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Japan is a land of earthquakes.
It has been predicted that there will be
a massive earthquake within the next 30 years.

What if an earthquake hits Japan now?
What would you do at the moment?
Disasters can happen anytime.
We must educate ourselves in how to protect ourselves.
It is crucial for all of us to be prepared for the worst.
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"HIRATSUKA POWERS" is a volunteer organization launched 
in 1996 to spread disaster preparation knowledge and to 
improve preparation skills from the perspective of women.

日本は地震大国です。
今後30年以内に大地震が発生する確率が
高いと予測されています。

今、日本で地震が起きたら？
その時あなたはどうしますか?
災害はいつ起きるかわかりません。
身を守るための正しい知識を身に付けましょう。
最悪の事態に備えるためにはとても重要な事です。

はじめに

私たち"平塚パワーズ"は女性目線から防災の知識と
スキルの向上を手助けする1996年に設立された
ボランティア組織です。

私たちについて

もくじ



Family meeting Emergency
contact

information

2 Confirm where to evacuate

3 Start stockpiling necessities

4 Prepare an emergency bag

5 Participate in disaster 
preparedness drills by 
"HIRATSUKA POWERS"
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1. Confirm your evacuation shelter (name, map)
2. Confirm your evacuation route from home
3. Decide how to contact one another

1 Information of you & your family

緊急時の問い合わせ家族会議を開催しよう

prepare the documents listed in page 23 
in advance.
Keep this with you at all times. 
It may protect you and your family.

Keep valuables together
passport, bankbook, signature (hanko) stamp etc

We will provide information through
the following methods.

❖ Tagengo Navi Kanagawa
　(Multilingual Navigation Service)
 ☎045-316-2770
 Hours　09:00-12:00/13:00-17:15
http://www.kifjp.org/kmlc
　Note : for Information in foreign languages & 
　foreign language support desk

❖ Hiratsuka City Life Guide Book
　(English version)
※Copies available at Hiratsuka City Hall

❖ Hiratsuka city hall
　 Disaster prevention section

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp.e.di.hp.transer.com/bosai/index.html

❖ Medical institution information
　Information for hospitals 
　where foreign languages are understood
Hiratsuka municipal hospital
 ☎0463-32-0015

❖ Radio　FM Shonan NAPASA 78.3MHZ

❖ Also you can get information from news
    programs and NHK Web site, "NHK WORLD".
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

あなたと家族の情報

23ページの書類を
用意しよう。
これをいつも持ってい
れば、あなたや家族の
ために役に立つ。

情報は次のように
お知らせします

多言語ナビかながわ

電話・来所受付時間

平塚市民生活ガイド
ブック（英語版）
※市役所で入手できる

平塚市役所
平塚市防災危機管理部
災害対策課

医療機関情報
外国語で対応可能な
病院の案内

平塚市民病院

FM湘南ナパサ

その他NHKウェブサイト
“NHK WORLD”で
ニュースを見ることも
できる

注：外国語の情報と
外国語による
サポートデスク1.避難所の名前と場所

2.自宅から避難所まで
　のルート
3.お互いの連絡方法

避難場所の確認

日常備蓄を始めよう

非常持ち出し袋の用意

パワーズの防災訓練に
参加しよう

パスポート、預金通帳、
印鑑など大切なものな
どを保管しておこう。



Confirming family
safety and gathering
essential information

Pictograms
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ピクトグラム安否確認と情報収集

Follow the guidance, 
to record and playback messages.

▶if you are in the disaster area, input your own  
　phone number. If you are outside the disaster area, 
　input the phone numbers of people that you want 
　to contact in the  disaster area.

Evacuation 
Area

利用ガイダンスに従って、
伝言の録音・再生を
行ってください。

避難場所

Evacuation 
Shelter
避難所

Tsunami 
Evacuation Area
津波避難場所

Tsunami 
Evacuation Building
津波避難ビル

Evacuation Area Information

Above sea level

Rivers and inland waters flood

These are actual examples found in Hiratsuka.

