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結成２０周年を迎えて

女性防災クラブ平塚パワーズ
第６代会長　　木村　美江子

　皆様のご協力と、ご指導をいただき２０周年を迎える事が出来ました。

　阪神淡路大震災が起きた事をきっかけに、平塚市が防災対策の一つとし

て、女性防災講習会を行いました。受講生３０名が講習終了後「自分の身

は自分が守り、家族を守り、そして地域を守る」を合言葉に「女性防災

リーダー平塚パワーズ」を結成しました。私は３期生として入会し、平塚

市防災課職員の方、各消防所職員の方々に規律訓練や、三角巾、ロープ

ワークのご指導をいただき、その後の活動の基本となりました。

　地震の活動期に入ったといわれる今、平塚市に於いても市民一人ひとり

の減災意識の高さが求められています。

　平成２３年の３.１１東日本大震災以降、減災の重要性を解りやすいアイ

テムで皆さんにお教えしています。災害から大切な命を守るために日頃か

ら備えて置きたい物として、段ボールで作る簡易トイレや、身の廻りの物

で行なう応急手当、自分に必要な物を縫い付けて作る防災頭巾などです。

　時代に合った取り組みとしてインターネット上でも私たちの活動を見て

いただけるようなりました。多くのアクセスのおかげで活動の輪が大きく

広がり平塚市内は勿論、市外からの防災講座要請も多くなりました。

　今後も、会員の情熱を女性目線の活動にいかし、減災の大切さを一人で

も多くの方にお伝えしてまいります。
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お祝いのことば

平塚市長　落合克宏

　女性防災クラブ平塚パワーズの結成20周年を心からお祝い申し上げます。

結成以来、積極的に地域の防災活動に取り組んでこられた、歴代会長をはじ

めとする役員の皆さま、メンバーの皆さまに深く敬意を表します。

　皆さまにおかれては、防災意識の高揚を目的に地域の防災訓練や各種イベ

ントで、様々な防災啓発活動を展開しておられます。結成当初は、皆さまの

活動を行政が導きながら共に歩んでおりましたが、現在では、市内外からも

高い評価を受けるなど確固たる地位を築いておられ、皆さまの団結力とこれ

までのご努力の賜物と喜ばしく思っております。

　さて、本年４月に発生した熊本地震においては、各地に大被害がもたらさ

れ、市民生活や地域経済にも甚大な影響が及びました。本市も将来的には大

規模な地震の発生が予測されており、熊本地震での教訓を受け止めながら、

本市の減災・防災対策の強化に向けて力を入れているところです。

今年度から動き出した市の総合計画には、「安心・安全に暮らせるまちづく

り」を重点施策に掲げ、災害に強い地域づくりに取り組んでいます。地域の

防災関係団体と行政とが協働で防災意識を高め、自助・共助・公助の連携に

よって災害から身を守れる地域づくりを推進してまいります。

　近年、市民の防災・減災への意識や関心は高まり、皆さまのご活躍が今ま

さに社会からも強く求められております。皆さまの長年積み重ねてこられた

知識や経験、女性ならではの視点も生かしながら、本市の防災対策の強化に

努めてまいりますので、さらなるご協力とご健闘を期待しております。

最後に、平塚パワーズのますますのご発展、メンバーの皆さまのご健勝をお

祈り申し上げ、お祝いのことばといたします。
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女性防災クラブ平塚パワーズ結成の経緯と歴代会長の記録
杉山　鎮夫氏 平成７年１月１７日・阪神淡路大震災時に防災課長就任

自主防災組織の立ち上げ、「昼間、家にいる女性の力を借りたい」と
女性防災リーダーの育成に尽力。当時市政モニター協議会会長の
澁谷京子さんを初代の会長に、半年間の訓練が始まった。

初   代　澁谷 京子 会長　平成８年度～平成１５年度
平成  ８年  ５月　平塚パワーズ結団式　総会
平成１０年１０月　軽可搬ポンプ（４台）贈呈式
平成１１年  ９月　「パワーズだより」創刊号発行
平成１３年１０月　第１５回婦人消防操法大会参加「優秀賞」
平成１３年度  　　日本消防協会賞受賞
平成１５年１１月　でてこい祭り参加・消防展協力

第２代　栗原 和子 会長　平成１６年度・１７年度
平成１７年  ２月　平塚市長の「いどばた会議」出席
平成１７年  ６月　豊橋市女性防火クラブで講演
平成１７年１１月　十周年記念事業「みんなの防災展」
平成１８年  ２月　十周年記念祝賀会　十周年記念誌発行

第３代　上村 文子 会長　平成１８年度・１９年度
平成１８年  ９月　南原保育園防災講座
平成１８年１０月　防災フェア in ｋａｎａｇａｗａ参加
平成１９年  １月　防災フォ―ラム・パネリスト
平成１９年  ６月　全体研修会・高齢者疑似体験

第４代　小林 美枝 会長　平成２０年度・２１年度
平成２０年  ９月　防災功労者防災担当大臣表彰受賞
平成２０年１１月　平塚市長と「いどばた会議」
平成２０年１２月　防災功労者防災担当大臣表彰受賞祝賀会
平成２１年  ６月　全体研修会・防災マップ作成

第５代　菅野 由美子 会長　平成２１年度～２５年度
平成２２年１１月　神奈川新聞社  第２３回神奈川地域社会事業賞受賞
平成２３年  ３月 　第６回災害に強いコミュニティのための市民フォーラム
　　　　　　　 　ワンポイント防災セミナー　東北大学（３月６日）
平成２３年  ３月　東日本大震災のため３月末まで活動を休止
平成２３年  ７月　「3.11地震その時、その後」会員の体験談発行
平成２４年  ６月　神奈川県県民功労者賞受賞
平成２４年１１月　筑波大学同窓会（茗溪会）第１１回「茗溪賞」顕彰
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パワーズ前身（結成の前年度）

平成７年 ８ 月

平成７年１０月

広報ひらつかに「女性防災リーダー育成講座」の募集記事が掲載されました。

女性防災リーダーの育成講座がはじまりました。
毎月１回のペースで訓練を受け、規律・消火器の取り扱い方・応急手当など
様々なことを習得しました。

まだユニフォームもなく、思い思いの服装で訓練に参加。

屋内消火器を使って放水も初めての体験 列もみだれているし、敬礼もいまいちかぁ・・・

そして、平塚パワーズ誕生へ

半年間の訓練が終了。
涙？の修了式を迎え、市長から修了証書をいただきました。

さらに知識と技術を高め、みんなで力を合わせ、
防災の推進活動に協力しようと立ち上がりました。

ヘルメット授与

自分の身は自分で守る

　　　大切な家族を守る

　　　　　　地域を守るために
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パワーズ初期の活動記録

いよいよ本格的な活動を開始した初期の頃の記録です。揃いの赤いユニフォームとヘルメットが
凛々しく、懐かしくもあります。
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現在の活動　平塚市災害対策課共催事業

市民の皆様と共に安心・安全な「防災・減災のまち平塚」を目指すため、女性目線の特色を活か
した活動を続けています。これからも実生活に沿った活動を行っていきます。

平塚市緑化まつり パネル展示

帰宅困難者対策訓練 Ｊ－ＤＡＧ訓練

中央公民館　市民大学　「３.１１を忘れない」

女性防災コミュニティー講座＆オープン講座

宿泊訓練
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自治会防災・減災訓練

自治会での減災訓練はパワーズの地域に根差した活動として大切に行ってきました。
近年は、減災のための講話・身近な物での応急手当・非常食体験・防災頭巾・パネル展示・ロー
プワーク・搬送法・三角巾取り扱い・段ボールトイレ（作成）などです。打ち合わせを行ってか
らの訓練を実施しています。その様子をご覧ください。

