

  [担 当]    サッパシー アナワット 准教授 
  [日 時]    ３月１４日（土）～１８日（水） 
  [会 場]    川内北キャンパス A200 
  [言 語]    日本語／英語 
  [取材申込方法]  TEL、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 地震津波リスク評価（東京海上日動）寄附研究部門 

サッパシー アナ ワット 
       TEL 022-752-2109 E-mail suppasri@irides.tohoku.ac.jp 
 

31.[種 別]    展示イベント（主催） 
[タイトル]  技術展示〜シミュレーション・センシング・G 空間情報の融合による減災力の強化に

向けて〜 
  [担 当]    越村 俊一 教授 
  [日 時]    ３月１４日（土）～１８日（水） 
  [会 場]    川内北キャンパス A102 
  [言 語]    日本語／英語 
  [取材申込方法]  申込は不要です。 
  [報道機関お問い合わせ先] 広域被害把握研究分野・越村 俊一（こしむら しゅんいち） 
         TEL 022-752-2084 FAX 022-752-2083  E-mail koshimura@irides.tohoku.ac.jp 
 
32.[種 別]    展示イベント（主催） 

[タイトル]  災害復興実践学の可能性：石巻市等における復興実践 
  [担 当]    小野田 泰明 教授、平野 勝也 准教授、姥浦 道生 准教授、小林 徹平 助手、他 
  [日 時]    ３月１４日（土）～１８日（水） 
  [会 場]    川内北キャンパス A102 
  [言 語]    日本語／英語 
  [取材申込方法]  TEL、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 災害復興実践学分野・小林 徹平（こばやし てっぺい） 

       TEL 022-752-2103  E-mail kobayashi@irides.tohoku.ac.jp 
 



   

33.[種 別]    展示イベント（主催） 
[タイトル]  世界における災害と被害軽減のための都市・建築空間 

  [担 当]    村尾 修 教授 
  [日 時]    ３月１４日（土）～１８日（水） 
  [会 場]    川内北キャンパス A102 
  [言 語]    日本語／英語 
  [取材申込方法]  TEL、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 国際防災戦略研究分野・村尾 修（むらお おさむ） 
         TEL 022-752-2125 E-mail murao@irides.tohoku.ac.jp 
 
34.[種 別]    展示イベント（主催） 

[タイトル]  歴史遺産を未来へ〜災害から地域の歴史資料を守り伝える〜 
  [担 当]    佐藤 大介 准教授 
  [日 時]    ３月１４日（土）～１８日（水） 
  [会 場]    川内北キャンパス A102 
  [言 語]    日本語／英語 
  [取材申込方法]  TEL、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先]  歴史資料保存研究分野・佐藤 大介（さとう だいすけ） 

       TEL 022-752-2143 E-mail dsato@irides.tohoku.ac.jp 
 

35.[種 別]    展示イベント（主催） 
[タイトル]  地殻変動のリアルタイム検知で津波警報を高度化する 

  [担 当]    日野 亮太 教授、木戸 元之 准教授 
  [日 時]    ３月１４日（土）～１８日（水） 
  [会 場]    川内北キャンパス A102 
  [言 語]    日本語／英語 
  [取材申込方法]  TEL、FAX、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 海底地殻変動研究分野・日野 亮太（ひの りょうた） 

       TEL 022-752-2063 FAX 022-752-2061  E-mail hino@irides.tohoku.ac.jp 
 

36.[種 別]    展示イベント（主催） 
[タイトル]  東日本大震災 —過去と未来— 

  [担 当]    村尾 修 教授 
  [日 時]    ３月１４日（土）～１８日（水） 
  [会 場]    川内北キャンパス A102 
  [言 語]    日本語／英語 
  [取材申込方法]  TEL、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 国際防災戦略研究分野・村尾 修（むらお おさむ） 
         TEL 022-752-2125 E-mail murao@irides.tohoku.ac.jp 

 
37.[種 別]    展示イベント 

[タイトル]  東北大学復興アクション～「東北復興・日本新生の先導」を目指して～ 
  [日 時]    ３月１４日（土）～１８日（水） 
  [会 場]    東北大学川内萩ホール 

[報道機関お問い合わせ先] 総長室 
E-mail skk-staff@bureau.tohoku.ac.jp 

 
38.[種 別]    展示イベント 

[タイトル]  建築・空間・災害 
  [担 当]    村尾 修 教授、他 
  [日 時]    ３月６日（金）～１８日（水）（１２日（木）休館） 
  [会 場]    仙台縁日（仙台放送）（クリスロード商店街内） 
  [言 語]    日本語／英語 
  [取材申込方法]  TEL、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 国際防災戦略研究分野・村尾 修（むらお おさむ） 
         TEL 022-752-2125 E-mail murao@irides.tohoku.ac.jp 