海抜

避難場所案内

洪水／内水氾濫

あなたが災害地にいる場合、あな
たの電話番号を入力し、あなたが
災害地以外にいる場合は、災害地
で連絡を取りたい人の電話番号を
入力する。

利用ガ ダ に従

Disaster  Emergency Message Dial　災害伝言ダイヤル

dial "171"

To record messages
press "1"

Input a phone number of the 
disaster area starting with area code

Press "1" and record messages
(30 sec.)

When finished, press "9"

To play back messages
press "2"

Input a phone number of the 
disaster area starting with area code

Press "1" and play back messages
(messages are stored for 2 days)

Press "8" to replay
Press "9" for to next message

伝言を録音「１」を入力 伝言を再生「２」を入力

被災地の方の電話番号を市外局番から入力 被災地の方の電話番号を市外局番から入力

「１７１」をダイヤル

「１」を入力して伝言を録音 「１」を入力して伝言を再生

「９」で終了
繰り返し再生は「８」次の伝言の再生は「９」

▶For more information, check the NTT website at
　https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/

▶"Web171" is a message board for smartphones 
　and cell-phones.
　https://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/

詳しくはＮＴＴのウェブで確認を。

スマホや携帯電話でも使える災害
用伝言板「Web171」もある。

Tsunami /Storm surges
津波／高潮

これらは平塚で見受けられる実例です。

Debris flow (Avalanche)
土石流

Steep slope failure, landslide
がけ崩れ・地すべり

Fire disasters
大規模な火災



Evacuation areas
&

shelters
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避難場所＆避難所
について

Evacuate to these areas to escape disasters
(large parks, public spaces, etc).
Temporary evacuation areas.

災害からの危険を回避するた
めの場所（大きな公園やパブ
リックスペース、）
一時避難所とも言う。

❖ After arriving at the evacuation shelter.
　 (example)

災害から 危険を回避す

Evacuation area　避難場所

1. An evacuation shelter is a place that temporarily
    takes in and protects people who can't continue
    to live in their homes.

避難場所とは自宅に住めなく
なった被災者を一時的に受け
入れ保護する施設。

2. Evacuation shelters are set up in schools and
    public facilities.

学校や公的機関に設置される。

3. Foreigners can use the shelters. 外国人も利用できる。

避難場所とは自宅に住めな

Evacuation shelter　避難所
❖ Sign up for disaster information services 災害情報サービスへの登録

❖ Get accurate information from TV, radio, SNS, etc.
　 and pay attention to information provided by the 
　 local government, police or fire dept.

テレビ、ラジオ、SNS等から
正確な情報を得る。また、
市役所、警察、消防からの
情報に注意を払う。

❖ Use SNS SNSの活用

❖ Confirm the situation inside and outside your home. 自宅の内外の確認

Decision to evacuate　避難の判断

confirm 
the local 
situation

no danger danger

no danger

stay at home or 
return home

if damages are great

evacuate to an 
evacuation area

evacuate to an 
evacuation shelter

避難場所に避難

避難所に避難

check to see 
if your house 
is damaged

・自身の身の安全を図る
・電気のブレーカーを落とし
　ガスの元栓を閉める
・広い道を通る
・近所の人と一緒に避難する

❖ Protect yourself
❖ Turn off electricity at the fuse box &
    shut off gas mains
❖ Walk on wide roads
❖ Evacuate with neighbors