減災講話 パネル展示

段ボールトイレ作り 段ボールトイレ紹介

日頃の備え：便利グッズ紹介

搬送法 回復体位 Tシャツマスク

搬送法 非常食作り 防災頭巾紹介
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自治会活動

訓練の定番といえば、三角巾の取り扱いでしょう。
基本を大切にしつつ、より迅速に手当ができるような工夫もお伝えします。

腕のケガ：巻き上げ たたみ方

腕つり たたみ方

腕つり 腕の固定 腕の固定

足首固定：ネクタイと三角巾 頭のケガ 本結び
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オープン講座＆出張オープン講座

自分達の技術向上のためと、市民の皆様の自由参加を目指してオープン講座を始めました。
回を重ねるうちに「こちらに出向いて講座を行ってもらいたい」と「出張オープン講座」の依頼
を受けるようになりました。市内外の皆さんと訓練させていただきコミニュケーションの場が広
がっています。

段ボールトイレ作り 自由参加　ロープワーク 自由参加　防災講座

自由参加　非常食作りは人気の講座

自由参加　応急手当 コミュニティー講座＆オープン講座 自主講座　避難所体験

ＪＡ湘南女性部の皆さん　防災頭巾作り 新百合ケ丘赤十字奉仕団の皆さんと防災頭巾体験
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研修会

常に基本を大切にし、繰り返して学習をしています。

保育園活動

ご依頼をいただき、事前の打ち合わせを大切に行っています。
色々な視線で「カートンドッグ作り」「ジャガリコサラダ作り」「ママのバッグで防災」「災害後　
7日間を生き抜くために」「リュックサックの中身は？」などをご紹介しています。

非常食作り「カートンドッグ」 持ちだしリュックの中身を紹介

非常食作り「カートンドッグ」 園児向け「初期消火ゲーム」

神奈川県総合防災センターにて「日常から非常時を意識する事の大切さを学習」煙体験など・・・

「傷病者の身になって、応急手当をする」忘れがちな細やかな声掛けや行動を学びました。
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次の世代へ減災の架け橋

ガールスカウト・シェイクアウト訓練 バンダナで応急手当

段ボールトイレ作りを体験 旭陵教育力ネットワーク協議会 防災一泊キャンプ（回復体位）

旭北公民館事業・親子で防災訓練 カートンドッグ作り

吉沢公民館事業・家庭教育学級　段ボールトイレ組み立て・非常食体験 Ｔシャツマスク体験
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交流の場

麻生区民生委員の皆さん　平成２３年７月１６日から
朝日新聞の小さな記事が交流な始まりでした。第1回研修会を開くまでに１年間がかかりましたが、
非常食作り・応急手当・ロープワーク・防災頭巾・段ボールトイレなど、学びの場を増やしています。

防災について考える会「たんぽぽ」（開成町）の皆さん　平成２４年７月１３日から
たんぽぽさんが結成して間もなくのころ、「平塚に防災の事をやっている団体があるから行ってみた
ら」の一言がきっかけで、旭北公民館で初顔合わせとなりました。乾燥野菜や非常食作りなど独自
のメニューに加え、段ボールトイレ・防災頭巾・応急手当などを取り入れた、視野の広い活動に取
り組んでいらっしゃいます。これからも切磋琢磨しあいながら活動をしていきましょう！
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各種団体

厚木市防災指導員研修会 開成町地域リーダー育成研修会

二宮町消火隊の皆さん 平塚商工会議所女性会の皆さん

神奈川県理容生活衛生同業組合　「女性理容師の日」記念　防災講座

小学校PTA防災講座上鶴間公民館まつり

個性豊かで活気溢れた皆さんでした。「来年の講座の予約をしておきたい」「自治会の訓練に取り
入れたい」など、嬉しいお声をいただきました。益々パワー全開で頑張ります。
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第１ブロック第第第第第第第第第第第第第第第第第１１１１１１１１１１１１１ブブブブブブブブブブブブブロロロロロロロロロロロロロッッッッッッッッッッッククククククククククククク第１ブロック

　東日本大震災以来、私たちの地域は以前にも増して「津波」に対しての脅威を感じています。避難
ビルも多くなりましたが、そこまでたどり着けるのか高齢者や小さなお子さんのいる家庭では不安で
す。避難訓練もより実践的なものになりました。保育園でパワーズが園児向けの防災紙芝居をしてい
ると、緊急地震速報が無線から流れ園児が「だんご虫」のポーズで頭を守ります。そして少し離れた
学校までみんなで避難するというものです。訓練に参加するたびに保育園の職員の方の迅速で力強い
行動に感服しています。

　また、中学生の力を借りて昼間の災害に備えよう！ということから、太洋中学校での防災講習会に
参加して、１年生を対象に搬送訓練を行っています。これからも地域の方々と共に「大切な命を守る
ための活動」を続けていきたいと思います。

繰り返しの訓練が大切です。
パワーズの研修会に参加して
自らの学習を重ねています。

港・花水・なでしこ地区

入江 美紀子
佐藤 ゆかり
鈴川 　裕子
高田 　智子
佐々 　京子 
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第２ブロック第第第第第第第第第第第第第第第第２２２２２２２２２２２２２ブブブブブブブブブブブブブロロロロロロロロロロロロロッッッッッッッッッッッククククククククククククク第２ブロック

　２ブロックは、平塚市の官庁地区、商業地区にあります。
居住地は住宅やビルが密集しているため、日頃からご近所のつながりが強い地域です。防災訓練にも
積極的に取り組み、パワーズへの防災訓練の依頼も年間を通して数多くあります。自治会や婦人会の
皆さんとは、活動内容を毎回話し合いながら進めています。
　東日本大震災後は、パールロード商店街を中心に年１回行われる「ひらつな祭＊平塚からつながろ
う！」に参加し、地域のボランティア団体や商店街の皆さんと防災啓発活動を行っています。

松原・崇善・富士見地区

小林　美枝　 山中 ヨオ子
岡本　節子　 大根 多美子
早坂　尚子　 高橋 美知代

富士見地区防災訓練

非常食作り

ひらつな祭

松原地区防災訓練

松原地区公民館まつり

崇善地区ライオンズマンション防災訓練

２
ブロック

地域と
つながる
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第３ブロック第第第第第第第第第第第第第第第第３３３３３３３３３３３３ブブブブブブブブブブブブブロロロロロロロロロロロロロッッッッッッッッッッッククククククククククククク第３ブロック

　東は八幡、四之宮、真土、西は南原、中原と東西に細長く延びた広いエリアで、活動しているのが
３ブロックです。いざ！災害が起きたら「どう生き抜くのか」を考え続けています。今は、ポリ袋（エ
ンボス加工）を活用して食材、調理法、味付けにも工夫を凝らした災害時の食事作りをしています。
避難所や自宅避難においても温かい物を食べて元気になっていただきたいと願っています。

いつ！ どこで！ 災害は時も場所も選びません。
　　　　私達には生き抜くための知恵がいっぱいです。

八幡・四之宮・真土・中原・伊勢山・松が丘・新町・南原地区

伊藤 さよ子
川口 　准子
吉川 　民子
平井 八重子
坂田 　宏子
大西 　芳子
柏木 美知子
菅野 由美子 

災害を生き抜くために今私たちにできること！

失敗を恐れず大胆な発想を取り入れたメニュー作り 知恵・工夫・チームワークを活かして活躍中

私達が訓練のお手伝いに伺います

アルミシートやTシャツマスクの活用

長袖上着で腕つり

段ボールトイレ
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第４ブロック第第第第第第第第第第第第第第第第第４４４４４４４４４４４４４４４ブブブブブブブブブブブブブロロロロロロロロロロロロロッッッッッッッッッッッククククククククククククク第４ブロック

　第４ブロックは現在 4名中 3名で活動しています。
担当が広範囲でほとんどの活動には他ブロックの応援が必至です。
が、少ない人員で出来るだけ地域の防災訓練等、数々の要請に応じられるよう頑張っています (^-^)