 
 



   

39.[種 別]    パネルセッション・ワークショップ・アクティビティ（共催） 
[タイトル]  Children & Youth Forum 

  [日 時]    ３月１１日（水）～１８日（水） 
  [会 場]    東北大学 他 
  [言 語]    英語 
  [取材申込方法]  E-mailでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先]  工学研究科都市・建築学専攻 鈴木 さち（すずき さち） 

       E-mail s-suzuki@hjogi.pln.archi.tohoku.ac.jp 
 

40.[種 別]    スタディツアー（主催） 
[タイトル]  東北大学ディスカッションツアー③ 東北大学の貴重な歴史的資料を持つ付属図書

館と世界的災害科学拠点を巡る～世界的災害拠点の紹介～ 
  [担 当]    村尾 修 教授、森口 周二 准教授、他 
  [日 時]    ３月１７日（火）１０：３０～１１：４５（災害科学国際研究所 視察） 
  [会 場]    災害科学国際研究所 
  [言 語]    英語 
  [取材申込方法]  TEL、E-mailのいずれかでお願いします。 
  [報道機関お問い合わせ先] 国際防災戦略研究分野・村尾 修（むらお おさむ） 
         TEL 022-752-2125 E-mail murao@irides.tohoku.ac.jp 

地域安全工学研究分野・森口 周二（もりぐち しゅうじ） 
         TEL 022-752-2131 E-mail s_mori@irides.tohoku.ac.jp 

 

別紙：国連防災世界会議／パブリックフォーラムに向けた IRIDeSの動き（※災害科学国際研究所主催イベントのみ） 
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国連防災世界会議×IRIDeS 