Evacuation flow chart　避難の流れ

1. After arriving at the evacuation center, give your
    name, address, and contact information.

名前・住所・連絡先の登録

避難所到着後の流れ（例）

2. Confirm the safety of your family etc. 家族の安否等確認

3. Duty assignments 役割分担

4. Smoking rules 喫煙のルール

5. Pets
▶You should follow the shelter's rules 
　and be responsible in looking after your pets.

ペット
▶避難所のルールに沿って
　飼い主が責任を持って
　世話を行うこと。

❖ 避難所到着後 流れ（例）

confirm your evacuation shelter (name, map)
あなたの避難所を確認しよう

1. Maintain privacy プライバシーの確保

2. Use the toilets in a manner instructed by the facility トイレの使い方

3. Water conservation 水の確保（無駄使いしない）

4. Crime prevention 防犯対策

5. Protect yourself from infection 感染症対策

プ バ 確保

Point of attention at the evacuation shelter　避難所の注意点

現地の状況確認

家に被害があるか
確認

安全

安全

危険

大きな被害あり

在宅避難または
家に帰る



The basic of 
Disaster prevention

ー Indoors ー
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防災の基本
（家の中）

Disaster occurs while you are home.
What would you do ?
Stay calm and don't panic.
Hope for the best and prepare for the worst.
Hold a family meeting and keep family safe.
If it is safe to stay at home, it is recommended 
that you don't evacuate to a shelter.
note : Follow the solutions provided by
           this documents at your own risk. 

家にいる時に災害が発生し
たらあなたはどうしますか?
慌てずに行動しパニックに
ならないように。
備え有れば憂い無し。
家族会議を開き家族の安全
を守りましょう。
自宅に住むことが可能であ
れば避難所に行かないで、
在宅避難も可能です。
注記：この文書に書いてあ
る解決法を取る場合は自己
責任でお願いします。

Dangers at home　自宅に潜む危険

1 In a night time disaster,
a flashlight is useful.
Have emergency supplies 
at your bedside.

夜中の災害時は
懐中電灯が役に立つ

非常用品を枕元に
置いておこう。

2 There are lots of dangers 
at your feet.
Broken glass might be on the floor.
Do not walk barefoot.

足元には危険がいっぱい

床にガラスが落ちている
可能性がある。
裸足で歩かない。

3 Overturn prevention 
for furniture.
Secure furniture and lighting.

家具の転倒防止

家具や照明を
固定しておこう。

4 Be a good neighbor.
Your neighbors can give you encouragement!

向こう三軒両隣り

隣近所はあなたに
勇気を与えます。

5 preparations for food and 
bacic necessities.
Prepare a lot of water, 
such as bottled water for the family.
3ℓ per person a day for 7 days.

食料と日用品の用意

ペットボトルなどの水を家族分備える。１人で１日３ℓ×７日分

Refer to the following for items 
you may want to prepare.
下記の日頃から揃えたいアイテムを参照。

普段から買い置きしてあるパンや菓子類

Bread and snacks which are 
always stocked up on



Dangers
away from home
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外出先に潜む危険

1 At the office
You need to move to a safe place to protect 
yourself from falling objects and other heavy 
items toppling over or sliding into you.

勤務先

物が落ちてこない、倒れ
てこない、動かない、
安全な場所に身を隠す。

2 Shopping district
While protecting yourself from falling objects,
move to a safe place such as a park.

繁華街

落下物に注意しながら
公園など安全な場所に
移動する。

3 Schools
Protect yourself from flying shards of window 
glass and falling lighting fixtures in the 
classroom.
When the shaking stops, follow the instructions 
of the teachers.

学校

教室で身を守るため割れ
た窓ガラスの破片や照明
器具の落下を避ける。
揺れが収まったら先生の
指示に従う。

4 while driving
Turn on your hazard lamp and gradually 
come to a stop.
Park your car on the left side of the road,
turn off the engine, and wait for the shaking 
to stop.

運転中

ハザードランプを付けて
徐々に減速する。
車は道路の左側に止め
エンジンを切って揺れが
収まるまで待機する。

Protect yourself 自身の身を守る（自助）

近くの公衆電話を確認して
おく。何枚かの10円とテレ
ホンカードを持っていると
役に立つ。

Confirm where a public telephone is in  
your neighborhood. It is useful if you have 
some 10YEN coins and a prepaid card for 
a public telephone.