大神・田村・横内・城島・豊田・岡崎地区

磯村 　則子
栗田 香奈子
山嵜 　美紀
小泉 　和美

岡崎地区自治連合の防災訓練にて

福祉村「よりきの郷」で
防災頭巾の体験

表彰状の前で

上鶴間での防災講座に伺った時のスナップ

七夕おどり
千人パレードで
プラカード持ち

防災担当大臣表敬訪問
国会議事堂へ

大住学区三校合同で段ボールトイレ作成他指導
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第５ブロック第第第第第第第第第第第第第第第第第５５５５５５５５５５５ブブブブブブブブブブブブブロロロロロロロロロロロロロッッッッッッッッッッッククククククククククククク第５ブロック

　独自に始めた公民館まつりは４地区を 1年ごとに回り定着しています。知名度も徐々に上がり地域
の方々にも防災意識を高めていただくきっかけになっていると手応えを感じています‼　
　特に小・中学生を対象とした訓練の依頼も増えて「人」との繋がりを感じられる事を本当に嬉しく
思います。これからも地域に根差した活動を続けていきます。

金目・金田・土屋・吉沢地区

２０１３年
金目公民館まつり

子ども達と防災紙芝居を！

２０１４年
金田小学校PTA秋まつり
サバ飯体験コーナーを担当

２０１５年
土沢教育力ネットワーク協議会
非常食作りと応急手当

２０１５年
金田福祉村 段ボールトイレ作り

２０１４年
七夕おどり千人パレード

２０１６年
非常食作り サバ・ブリの煮つけ

２０１６年
国会見学

２０１６年
吉沢公民館家庭教育学級
段ボールトイレ紹介
応急手当・防災頭巾 鈴木 　康子　 小川 　弘子

小清水 和子　 小林 　久美
今井 　文子　 井上 　文子
大舘 　好子　 中返 フジエ
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第６ブロック第第第第第第第第第第第第第第第第第６６６６６６６６６６６６６ブブブブブブブブブブブブブロロロロロロロロロロロロロッッッッッッッッッッッククククククククククククク第６ブロック

　平塚の西部丘陵に位置し、近郊住宅地と田園風景が広がっています。地域の皆さんとの交流ができ、
活発にパワーズ活動が常に行われています、発災後まず困るのはトイレです。段ボールトイレ作りに
取り組み、２年かけて出来ました。３.１１東日本大震災には大変お役に立ちました。
　いち早く旭北公民館事業にもなり、その後自治会、学校、保育園等、輪が広がって行きました。意
欲ある仲間が加わり、今後もパワー溢れる活動を展開してまいります。この度の熊本地震においては
インターネット上で、段ボールトイレ作りへのアクセスが１６万回も有りました。また防災大臣表敬
訪問の際に活動をご報告し防災大臣室に段ボールトイレを置いていただけました。

旭南・旭北地区

パワーズ段ボールトイレは独自のものです。
分解し説明することで解り易くなりました。
今後もバージョンアップをしていきます。

国会議事堂見学

毎年、各地区教育力ネットワーク協議会
にも参加し命の大切さを伝えています。

回復体位

木村 美江子　 宇佐 美珠枝
山口 美佐子　 梶山 　富子
吉川 　敬子　 渡部 久美子
小林 二三枝　 北野 るり子
植木 香代子
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活動年表

Ｈ８年 ５月 平塚パワーズ結団式・総会
年／月 内　容 備　考

６月 視察研修会 ガスの科学館・江戸東京博物館
７月 平塚市総合防災訓練の事前訓練 ２回
８月 平塚市総合防災訓練 発災対応型訓練
１０月 防災倉庫見学 平塚球場・地域拠点基地
１２月 平塚市総合防災訓練実践対応型訓練の事前訓練

Ｈ９年 １月 出初式参加 甘酒配布

Ｈ９年 ４月 総会
平塚市緑化まつり参加 防災啓発活動

５月 視察研修会 静岡県浜岡原子力発電所
６月 応急手当訓練・規律訓練
７月 防災資機材取り扱い訓練 地域拠点基地
８月 平塚市総合防災訓練事前訓練

平塚市総合防災訓練
１０月 軽可搬ポンプ操法訓練・屋内消火栓取り扱い訓練・ロープ結索訓練
１１月 ひらつか消防展参加 防災啓発活動
１２月 親睦会 グランドホテル神奈中平塚

平塚市総合防災訓練実践対応型訓練の事前訓練
Ｈ１０年 １月 出初式参加 甘酒配布

平塚市総合防災訓練実践対応型訓練 軽可搬ポンプ操法演技・炊き出し訓練
３月 視察研修会 静岡県清水市役所

Ｈ１０年 ４月 総会・講演会
平塚市緑化まつり参加 防災啓発活動

７月 軽可搬ポンプ（４台）交付式 明治神宮外苑　聖徳記念絵画館前
８月 平塚市自主防災総合総合訓練の事前訓練

平塚市自主防災総合総合訓練
９月 ミニ防災会議参加 ２５地域拠点基地小中学校
１０月 軽可搬ポンプ（４台）贈呈式 平塚市消防総合訓練所
１１月 ひらつか消防展参加 防災啓発活動
１２月 平塚市総合防災訓練実践対応型訓練の事前訓練

親睦会 スポーツプラザ神奈中「てんてん」
Ｈ１１年 １月 平塚市総合防災訓練実践対応型訓練 軽可搬ポンプ操法演技・炊き出し訓練

２月 視察研修会 東京ガス環境エネルギー館・米海軍横須賀基地
３月 総会

平塚市総合防災訓練実践対応型訓練 小型動力ポンプ操法・炊き出し訓練
新年会

２月 普通救命講習会

Ｈ１１年 ４月 平塚市緑化まつり参加
７月 軽可搬ポンプ（２台）交付式 明治神宮外苑　聖徳記念絵画館前

防災啓発活動

８月 平塚市自主防災総合訓練
９月 ミニ防災会議参加 ２５地域拠点基地小中学校
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活動年表
年／月 内　容 備　考

パワーズだより　創刊号発行
横浜市消防訓練センター１０月 第１４回全国女性消防操法大会見学

１１月
１２月

軽可搬ポンプ操法研修会 平塚市消防総合訓練場

３月
その他活動

視察研修会
パワーズだより　第２号発行

（株）東芝・八景島シーパラダイス

Ｈ１２年 ４月 総会
市民スポーツ広場（大神）他９月 第２１回七都県市合同防災訓練参加

親睦会 東海菜館
平塚市消防総合訓練場
東京ガス環境エネルギー館 他

１０月
１１月

パワーズ合同訓練
視察研修会
ひらつか消防展参加

Ｈ１３年 １月 出初式参加
防災啓発活動
軽可搬ポンプ操法演技

その他活動 パワーズだより　第３号発行

総会Ｈ１３年 ４月
平塚市緑化まつり参加 防災啓発活動
七夕まつりに飾りで参加 ６月から飾り作成

８月
７月

平塚市自主防災総合訓練参加
９月 ミニ防災会議参加

第１５回全国婦人消防操法大会（横浜市消防訓練センター）
２５地域拠点基地小中学校

１１月
１０月

ひらつか消防展参加 防災啓発活動
6月16日から34回の訓練を行う・前日はリハーサル・当日は雨

全国大会報告会
出初式参加

その他活動
Ｈ１４年 １月

パワーズだより　第４号発行

ホテルサンライフガーデン

Ｈ１４年 ４月 総会

軽可搬ポンプ操法演技（選抜）

平塚市緑化まつり参加 防災啓発活動
講話（講師：杉山静夫氏）６月

７月
全体研修会
七夕まつりに飾りで参加 ６月から飾り作成

９月 平塚市総合防災訓練参加
１０月 全体研修会 消火器取り扱い訓練・ロープ結索訓練 他

防災啓発活動
グランドホテル神奈中平塚
軽可搬ポンプ操法演技（４ブロック）
ガスの科学館 他

１１月

Ｈ１５年 １月
３月

その他活動

ひらつか消防展参加
親睦会
出初式参加
全体研修会
パワーズだより　第５号発行

ひらつか消防展参加 防災啓発活動
スポーツプラザ神奈中「てんてん」
軽可搬ポンプ操法演技

親睦会
Ｈ１２年 １月 出初式参加

Ｈ１１年 ９月

Ｈ１５年 ４月 総会
平塚市緑化まつり参加 防災啓発活動

講話（講師：杉山静夫氏）６月 全体研修会
雨天のため中止７月 七夕おどり千人パレード参加
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活動年表
年／月 内　容 備　考

