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あなたの町内 『いざ』 という時に万全？ 
 

１１年前の３月１１日午後２時４６分以降のしばらくの間、私たち

は携帯電話や電子メールがなかなか通じない経験をしました。そんな

災害時に大きな怪我をした、病気になった場合の SOS を、あなたの

町内ではどのように発信出来ますか？ 住民の命を救うため、柏市災

害対策本部との間の電話以外の代替連絡手段を各町会･自治
会･管理組合で確実に用意しましょう。柏市防災安全課からも今後

その主旨でのお願いが各団体宛てに通知される予定です。 

なお、だれでも簡単に使用できる簡易無線機(トランシーバー)のご準備を当会では各

団体宛てお勧めしています。その機材につきましては、個数に限りはありますが、当会

でも長期無償貸出しを行っております(貸出しは現在該当機材のない地域団体を優先対

象とし、各団体向け一台となります)。詳しくは下記まで電子メールでご照会ください。 

また、本件の関連内容として、本誌３頁下段と４頁上段の記事を夫々参照願います。 

トランシーバー借用に関する照会先メールアドレス： kazahokufuru@gmail.com 

 
「地域づくり講演会」・「ウォークラリー」 は延期します 

 
新型コロナ感染症の新規感染者が新年早々から全国的に拡大傾向を

示し、柏市内でも連日多くの感染者数を記録しています。そのため、

感染症対策の観点から２月 20 日の講演会及び３月 26 日のウォーク

ラリーは期日未定での延期◎といたします。参加をご検討頂いていた

住民の皆さん、誠に申し訳ありませんが、何卒ご理解をお願いします。 

なお、今回のウォークラリーでも実施を予定していました「防災ク

イズ」を、感染症対策を講じた形で実施しますので、奮って解答に

チャレンジしてご応募ください。 

クイズと応募方法は裏面の通りです。ご解答者から抽選で３００名に、①防犯や防

災に必ず役立つ「ホイッスル（笛）」及び ②非常食のレトルト白粥※を、更に解答

者全員に漏れなく③大判のキッチンラップを進呈します。景品のお渡しの方法は別途

ご案内しますので、必ず応募者の連絡先(住所と☏)☆をお知らせください。 
◎今後延期日程を本紙面でお知らせします。※「白粥レトルトパック」は柏市防災安全課からご提供頂きました。 

☆個人情報は本目的以外では使用せず、用務終了後は必ず破棄いたします。 

編集・発行 
柏市風早北部地域 
ふるさと協議会 

広報部 
柏市沼南近隣センター内 

☏ 04-7192-1111 

《防犯防災部》 

《ウォークラリー実行委員会》 
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クイズに答えて防災グッズをゲットしよう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
解答の提出方法 （①または②のいずれかで返送願います） 

① 下記の解答書に記載、点線から切り離して沼南近隣センター（柏市大島田４４０-１）内の

１階ロビー奥に所在しますふるさと協議会事務室･入口設置の「連絡箱」に投函する 

② 下記の解答書に記載後、その部分を携帯電話の写真機能で撮影（ピンぼけのないように

注意）し、その画像データ（.jpg）を以下までメールで送信する  

☞ 0326@kazahayahokubu.com 
応募の締め切りは２０２２年４月３０日まで 

 

 
 
 

問１：「あっ！地震だ。大きいぞ。」さぁー、あなたがすぐにとるべき行動はどれ？ 
１．火事やガス漏れを防ぐため、火の始末やガスコンロを確認する 
２．自分自身を守るため安全な場所に頭を守りながらかくれる 
３．テレビやラジオで地震のニュースを見聞きする 

《ヒント》何よりもまず自分自身を危険から守ることが大切だよ。 
問２：自分の家にいるのが危ないとき、避難すべき場所として正しくないのはどこですか？ 
１．最寄りの学校の校庭･グラウンド 
２．市役所（沼南支所） 
３．近くの公園 

《ヒント》災害時に「役所に行けば何とかなる」との考えは捨てましょう。 
問３：夜中に大きな地震が発生した場合に最も大事な防災備品はどれでしょう？ 
１．飲料水・缶詰食品・缶切りやフォークの付いたサバイバルナイフ 
２．スニーカーやスリッパ・懐中電灯(乾電池あり)・ホイッスル 
３．携帯電話(充電済み)・健康保険証やお金の入った財布・避難所までの地図 

《ヒント》寝室にて地震発生、直後の停電の中での避難行動を想定しましょう。 
問４：防災グッズにもなるキッチンラップの使い道として正しくないものどれ？ 
１．食材を載せる（食器代わり） 
２．怪我をした際の止血具 
３．毛布(寝具)の代わり 

《ヒント》さすがにキッチンラップではなかなか暖かくなりませんね。 
問５：柏市の自主避難所（じしゅひなんじょ）をご存知ですか？自主避難所についての正しい記述を一つ選びま

しょう？ 
１．台風の接近･上陸に際して自宅に居ることが危険になった場合の避難所となる 
２．災害発生時に近在の住民が集まり、互いに自ら避難所で災害対策の活動をする場所である 
３．自主避難所は柏市役所、消防署、総合病院などに設置される 