Surviving for 7 days
after a massive

earthquake
大地震の後７日間を

生き延びる

自身 身を守 （自助）

During the earthquake　地震時の行動

1. Stay calm and check possible sources of fire.
2. Open the window or door to have an exit.
3. Stay clear of gates or walls. They may fall over.

1. 慌てずに火の元確認
2. 窓や戸を開け出口を確保
3. 倒壊の危険があるので
　 門や塀には近寄らない

慌 ずに火 元確認

Immediately after the earthquake　地震直後の行動

1. Safe evacuation:Fire and Tsunami.
2. Gather correct information.
3. Confirm the safety of your family and neighbors.

1. 火災や津波からの避難
2. 正しい情報の収集
3. 家族とご近所の安全確認

火災や津波か 避難

After the earthquake　地震後の行動

1. food (canned, heat and eat dishes)
2. water
3. portable gas cooking stove
4. kitchen wrap / aluminum foil
5. flash light
6. portable radio
7. emergency toilet
8. first aid kit
9. tissue paper / toilet paper
10. lighter
11. plastic bags (small and large)
12. a battery charger or spare batteries
　   for your mobile phone
etc.

1. 食料（缶詰、レトルト食品)
2. 水
3. カセットコンロ
4. ラップ／アルミホイル
5. 懐中電灯
6. ラジオ
7. 簡易トイレ
8. 救急箱
9. ティッシュペーパー/
    トイレットペーパー
10. ライター
11. ビニール袋
12. 携帯電話の充電器
      または予備バッテリー
など

食料（缶詰 ト ト食

Essential stockpile items　基本的に備えたいアイテム



First Aid　応急手当

両端を三角に内側に折り細長
く2~3回たたむ。
図を参照。

Important notice
○Protect the body from infection 
　In order to prevent infection ,always make sure to use 
　a plastic bag or PVC gloves, and be careful to not come in 
　contact with blood. 
○Stop the bleeding　　Direct pressure to stop bleeding
　Directly apply a gauze or handkerchief to the bleeding and 
　compress with your hand.
○Wash with water
　Rinse the wound with water (without using medicine)

○感染症から身を守る
　感染予防の為、ポリ袋又は使い捨て手袋などを必ず着用し血液が付着しないよう注意する
○止血する　直接圧迫止血法
　出血部分にガーゼやハンカチなどを当てて手でしっかり押さえる
○水で洗い流す
　傷口はきれいな水で洗い流す（薬品は使わない）

Medical treatment of the arm　腕の手当

タオルのたたみ方

Make both ends into a triangle and fold inward 2 to 3 times.
Look at the illustration below.

How to fold towels

Materials
Cuts : handkerchief(gauze), thin towel, gummed tape, permanent marker
Fracture : magazine(A4 size), thin towel, bandanna,
                bath towel(or plastic bag), rubber band, scissors

First aid for Cuts 
Talk with the injured 
as you administer first aid.

腕の傷の応急手当
ケガ人と話し合いながら行う

骨折の応急手当
肘と手首の間の骨折の場合

スーパーのレジ袋を使う場合

1 Directly apply a gauze or 
handkerchief to the injury 
and compress with your 
hand to stop the bleeding.

2 Wrap a towel like a 
bandage.

3 Wrap the towel with 
gummed tape. (write the 
date and time, full name 
and blood type on the 
gummed tape)

傷口にハンカチなどでしっ
かり押さえて止血する。

手当したキズの上にた
たんだタオルを置き包
帯のように巻く。

タオルの端はガムテープで止
める。（ガムテープの上に日時、
名前、血液型などを記入する）

レジ袋は三角巾の代用として
使える。袋の両サイドを切る。
図を参照。

completed !

completed !