Ｈ１５年 ９月 平塚市総合防災訓練参加
炊き出し訓練（ナナちゃん弁当の試作）１０月 全体研修会

１１月
１２月

でてこいまつり参加・消防展協力 ナナちゃん弁当販売・水消火器取り扱い

３月
その他活動 パワーズだより　第６号発行

＊各ブロックにて課題を決めて研修

Ｈ１６年 ４月 総会
防災啓発活動

６月
平塚市緑化まつり参加
全体研修会 講話（講師：杉山静夫氏）

事前に２日間練習
軽可搬ポンプ操法演技２ブロック担当

７月
８月

七夕おどり千人パレード参加
平塚市危険物安全協会Ｃブロック防災訓練参加（横浜ゴムグランド）

９月 平塚市総合防災訓練参加 三角巾取り扱い指導
救助袋による脱出訓練・屋内消火栓訓練 他全体研修会（神奈川県総合防災センター）

津波対策避難所夜間運営訓練１０月
１１月 パワーズだより　第7号発行 事前に２回編集会議

１日目なでしこ小、２日目花水小、三角巾訓練

でてこいまつり参加・消防展協力 ナナちゃん弁当販売・水消火器取り扱い
軽可搬ポンプ操法訓練全体研修会

１２月 親睦会
出初式参加

グランドホテル神奈中平塚

２月
３月

その他活動

Ｈ１７年 １月
市民と市長のいどばた会議 会長・副会長で出席

軽可搬ポンプ操法演技（２ブロック）

全体研修会（バス研修）

＊各ブロックにて課題を決めて研修

河口湖・御殿場方面
パワーズだより　第8号発行 事前に３回編集会議

親睦会 三貴
軽可搬ポンプ操法演技（３ブロック）
房総へ花摘み・マザー牧場

出初式参加Ｈ１６年 １月
全体研修会

Ｈ１７年 ４月

６月
５月

７月

８月
９月

１１月
Ｈ１８年 １月

総会
平塚市緑化まつり参加
全体研修会
太洋中学校防災教室参加
豊橋市女性防火クラブで講演
七夕おどり千人パレード参加
平塚市避難所宿泊体験訓練参加
平塚市危険物安全協会Ｃブロック防災訓練参加（横浜ゴムグランド）
平塚市総合防災訓練参加
全体研修会（神奈川県総合防災センター）
十周年記念事業「みんなの防災展」（防災課との共催事業）・でてこいまつり参加
出初式参加

防災啓発活動
ワークショップ・講話（講師：上野啓一氏）
簡易搬送法指導

事前に２日間練習
１・２ブロック参加
軽可搬ポンプ操法演技５・６ブロック担当
８個所でナレーション・炊き出し指導
簡易救出、搬送訓練、包帯法
三角巾取り扱い、ロープ結索の指導パネル展示、防災チェックシート 他
軽可搬ポンプ操法演技５・６ブロック担当

３月

その他活動

十周年記念誌発行
ホテルサンライフガーデン十周年記念祝賀会

＊各ブロックにて課題を決めて研修

パネル展示、三角巾の指導 他中央公民館中央フェスタに参加
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活動年表

ＦＭ湘南ナパサラジオ出演

Ｈ１９年 ４月 総会
第１回全体研修会：高齢者疑似体験 ＯＳＣ湘南シティで広場歩行、買い物訓練

中央公民館３階大会議室

各自治会避難所１０ヶ所７月

８月

６月
港地区津波対策訓練：三角巾訓練

防災週間：パネル展示
七夕おどり千人パレード参加

危機管理課共催　市庁舎１階ホール
危機管理課参加　教育会館大会議室第２回全体研修会：手話講習会１０月

女性防災コミュニティー講座：講師派遣 消防庁舎屋内訓練室
中央公民館
東京ガス：供給指令センター見学
「大切な家族を守るために：防災知恵袋」
しらさぎ保育園、南原保育園　他２園

Ｈ２０年 １月
３月

その他活動

防災フォーラム
第３回全体研修会（バス研修）
＊災害対策課共催　冊子発行
＊保育園活動　園児、保護者
＊「馬入の渡し」に参加（販売）
＊大井町自治会他の団体との活動が活発
＊自治会防災訓練参加１３回
＊パワーズだより　１９年４月１０号と１１月１１号発行
＊「ナパサで防災」毎月第３水曜日

年／月 内　容 備　考
その他活動

その他活動

＊５月から毎月一回「ナパサで防災」 ＦＭ湘南ナパサラジオ出演

ＦＭ湘南ナパサラジオ出演

Ｈ１８年 ４月 総会
練習２回
教育会館３階

９月
七夕おどり千人パレード参加
平塚市総合防災訓練参加 松が丘小学校他１０へ参加

園児（消火ゲーム）保護者（バケツリレー）（心肺蘇生法・講話）

７月

１０月
南原保育園防災講習会　東海大学ミネスタウエーブ取材
２００８．防災フェア ｉｎ ｋａｎａｇａｗａ（藤沢市民会館）

１１月 第１回全体研修会
紙芝居・パネル展示・非常食・コーヒー
三角巾取り扱い指導

出初式参加

３月

Ｈ１９年 １月 軽可搬ポンプ操法・他
第１回防災フォーラム（中央公民館） 上村会長がパネリストとして参加
第２回全体研修会（バス研修） 東京ガス根岸工場見学
＊「暮らしと健康」連載 「知って得する防災」１８年４月～１９年３月
＊各ブロックが活動メモを毎月作成
＊パワーズだより　１８年１１月第９号発行
＊「ナパサで防災」毎月第３水曜日
＊自主防災訓練へ６回参加

消防展参加 平塚市総合公園
防災功労者防災担当大臣表彰受賞祝賀会 ホテルサンライフガーデン　来賓２３名、会員４２名

Ｈ２０年 ４月 総会 中央公民館３階大会議室
６月 第１回全体研修会（中央公民館和室） 講師：会員　三角巾他
７月 七夕おどり千人パレード参加 練習２回
８月 平塚市総合防災訓練参加 軽可搬ポンプ操法　３隊参加

防災週間：パネル展示 市庁舎１階ホール
９月 防災功労者防災担当大臣表彰　受賞 内閣府にて授賞式　小林会長

平塚市長表敬訪問 防災担当大臣表彰　受賞を報告
１１月

１２月

平塚市長「いどばた会議」 勤労会館大会議室：各ブロック発表
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年／月 内　容 備　考
南原保育園　しらさぎ保育園　他２園＊保育園活動　園児（紙芝居）保護者（応急手当）その他活動

＊「ナパサで防災」毎月第３水曜日 ＦＭ湘南ナパサラジオ出演
＊ロープワーク第３木曜日
＊自治会防災訓練　１５回参加
＊パワーズだより　２０年４月１２号と１２月１３号発行 １３号は（防災功労者防災担当大臣表彰特集）