《ヒント》平成元年秋の２つの台風で初めて市内各近隣センターに開設され市の職員が対応しました。 

問１から問５の各設問の

解答を「１」「２」「３」か

らそれぞれ１つだけ選ん

で解答してね。 

広報しょうなん第３７号掲載「防災クイズ」解答書 
下記の［   ］に全問解答（１・２・３のどれか）をご記入願います。 

 
問１［  ］ 問 2［  ］ 問３［  ］ 問４ ［  ］ 問５［  ］  

応募者のお名前（ひらがな可）：                住所：                  

連絡先（出来るだけ携帯電話の番号をお願いします）：               

キ
リ
ト
リ 

(2) 
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今年度防災訓練実施団体のご紹介《防犯防災部》 
 

昨年後半から日本各地で比較的身体に衝撃を感じる地震が発生しています。専門家

からは首都圏での大規模地震発生の予兆であることを示唆する言葉も聞こえ、災害へ

の準備に無頓着であることのリスクについて是非想像してみましょう。そして、感染症

拡大を理由に今、防災対策に目を向けないことの危険性も是非直視してください。 
 

今年度安否確認訓練実施団体の結果 

実施団体名 対象世帯数 目印あり 訪問確認 応答ナシ等 役員数 

塚崎二丁目自治会 １９２ １４９ ２３ ２０ １６ 

大津ヶ丘二丁目町会 １１５ ８６ ２９ ８ 

大井区井堀内町会※１ ２６５ １４０ １０３ ２２ １５ 

手賀の杜自治会※２ 1,046 ５１５ ２７１ ２６０ ７３ 

沼南エリカ M 管理組合※３ ３１４ １９１ - - ３０ 

大井区柏東 PH 管理組合 ６１ ４０ ０ ２１ ６ 

（注）安否確認訓練のほか、※１：防災クイズを実施、※２：シェイクアウト訓練･防災クイズを実施、※３：防火訓練を実施 

上記のほか、大津ヶ丘三丁目町会が昨年１２月１９日に安否確認訓練･防災展示会を実施。本年２月１３日に塚崎区でも班長を対象に

した防災訓練を予定。 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

柏市防災安全課へ防災関連要望の２項目を提出 
 

当会防犯防災部では昨年１１月、①大規模地震発生に際

して市民が怪我をしないための事前の取組みの実施や、②

トランシーバーの導入など、災害時の代替通信手段確保の

必要性を地域住民団体宛てに訴えることを、必要な関係予

算の確保を含め柏市に求めました。 

当会は、他のふるさと協議会にも理解を求めつつ、市民の

命を守る重要事項として、今後も本件の実現に向けた働きかけを市に対し強力に進め

て参ります。                          《防犯防災部》 

沼南エリカマンション防災訓練 
１１月２８日実施 

当日は沼南消防署のご協力で 
多くの住民が参加しました。 

手賀の杜地区防災訓練 
１１月１４日実施 

安否確認は計７０の班の 
実施結果を班長から報告を 
受け、集会施設で集計作業を行い

ました 

安否が確認できない世帯は地図上に記載
し、最終的な確認漏れを防ぎます 

(3) 
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住民の命を守る！柏市主催の無線機交信訓練実施 
 

昨年１１月２５日、柏市沼南近隣セン

ター主催にて、地域団体防災担当者の参

加による簡易無線機(トランシーバー)交

信訓練を実施し、計１６団体２１名(基

数)※の参加を得ました。 
※１２月２５日に追加実施した訓練の参加数を含む。 

         《防犯防災部》 
 
 

大津ヶ丘･塚崎地区社協主催の 「ふれあいの会」 は大盛況 
 

昨年１２月１９日の午前中、沼南近隣センター/ひまわりプラ

ザ大ホールを会場に、112 名の参加にてふれあいの会が行われ

ました。柏市社協の担当者さんによる「みんなで鳴子体操」を始

め、Swing Beat Team♪ Hiroshi 

による懐かしの曲演奏、DCBK 

(Drum Circle Beat at Kashiwa)

の「メンバーと一緒に楽器を鳴らそ

う」で大いに参加者を魅了し、エキ

サイティングな時間を過ごすこと

が出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
昨年末からのオミクロン株による感染症が猛威を見せています。そのため、誠に残念ですが３月に

予定の「風北ふるさとウォークラリー」は実施を見送りました。準備を担当する役員一同、開催が楽
しみであったことで消沈気味ですが、これにめげず、環境が許せば、また来年度以降でチャレンジし
て参ります。その代わりに行う防災クイズに、たくさんの地域住民のご応募をお願いします。 

広報部長 長谷川 寛一   
【柏市風早北部地域ふるさと協議会･連絡先】〒277-0922 柏市大島田４４０－１沼南近隣センター内 

TEL:０４－７１９２－１１１１（直通）FAX: ０４－７１９２－１１１３ 

(4) 

※今回の訓練参加団体（地域団体は五十音順）： 
新舟戸町会･井堀内町会･大島田区･大津ヶ
丘一丁目町会･大津ヶ丘二丁目町会･追花
町会･柏東パークホームズ管理組合･サン
パワー区管理組合･沼南エリカマンション
管理組合･塚崎区･塚崎二丁目自治会･手賀
の杜自治会･中の橋町会･プロムナード大
津ヶ丘団地管理組合･リバティーヒル柏自
治会･沼南近隣センター(地域災害対策本部
設置場所) 

 

 

傾聴(けいちょう)講座開催のご案内 

と  き：令和４年３月１８日（金）10 時～１２時 

と こ ろ：沼南社会福祉センター３階会議室 

講  師：澤村直樹先生 アクティヴリッスン代表 

         日本傾聴ボランティア研究センター理事長 

参 加 費：無 料 

募集人数：９０名（先着順にて定数になり次第締め切ります） 

主 催：風早北部地域ふるさと協議会地区社協部 

申 込 先：風早北部地区の方 090-5304-1900 まで 

         大津ヶ丘･塚崎地区の方 090-6026-8130 まで 

《社協部》 

☆ 編 集 後 記 ☆ 

聴き上手について 
学んでみませんか？ 
 