防災会議に合わせてIRIDeS主催で行う

パブリック・フォーラムやイベントは、実に30以上。

多くの研究者が、長年培ってきた知見を世界に発信するため、

仙台市を中心に、さまざまなフォーラムや展示、ツアーなどを行います。

パブリック・フォーラム
ACCESS MAP

日

英

展 示3Dドキュメンタリー映画「大津波3.11
未来への記憶」(特別編集版25分)上映

日時：2015年3月14日土～18日水
会場：❷-A200
ORG：サッパシー アナワット 

世界における災害と被害軽減のための
都市・建築空間 日

英

展 示

日時：2015年3月14日土～18日水
会場：❷-A102
ORG：村尾 修

通訳：
スタッフ
による対応

日

福島沿岸スタディツアー巡検、シンポジウム
被災地
イベント

日時：2015年3月11日水～
　　  12日木 8:30～18:00
会場：いわき市、広野町他
ORG：松本 行真

科学と実践的防災学～防災における
大学の役割とは～

通訳無し

英

会議形式

日時：2015年3月17日火 13:15～19:00
会場：❷-B200
ORG：泉 貴子

日

英

展 示展 示

日時：2015年3月6日金～18日水
会場：❽
ORG：村尾 修

建築・空間・災害

日

英

展 示

日時：2015年3月14日土～18日水
会場：❷ -A102
ORG：村尾 修

東日本大震災～過去と未来～

減災市民会議
午前：見学会、午後：ワークショップ 日

被災地
イベント

日時：2015年3月19日木 
会場：多賀城市　市民活動サポートセンター
ORG：柴山 明寛

日時：2015年3月14日土～18日水
会場：❷-A102
ORG：小野田 泰明、平野 勝也、姥浦 道生、小林 徹平ほか

災害復興実践学の可能性：
石巻市等における復興実践 日

英

展 示

日

英

被災地
イベント多賀城市イベント

「かたりつぎ」～朗読と音楽の夕べ～

日時：2015年3月5日木 18:00～20:10
会場：多賀城市文化センター大ホール
ORG：柴山 明寛

地殻変動のリアルタイム検知で
津波警報を高度化する

日

英

展 示

日時：2015年3月14日土～18日水
会場：❷-A102
ORG：日野 亮太、木戸 元之

一部英語

会議形式『生きる力』市民運動化プロジェクト推進
のためのシンポジュウム

日
日時：2015年3月18日水 9:30～15:30
会場：❷-B200
ORG：今村 文彦、佐藤 翔輔

日

英

展 示展 示

日時：2015年3月14日土～18日水
会場：❺
ORG：小野田 泰明、本江正茂、柴山 明寛

東北防災・復興パビリオン

陸前高田市シンポジウム 復興の力：「ノーマライゼー
ションという言葉のいらないまち」づくりに向けて

英

同時通訳

被災地
イベント

日

日時：2015年3月16日月 13:30～15:30
会場：陸前高田市コミュニティホール
ORG：小野 裕一

技術展示～シミュレーション・センシング・
G空間情報の融合による減災力の強化に向けて～ 日

英

展 示

日時：2015年3月14日土～18日水
会場：❷-A102
ORG：越村 俊一 

日

英

展 示展 示歴史遺産を未来へ～災害から地域の
歴史資料を守り伝える～

日時：2015年3月14日土～18日水
会場：❷-A102
ORG：佐藤 大介 

英

スタディツアー東北大学ディスカッションツアー③
東北大学の貴重な歴史的資料を持つ
付属図書館と世界的災害科学拠点を巡る

日時：2015年3月17日火 10:30～11:45
会場：❶　ORG：村尾 修、森口 周二ほか

展 示
東北大学復興アクション～
「東北復興・日本新生の先導」を目指して～

日時：2015年3月14日土～18日水
会場：❸

一部英語

日

会議形式

日時：2015年3月17日火 13:30～15:45
会場：❷-C202
ORG：久利 美和

被災地でのジオパークを考える
～大地の災いと恵み～

ジオハザード軽減に向けた地球科学の
人材育成： 防災国際ネットワーク構築

通訳無し

英

会議形式

日時：2015年3月15日日 13:00～18:00
会場：❷-C202
ORG：後藤 和久

東南アジアにおける近年の大規模水災害から
得られた教訓　～命をいかに守るか～

逐次通訳

英

会議形式

日時：2015年3月14日土 17:05～19:55
会場：❷-C202
ORG：呉 修一

英

同時通訳

会議形式

日

東日本大震災メモリアル（知のフォーラム）　

震災４周年シンポジウム＆３Ｄ映画
「大津波3.11未来への記憶」上映
日時：2015年3月10日火 12:30～20:00 
会場：❸　ORG：IRIDeS、NHK-MT

災害教訓の伝承～アーカイブと
メモリアルの役割とは～

通訳無し

英

会議形式

日時：2015年3月16日月 17:30～19:45
会場：❷-C206
ORG：柴山 明寛、ボレー セバスチャン

災害ロボットの社会実装

英

同時通訳

会議形式

日日時：2015年3月14日土 13:30～16:00
会場：❻-601号室
日時：2015年3月16日月 9:50～11:50
会場：❼-ホール1
ORG：田所 諭

同時通訳

日

会議形式

日時：2015年3月15日日 10:30～17:00
会場：❻
ORG：今村 文彦、奥村 誠ほか

東北大学復興シンポジウム  東北大学からの
メッセージ ～震災の教訓を未来に紡ぐ～

巨大災害に対する保健医療の備え

通訳無し

英

会議形式

日時：2015年3月16日月  13:30～19:30
会場：❷-B102
ORG：江川 新一

レジリエンス・ワークショップ～しなやかな
防災・減災を実現する科学技術と社会実装～ 日

逐次通訳

会議形式

日時：2015年3月16日月 9:45～17:30
会場：❷-B101(ワークショップ)、 A307（展示） 
ORG：寺田 賢二郎、奥村 誠

通訳：
スタッフ
による対応

台風・高潮・高波シミュレーション及び
インフラ被害評価 英

会議形式

日時：2015年3月16日月 9:00～20:00
会場：❹-会議室1
ORG：ブリッカー ジェレミー

英

同時通訳

会議形式

日

レジリエント・コミュニティ
-私達の住まい、私達の地域、私達の復興-　

英

同時通訳

会議形式

日

日時：2015年3月16日月 9:15～11:45
会場：❷-マルチメディアホール
ORG：村尾 修

企業と市民参加によるコミュニティ・
レジリエンス構築

通訳無し

英

会議形式

日時：2015年3月16日月 13:15～15:45
会場：❷-C206
ORG：泉 貴子

防災教育 交流国際フォーラム

英

同時通訳

会議形式

日

日時：2015年3月14日土 9:30～16:50
会場：❷-マルチメディアホール
ORG：桜井 愛子

英

同時通訳

会議形式

日

シミュレーション・センシング・G空間
情報の融合による減災力の強化 

日時：2015年3月15日日 9:30～16:45
会場：❷-マルチメディアホール
ORG：越村 俊一

気候変動による大規模自然災害～ビッグデータの活
用によるリスクコミュニケーションへの展開～

通訳無し

英

会議形式

日時：2015年3月15日日 18:00～20:00
会場：❹-会議室1
ORG：イ ケリーン J.

巨大災害からの復興
～人、コミュニティと計画～

通訳無し

英

会議形式

日時：2015年3月16日月 13:00～19:30
会場：❷-C201
ORG：井内 加奈子

日

同時通訳

会議形式

日時：2015年3月16日月 9:15～12:00
会場：❷-B200　ORG：福谷 陽

災害科学国際研究所地震津波リスク評価
（東京海上日動）寄附研究部門
－津波リスク研究と防災啓発活動－