Ｈ２１年 ４月 総会　第２部は各ブロック活動発表
平塚市総合公園（チェックシート、ぬりえ３００枚）
中央公民館３階大会議室

６月
７月
８月

平塚市緑化まつり参加
第１回全体研修会（防災マップ作成） 市庁舎付属Ｂ会議室

練習２回
市庁舎１階ホール

９月

七夕おどり千人パレード参加
防災週間：パネル展示
平塚市総合防災訓練　桃浜・錦町　他５ヶ所

１０月

１１月

第１５期女性コミュニティー講座：講師派遣
平塚市総合公園　軽可搬ポンプ操法披露１隊
田村訓練所

第２回全体研修会　防災クロスロードゲーム他 神奈川県総合防災センター
消防展参加 平塚市総合公園（チェックシート、ぬりえ２５０枚）

その他活動 ＊保育園活動　園児、保護者 南原保育園、金田保育園　他３園
＊「ナパサで防災」毎月第３水曜日
＊「ナパサ定例会」第１木曜日（各ブロックから参加）

ＦＭ湘南ナパサラジオ出演

＊ロープワーク第３木曜日
＊パワーズだより　２１年４月１４号と１１月１５号発行
＊自治会防災訓練　１０回

平塚市緑化まつり参加
第１回全体研修会「阪神淡路大震災」講話 市庁舎別棟２階　消防予防課山中氏

平塚市総合公園（チェックシート２４９、ぬりえ１９８）
Ｈ２２年 ４月 総会（各ブロック活動発表） 中央公民館３階大会議室

７月
８月

６月
七夕おどり千人パレード参加
防災週間：パネル展示 「地域で力を合わせて」市庁舎１階  防災知恵袋配布

八幡地区、天沼地区平塚市総合防災訓練
１１月 第２回全体研修会「避難所立ち上げ」 神奈川県総合防災センター

平塚市総合公園（チェックシート３８０、ぬりえ３１０）
横浜　賞状、記念品、副賞

消防展参加
神奈川新聞社「第２３回神奈川地域社会事業賞」表彰式
平塚市長表敬訪問１２月

Ｈ２３年 ３月
神奈川新聞社「第２３回神奈川地域社会事業賞」受賞報告
講演、展示（東北大学片平さくらホール）第６回災害に強いコミュニティのための市民フォーラム ワンポイント防災セミナー

東日本大震災のため３月末まで活動を休止
東日本大震災義援金を平塚市役所にお届けした

若草保育園、金田保育園　他５園

７月７日発行

その他活動 ＊保育園活動　各園共通パワーズ企画のご提案を始める
＊「パワーズだより」３.１１東日本大震災のため発行中止
＊受賞報告発行
＊「３.１１地震その時、その後」会員の体験を纏める
＊勉強会　応急手当他　２回
＊自治会防災訓練　１８回
＊平塚市緑化まつり有料化のため参加できず



活動年表

27

年／月 内　容 備　考

５月
６月
７月

８月

伊勢原市商工会女性部　防災講習会
応急手当
段ボールトイレ作成

Ｈ２３年 ４月 総会

女性コミュニティー講座：講師派遣
自主勉強会「防災頭巾作り」 講師：会員

１年生対象本操法指導
備え・防災頭巾・応急手当・段ボールトイレ作り

太洋中学校　防災講習会
理容組合女性部　防災講習会
平塚市防災ジュニアスクール：講師派遣 搬送法・三角巾取り扱い
自治会防災講習会向け　勉強会

市庁舎１階ロビー
一般参加者あり

９月
防災週間：パネル展示
旭北公民館事業 段ボールトイレ作成

備え・防災頭巾・応急手当・消火ゲーム 他
田村訓練場・天ぷら鍋消火・ロープワーク

１０月

清川村立幼稚園　防災講習会
女性コミュニティー講座：講師派遣
花水台青少年指導員ジュニア　防災訓練

１１月

１１月２６日

１２月

Ｈ２４年 １月

消防展
小学生と中学生対象　ロープワーク 他
パネル展示・ぬりえ３９５枚

女性コミュニティー講座：講師派遣 フォローアップ講座
結成１５周年、第２３回神奈川地域社会事業賞受賞祝賀会 ホテルサンライフガーデン
神奈川県理容生活衛生同業組合「女性理容師の日」記念　防災講座 新杉田理容会館・段ボールトイレ作成 他
松田中学校PTA家庭教育学級　防災講習会 備え・応急手当・ポーチ 他

備え・子供の心肺蘇生法
備え・応急手当
マツキヨクラス・備え・応急手当・段ボールトイレ紹介

東ブロック公民館（大原公民館）家庭教育学級
松原小学校PTA３校合同防災講習会
柏市民大学　講師派遣（柏市にて）

平塚市防災講演会
共同通信社地域再生大賞「優秀賞」受賞 受賞祝賀会

ロビー会場案内・段ボールトイレ紹介・パネル・防災頭巾
消防女性職員との意見交換会 消防庁舎

平塚駅電車から避難・防災講和
３月

取材

訓練参加

２月２３日
ＪＲ津波避難訓練参加
３.１１　ひらつな祭参加 平塚パールロード他復興支援活動

グランドホテル神奈中平塚・備え・応急手当 他平塚ロータリークラブ防災講座
その他活動 ＊パワーズだより　２４年７月１７号発行

１１月１７日印刷
５月１０日発行
備え・段ボールトイレ

備え・段ボールトイレ　６月放映
応急手当・備え　６月８日発行

１１月放映
段ボールトイレ　３月２９日掲載
富士見連合他　１６件
しらさぎ保育園他　１０件

＊１５周年記念号発行
＊４月７日（木）日経ウーマン
＊４月１８日（月）ＮＨＫ－ＦＭ横浜ラジオ生放送出演

＊５月４日（水）ＳＣＮ湘南ケーブルネットワーク市民クラブＴＶ
＊４月23日（月）朝日新聞

＊７月２７日～１０月１６日ＳＣＮ湘南ケーブルネットワーク（各ブロック）
＊２４年３月２１日（水）東京新聞
＊自治会防災訓練
＊保育園活動
＊他の団体活動・１２件
＊１１月１２～13日　でてこい祭り消防展
＊全体研修会　６月３日「東日本大震災報告」
＊全体研修会　２４年３月２２日厚木訓練センター
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５月

６月

二宮町ゆめクラブ（高齢者）
旭北公民館　非常食
防災頭巾他

Ｈ２４年 ４月 総会

懇親会
女性コミュニティー講座：講師派遣 三角巾で応急手当

備え・防災頭巾・段ボールトイレ作り
パワーズの運営・段ボールトイレ・応急手当

大磯町商工会女性部　講習会
大磯町女性防火クラブ
岡崎青少年指導員 三角巾で応急手当・搬送
太洋中学校要援護者講習会

消火訓練・ロープワーク
搬送法

女性コミュニティー講座　２回：講師派遣
さきとり幼稚園 保護者（備え・防災訓練）

応急手当
６月３０日訓練７月

徳延自治会訓練
七夕おどり千人パレード参加
森林管理署防災研修会

８月

９月

防災について勉強する会「たんぽぽ」（開成町）
応急手当他
三角巾・応急手当他

第１回全体研修会 神奈川県総合防災センター（搬送・救出・天候）
旭陵教育力ネットワーク協議会防災１泊キャンプ 低学年（○×クイズ）高学年（応急手当）
平塚市防災ジュニアスクール：講師派遣 三角巾・搬送・段ボールトイレ他
平塚市総合防災訓練 河内・出繩・平塚市総合公園３ヶ所

市庁舎１階ホール
消防庁舎屋内訓練室
園児（○×・おかしもな・消火）保護者（子供の救急法）

防災週間：パネル展示「津波」他
ＡＥＤ操作・心肺蘇生法勉強会
南原保育園　他　７園

市政８０周年記念　消防フェスティバル 2012 in ひらつか
寒川町ＰＴＡ連絡協議会 非常食・段ボールトイレ作り・ロープ・防災頭巾

ぬりえ２５０・チェックシート２００
自治会防災訓練　６件 応急手当・段ボールトイレ・備え他

園児（○×・おかしもな・消火）保護者（子供の救急法）

１２月７日

Ｈ２５年 １月

２月
３月

１０月

１１月

大町保育園　他　５園
自治会防災訓練　４件 応急手当・段ボールトイレ・備え他

応急手当・段ボールトイレ・備え他
消防庁舎２階・消防救急課２４年勉強会「災害時に役立つ知恵」

その他活動

自治会防災訓練　他　７件
段ボールトイレ作り・応急手当・○×クイズ
平塚駅から徒歩で合同庁舎へ移動訓練
ホテルサンライフガーデン司亭
フォローアップ講座・「災害時に役立つ知恵」
応急手当・備え　６月８日発行
中央公民館　受付・展示
段ボールトイレ作り・応急手当・ロープ・○×クイズ
避難所運営ゲーム
「災害に備えましょう」非常食
６月４日　授賞式　神奈川県庁本庁舎
６月２１日　県民功労者賞受賞報告
１１月２６日　授賞式　茗溪会館
２月５日　茗溪賞顕彰報告

なでしこ子ども会
帰宅困難者対策訓練　市と共催
受賞報告会　パワーズのみで
女性コミュニティー講座：講師派遣
自治会自主防災訓練　１件
平塚市防災講演会
花水小学校ＰＴＡ
第２回全体研修会　講師：奥山氏
旭北公民館事業
＊神奈川県県民功労者賞受賞表彰
＊平塚市長表敬訪問
＊筑波大学同窓会（茗溪会）第１１回「茗溪賞」顕彰
＊平塚市長・副市長表敬訪問
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取材 ＊神奈川新聞　８月６日
仙台市防災アドバイザー　ローカルテレビ
防災特集　ＰＣ動画カナロコ

その他活動 ＊パワーズだより　２４年４月１８号と１１月受賞ご報告号発行

＊防災アドバイザー　１１月１２日
＊横浜コミュニティ　デザインラボ　１０月１２日 県広報誌「カナマグＮＥＴ」ＰＣ配信３月９日～

「まめ」４６号１月１３日発行
E-ne！～good for you～　１月１７日

＊平塚市男女共同参画課情報誌　１月１３日
＊ＦＭヨコハマ　１月１７日
＊東海大学文学部広報メディア学科 ２月１３日取材
＊２０１２特別番組　３月１１日　ＳＣＮ放映

消火訓練・ロープワーク

題「震災について家族で考えてみませんか」

総会
平塚市緑化まつり　市共催 ぬりえ８７０枚、チェックシート３８０枚

ポリ袋調理ポトフ試食  他
活動の仕方・頭巾作り・段ボールトイレ紹介

５月

６月

Ｈ２５年 ４月

ゆめクラブ「すみれ会」
浦賀町内会（女子部）
防災について勉強する会「たんぽぽ」（開成町）

７月

自治会主防災訓練　２件
町長同席　非常食作り・防災頭巾キット体験
応急手当・防災頭巾・段ボールトイレ紹介

岡崎地区子供大会 ロープワーク・三角巾
太洋中学校防災講習会 １年生搬送
平塚市手をつなぐ育成会 段ボールトイレ作り
七夕おどり千人パレード参加 練習１回
旭陵教育力ネットワーク協議会防災１泊キャンプ シェイクアウト・ポトフ作り・応急手当

ポリ袋調理体験・防災紙芝居
シェイクアウト・ポトフ作り・応急手当・段ボールトイレ
交流会シェイクアウト・ポトフ作り・応急手当・段ボールトイレ

大原公民館ＴＲY事業
さきとり幼稚園　職員
川崎市麻生区東第３民生児童委員

森林管理署
自治会防災訓練　２件

応急手当・段ボールトイレ紹介
平塚市津波避難訓練　市共催 花水台保育園から工科高校まで避難

「防災教室」サバ飯体験・防災講和

１０月

１１月

８月
金田公民館自主事業
平塚市防災ジュニアスクール　市共催：講師派遣 応急手当・毛布搬送・段ボールトイレ作り

大災害に備えよう
カートンドッグ・ジャガリコ・応急手当他夕陽ヶ丘保育園他　３件

１２月
Ｈ２６年 １月

防災週間：パネル展示　市共催
湘南海岸公園他　展示ブース・段ボールトイレ紹介
応急手当・段ボールトイレ紹介
ホテルサンライフガーデン司亭
「防災知恵袋」から講話と実技
消火ゲーム・しょうた君・おかしもな他
応急手当・段ボールトイレ紹介
サバ飯体験・防災講和
ワークショップ
段ボールトイレ作り
段ボールトイレ紹介・応急手当・ロープ他
シェイクアウト・段ボールトイレ紹介・応急手当・頭巾
受付・誘導・パネル・防災頭巾・非常食紹介

ビッグレスキューかながわ　市共催
自治会防災訓練　２件
自治会防災訓練　４件
女性コミュニティー講座　市共催　２回：講師派遣
大町保育園　他１件
自治会防災訓練　１０件
金田秋祭り
女性コミュニティー講座　市共催：講師派遣
平塚商工会議所女性会
自治会防災訓練　３件
聴覚障碍者協会
防災講演会　市共催
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川崎市男女共同参画センター　交流会
旭北公民館　交流会・非常食作り・応急手当他
活動紹介・防災頭巾・段ボールトイレ・非常食他
講話（パワーポイント）・応急手当・段ボールトイレ

Ｈ２６年１月
２月

３月

中央公民館　市民大学３.１１を忘れない
駅ビルと梅屋へ避難　応急手当帰宅困難者対策訓練　市共催

防災について勉強する会「たんぽぽ」（開成町）
目黒区男女平等・共同参画センター 活動紹介・防災頭巾キット・非常食・段ボールトイレ紹介

活動報告・段ボールトイレ紹介
高齢者対象防災講習会・防災頭巾他

うすき女性防災士連絡協議会（大分県）
福祉村大神よりきの郷
東海大学文学部広報メディア学科 ２月１３日取材
大住中学校１泊キャンプ　市共催

ぬりえ・段ボールトイレ・防災頭巾
応急手当・ロープワーク

ひらつな祭
平塚ふじみ園防災訓練 三角巾応急手当

防災センター・「日常生活に役立つ知識」
かながわ女性防災共催　雪中止

その他活動 ＊第１回全体研修会　講師：山中氏、梅本氏
＊第２回全体研修会
＊運営員会勉強会　講師：山中氏、梅本氏

取材

＊非常食作り研修　自主
傷病者初期対応・気象・搬送
ポリ袋調理体験

＊パワーズだより　２５年４月１９号発行 ４月２４日発行
＊平塚パワーズＹＡＨＯＯブログ 市共催　２６年３月始まる
＊平塚市防災ガイドブック 市発行　全世帯配布　パワーズ紹介記事

パワーズ特集７ページ　８月末発行
家庭内流通　９月初発行
放映　３月７日１２時４０分～

＊月刊誌　パンプキン　７月１９日
＊週刊誌　女性自身　８月１５日
＊テレビ神奈川「ありがとッ！」　３月３日

総会
平塚市緑化まつり　市共催 チェックシート３８０・ぬりえ・段ボールトイレ

＊湘南リビング新聞社　リビング湘南　２月２４日 ３月７日発行

「いざという時に役立つ防災講座」

７月

８月

Ｈ２６年４月

５月
６月

日本スキムボード協会
二宮町メイプル女性防火団 活動報告・質疑応答・防災アイテム紹介

１年生搬送
応急手当第１回オープン講座　自主

太洋中学校防災講習会
段ボールトイレ紹介・応急手当
練習１回
シェイクアウト・非常食紹介・段ボールトイレ作り
低学年（熱中症・回復体位）高学年（回復体位応急手当）
災害時の食を考える・実食他
七夕見学・応急手当
防災頭巾作り
段ボールトイレ作り
ロープワーク・応急手当
段ボールトイレ作り・防災頭巾
防災シミュレーション「遊びの学校」
応急手当・段ボールトイレ紹介
どうしました・身近なもので応急手当

自治会防災訓練　２件
七夕おどり千人パレード参加
山下小学校５年親子ふれあい
旭陵教育力ネットワーク協議会防災１泊キャンプ
旭北公民館シニアスクール
川崎市麻生区民生委員　交流会
松原婦人会
第２回オープン講座
大住中学校防災訓練
大住中学校区３校合同ＰＴＡ
金田公民館事業
自治会防災訓練　３件
第３回オープン講座
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年／月 内　容 備　考

自治会防災訓練　４件
防災頭巾作り
応急手当・災害時の食を考える
シェイクアウト・回復体位・搬送Ｈ２６年８月

９月

１０月

ガールスカウト防災講座

商工会女性部防災講習
オープン講座　講師：山中氏 「災害時の自助、共助、公助を考える」

パネル展示１２枚
段ボールトイレ作り・防災頭巾

防災展　市共催
神田中学校ＰＴＡ
夕陽ヶ丘保育園 ロープワーク
自治会防災訓練　５件

防災頭巾作り
応急手当他

オープン講座　自主
女性防災コミュニティー講座　市共催：講師派遣 段ボールトイレ・応急手当

備え・防災頭巾・ポーチ・応急手当
平塚駅からＪＡ・梅屋・駅ビルへ避難１１月

須賀保育園
帰宅困難者対象訓練　市共催
女性防災コミュニティー講座　市共催２回：講師派遣

１２月

金田秋祭り
段ボールトイレ・応急手当他
サバ飯

吉沢小学校わくわくサタデー 段ボールトイレ組み立て・ポトフ
中原上宿長寿会 段ボールトイレ作り
自治会防災訓練　７件 応急手当他
オープン講座　一般参加者と 非常食作り

講師：山中氏　「冬の災害を考える」復習と交流
段ボールトイレ作り・防災頭巾・非常食
備え・防災頭巾・ポーチ・応急手当

オープン講座　一般参加者と
麻生区赤十字奉仕団講習会
自治会防災訓練　１件

オープン講座　自主
防災について勉強する会「たんぽぽ」（開成町）

パワーポイント・ビデオ取り扱い
オープン講座 ＩＮ 開成町

旭南・北合同公民館事業 備え・防災頭巾・ポーチ・応急手当・非常食試食

Ｊ－DAG

その他活動

２７年／１月
２月

３月
地域自主防災研修会　市共催
自治会防災訓練　１件 応急手当他

非常食作り
ロープひらつな祭

取材

オープン講座　一般参加者と
サバイバル・レッスン（非常食他）
花水台保育園から工科高校へ避難
NHK地方局でパワーズ段ボールトイレ紹介
２０万円プリンター・カメラ・ビデオ・プロジェクター
４月２４日発行
神奈川県総合防災センター　施設体験・避難経路体験
「チームワークを磨け」
３時間講習
非常食作り　８月３０日発行
女性視点の取り組み活発化　９月１日発行

中央公民館市民大学　２回
平塚市津波避難訓練　市共催
＊うすき女性防災士連絡協議会（大分県）
＊日本宝くじセンターから補助金
＊パワーズだより　２６年４月２０号発行
＊第１回全体研修会　講師：山中氏
＊第２回全体研修会　講師：山中氏
＊ＡＥＤ・心肺蘇生法　協力会
＊湘南リビング新聞社　リビング湘南　８月６日
＊フジ産経新聞

２７年／４月
ぬりえ・ロープ・消火ゲーム・段ボールトイレ
段ボールトイレ・非常食

総会
平塚市緑化まつり　市共催
やわた子ども村　市共催
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年／月 内　容 備　考

太洋中学校防災講座
応急手当・頭巾・非常食試食
１年生搬送
段ボールトイレ・応急手当・頭巾Ｈ２７年６月

７月

厚木市防災指導員研修会第１回

自治会防災訓練　２件
オープン講座　自主 応急手当リーダー育成研修会

非常食作り・交流会

段ボールトイレ・応急手当・頭巾

オープン講座　麻生区民生
練習１回七夕おどり千人パレード参加

厚木市防災指導員研修会第２回
厚木市防災指導員研修会第３回 段ボールトイレ・応急手当・頭巾
旭陵教育力ネットワーク協議会防災１泊キャンプ

非常食作り
低学年（熱中症・回復体位他）高学年（回復体位・応急手当）

松原婦人会
ガールスカウト 非常食・応急手当・ノート・頭巾・搬送

ロープワーク・リーダー養成
１年生応急手当８月

９月

１０月

オープン講座　自主
大住中学校　市共催
老松町防災訓練
大神福祉村よりきの郷講習会

ロープワーク・段ボールトイレ
防災頭巾キット体験・応急手当

オープン講座 ｉｎ 有楽自治会（新百合ヶ丘） 防災頭巾キット体験・応急手当
自治会防災訓練　４件 応急手当（身近なもので）段ボールトイレ他
金田福祉村 段ボールトイレ作り・頭巾・ポーチ
平塚ふじみ園防災訓練 炊き出し

備え・じゃがりこサラダ作り
応急手当のキット作り
応急手当・頭巾・ロープワーク・搬送他

きらら保育園
オープン講座　自主
自治会防災訓練　７件

災害対策課共催事業  コミュニティー講座＆オープン講座 総数７７名  ワークショップ・パワーズアイテム紹介
若草保育園　他１件 サバイバル術を学ぼう

サバ飯

１２月

Ｈ２８年１月
２月

１１月
金田秋祭り
吉沢小学校わくわくサタデー 応急手当

段ボールトイレ作り・頭巾・ポーチ
応急手当・ロープワーク・ジャガリコサラダ・他自治会防災訓練　１１件

新日本婦人の会
段ボールトイレ作り・頭巾・ポーチ
カレーライス・ワークショップ・身近なもので人を助けるテクニック
応急手当・ロープワーク
非常食作り・応急手当
駅ビル・梅屋・市民センターへ避難・状況をツイート・応急手当実技
応急手当・ロープワーク
防災講和「自助・近所・互近所」
交流会「どうしました」応急手当・ロープワーク

土屋りんどうまつり
災害対策課共催事業  コミュニティー講座＆オープン講座
自治会防災訓練　２件
土沢教育力ネットワーク協議会
帰宅困難者対策訓練　市共催（平塚駅集合）
自治会防災訓練　１件
旭南地区社会福祉協議会
出張オープン講座 ｉｎ 開成町

３月
講話・シェイクアウト・頭巾・非常食
防災講和「自助・近所・互近所」
段ボールトイレ・頭巾・ロープワーク

出張オープン講座 ｉｎ 新杉田理容組合
ＪＡ旭支所女性部
ひらつな祭

オープン講座 ｉｎ 上鶴間 段ボールトイレ作り・頭巾・ポーチ
三角巾手当平塚ふじみ園防災訓練
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年／月 内　容 備　考

取材

パネル展示・販売他
その他活動

公民館まつり　４件
負傷者の身になって応急手当
災害対策課　講師：山中氏・脇田氏

＊第１回全体研修会
＊講師救命救急　横山氏
＊パワーズだより　２７年４月２１号発行 ４月２８日発行
＊神奈川県防災会議委員就任

段ボールトイレ・防災頭巾他
会長　木村美江子

＊ｉバザール  神奈川新聞
＊テレビ東京「昼めし旅～あなたのご飯見せてください！～」 収録９月１２日　放映９月２９日と１０月１２日

繰り返し放映　５Ｂ非常食作り
収録３月８日　放映３月１０日と１１日他

Ｈ２８年３月

＊ＳＣＮ湘南ケーブルネットワーク  土屋公民館まつり
＊ＦＭ湘南ナパサタイムス・アフターヌーン

七夕おどり千人パレード
赤のベストを加えました。
会員の手作りです。　　　
２０１６年
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平成１３年度　　　　日本消防協会賞受賞
平成１３年度　　　　第１５回全国婦人消防操法大会「優秀賞」受賞
平成２０年度　　　　防災功労者防災担当大臣表彰受賞
平成２２年度　　　　神奈川新聞社・神奈川新聞厚生文化事業団主催
　　　　　　　　　　第２３回神奈川地域社会事業賞受賞

表　彰　歴

平成２４年度　　　　神奈川県県民功労者賞受賞

平成２４年度　　　　共同通信社　地域再生大賞「優秀賞」受賞

平成２４年度　　　　筑波大学同窓会（茗溪会）第１１回「茗溪賞」顕彰
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女性防災クラブ平塚パワーズ プロフィール

平成７年阪神淡路大震災を期に平塚市が防災講習会を開き、受講
した３０名が平成８年５月にボランティア団体を立ち上げました。

災害時のリーダーとしての位置付け（研修継続）
災害時の初期対応（訓練継続）
災害に強い安心・安全なまちづくり（啓発活動を展開）

年１回総会
年会費・・・１０００円
年齢制限なし
平塚市内を６つのブロックに分けて活動（居住地）
全会員から６名の役員
ブロックから２名の運営委員
会員数・・・４０名（平成２８年度）

◇平塚市災害対策課共催事業
◇公民館事業　◇市民大学　◇公民館まつり
◇オープン講座（自主）と出張オープン講座
◆平塚市内自治会
◆小・中学校関係　◆学校ＰＴＡ
◆保育園　◆幼稚園
◆地域教育力ネットワーク協議会
◆福祉村　◆ゆめクラブ
◆市内各種団体　◆市外各種団体

発　行　物 「パワーズだより」　内部情報誌　年１回発行
「防災知恵袋」　平塚市危機管理課との共催
「私たちのあゆみ」　１０周年記念誌・１５周年記念誌・
　　　　　　　　　２０周年記念誌　発行
「3.11地震その時、その後」 東日本大震災体験誌 Ｈ２３年７月発行

研　修 年２回全体研修会・勉強会（平塚市消防職員・平塚市危機管理
課職員他に講師依頼）
心肺蘇生法ＡＥＤ操作・各ブロックで自主研修　他

交　流 七夕おどり千人パレード・親睦会　他

結成の経緯

活 動 目 的

組 織 運 営

活 動 内 容



備えて
ほしいもの

１日１日

２～３日２～３日

３日間を乗り切った後の４日間３日間を乗り切った後の４日間

備えて
ほしいもの

36

新たな取り組み　７日間を生きのびるために

パワーズ段ボールトイレ
を使いましょう

飲料水
１人で
１日３ℓ×７日分

４人＝８４ℓ

普段から買い置きしてある
パン・菓子類

日頃の備え

いつも身近に
パワーズポーチ

日頃の備え

１週間の自宅避難に
必要なアイテムを
紹介します

普段からちょっと多めに食材を買い置きしておきましょう。
＜家庭内流通・・・食材はいつもリフレッシュして＞
　　震災直後の２～３日間は、冷蔵庫の中の物やキッチンに
　　買い置きしているいつもの食材を利用します！

ペットボトルは便利です
・コップや器にも
・蓋に穴をあけて、
　エコ使用

いつも使っているものプラスα
◇歯磨きシート ◇寝袋 ◇台車 ◇充電器
◇布テープ ◇油性マジック ◇ポリ袋
◇紙 ◇ルームシューズ ◇ポリタンク
◇テント ◇着替え ◇新聞紙（１か月分）

◇パワーズ防災頭巾があると便利
◇ウエットティシュ ◇紙コップ 他

カセットコンロ
ボンベ（２日で１本）

ポリ袋クッキング
お鍋に、水を入れ火にかけ色々な
調理を一緒にできる便利な方法！
◇ご飯 ◇おかゆ ◇ポトフ ◇カレー
◇ナポリタン ◇ホイコーロー
◇オムレツ ◇カップケーキ
◇乾麺をゆでる
＊常温保存品、乾物調理など

レトルト食品など
１日に１人２個
家族４人７日分
５６個

我が家の場合

多めの保冷材とクーラー
ボックスは必要です。
冷凍食品を冷蔵室に移し
て冷気を保ちます。

食器類はランチバックやラッ
プを使って繰り返し使用でき
るようにしましょう。
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女性防災クラブ平塚パワーズ　減災活動のお役に立ちます

パワーズ段ボールトイレ 減災啓発パネル バスタオル防災頭巾 防災頭巾お試し用キット

身の回りの物で応急手当

頭や腕のケガの手当 雑誌で固定をしてレジ袋で腕つり

子ども向け　　ゲーム 初期消火ゲーム 災害時に役立つロープワーク 身近な物で搬送

じゃがりこサラダ 大鍋一つでご飯と同時にカレーやポトフもできます

・注意事項　
・固定法
・直接圧迫止血法
・フィスタオルで包帯作り
・ガムテープで止めて月日や時刻、
　名前など情報を記入

非常食作り
・エンボス加工のポリ袋を使って、
　カレー、ポトフ、ご飯
・カップケーキ
・カートンドッグ
・じゃがりこサラダ
・ペットボトルで食器作り
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歴代の本部役員及びブロック運営委員一覧

６ブロック　宇佐美　 珠　枝

５ブロック　鈴　木　 康　子

４ブロック　山　嵜　 美　紀

３ブロック　伊　藤　 さよ子

２ブロック　大　根　 多美子
２ブロック　山　中　 ヨオ子
１ブロック　入　江　 美紀子運営委員

顧　問

会計監査

会　計
書　記

副会長
会　長

１ブロック　入　江　 美紀子 １ブロック　入　江　 美紀子

３ブロック　伊　藤　 さよ子 ３ブロック　伊　藤　 さよ子

４ブロック　山　嵜　 美　紀

５ブロック　鈴　木　 康　子

４ブロック　松　沢　 浩　代

５ブロック　鈴　木　 康　子

６ブロック　宇佐美　 珠　枝 ６ブロック　宇佐美　 珠　枝

山　口　 美佐子

小清水　 和　子

磯　村　 則　子

川　口　 准　子

岡　本　 節　子

佐　藤　 ゆかり ２ブロック　岡　本　 節　子
大　根　 多美子

小　林　 美　枝
上　村　 文　子 小　林　 美　枝 小　林　 美　枝
磯　村　 則　子 小　林　 久　美 大　根　 多美子
大　西　 芳　子 小　泉　 和　美 小　泉　 和　美
柏　木　 美知子 小清水　 和　子 早　坂　 尚　子
小　泉　 和　美 柏　木　 美知子 柏　木　 美知子
早　坂　 尚　子 早　坂　 尚　子 小　川　 弘　子
小　川　 弘　子 小　川　 弘　子 小清水　 和　子
木　村　 美江子 菅　野　 由美子 菅　野　 由美子
菅　野　 由美子
平成２４年～２５年 平成２６年～２７年 平成２８年～２９年

木　村　 美江子 木　村　 美江子

高　橋　 美知代

川　口　 准　子 川　口　 准　子

磯　村　 則　子

小清水　 和　子

重　宗　 キ　ヨ

山　口　 美佐子

小　川　 弘　子

山　口　 美佐子

組 織 運 営 平塚市を６地区に分けて担当しています（居住地別）

１ブロック

２ブロック

３ブロック

４ブロック

５ブロック

６ブロック

土屋
吉沢

金目

金田

旭北

旭南

松原
富士見 崇善

花水
なでしこ

港

真土

四之宮

八幡中原

南原

大原

東中原

岡崎

伊勢山 横内団地

豊田

城島
横内

田村

大神
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編集後記
少しずつ歩み続けて２０周年を迎えました。

皆様方のご協力をいただき節目の２０周年記念誌を発行
する事ができました。

ご寄稿をいただきました皆様に心より御礼申し上げます。

これからも女性防災クラブ平塚パワーズの活動に、ご声
援とご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（編集委員一同）

結成２０周年記念

私たちのあゆみ

発　行　　女性防災クラブ平塚パワーズ
編　集　　結成２０周年実行委員会
発行日　　平成２８年１１月２７日
作　成　　NPO法人 湘南NPOサポートセンター

表紙は平塚パワーズのキャラクター「ナナちゃん」です。