First aid for Fractures 

Using plastic bags as slings

1 Use a magazine to 
protect the fracture. 
The magazine should 
extend from the elbow 
to the wrist.

A plastic bag can be used in place of the 
triangular cloth as in the illustration below.

2 Bend the magazine 
cradling the fracture, 
and secure it by tying 
it with bandanas at 2 
locations as shown.

添え木となる雑誌を、バ
ンダナなどで２か所しっ
かり上部から結ぶ。

雑誌を板のようにして
骨折した両側の関節ま
で覆うように当てる。

1 2 3

14 15

注意事項

用意するもの
傷の手当／ハンカチ（ガーゼ）、薄手のタオル、ガムテープ、油性マジック
骨折／Ａ４サイズの雑誌、薄手のタオル、バンダナなど、
　　　バスタオル（もしくはスーパーのレジ袋とタオル）、輪ゴム、ハサミ

In the case of a bone fracture 
between the elbow and the wrist

cut both sides.



Bandannas are useful　バンダナの活用

Using T-shirts for masks　Tシャツマスク
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1

1 Place the folded bandana under 
the hand with the hurt part 
facing up and wrap as shown.
ケガをした方を上にして三角の布の下に
入れる。

1 Fold to form a 
trapezoid and then 
in half.
台形にしたバンダナを
半分にたたむ。

2 Leaving fine thumb out and tie 
both ends of the cloth at the back 
of the hand. Wind them up 
towards the wrist and bind them.
親指を出して布の両端を手の甲に重ねるよ
うにし、手首の方へくるりと巻いて結ぶ。

2 Cover the wound with a 
handkerchief and roll the 
bandana up diagonally.
傷にハンカチなどを当て、
バンダナを下から巻き上げる。

3 Fasten the edge 
with gummed tape.
巻き終わった端はガムテ
ープで止める。

2

Basic folds　基本のたたみ方

First aid for palm and back of the hand　手のひら・手の甲の手当

Use a bandanna like a bandage　包帯として使うとき

② ②

1 Tie the edges (①) of two pieces of triangular bandanas. 
Tie the other side (②) and make a ring.
半分に折った三角形の２枚のバンダナの①を結ぶ。次に②を結び輪にする。

2 Position knot to both sides 
of the chest.
結び目が胸の両側に来るようにする。

Arm in a sling　腕つり

2 Lift up the sleeves.
左右それぞれの手で袖を持ち、
たくし上げる。

3 Tie the sleeves 
securely to the back 
of the head.
後頭部で、ほどけないよ
うに袖をしっかり結ぶ。

This is a very simple 
procedure.
You become quite warm 
wearing this mask.
誰にでも簡単にできる。意外
と温かく、防寒にも。

Make a simple mask by covering your 
nose and mouth with a T-shirt.
T シャツを鼻、口元にあてると簡易マスクになる。

1 Put a T-shirt over your head.
Do not put arms through 
sleeves.
Ｔシャツを頭にかぶる。
腕は通さない。

3 Spread the lower part of the cloth 
and place the injured arm in the sling.
下の布を広げてケガした方の腕を入れる。

Fold in half.
半分に折って三角にする

Fold from the dotted line.
点線を折る

completed ! completed !

completed !

completed !

① ①

Materials
Short-sleeved 
T-shirt

用意するもの
半袖Tシャツ



Disaster-related
Japanese words

that might be useful
to remember
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覚えておきたい
災害に関する日本語

Words related to earthquakes　地震に関すること

Earthquake Jishin 地震

Word Japanese reading and Explanation Japanese notation（日本語表記）

Epicenter Shingen 震源

Seismic intensity Shindo 震度

Words related to typhoons　台風 / 大雨に関すること

Typhoon Taifu 台風

Word Japanese reading and Explanation Japanese notation（日本語表記）

Wind velocity Fusoku 風速

Flood Kozui 洪水

Inundation Shinsui 浸水

Tornado tatsumaki 竜巻

The strength of the 
tremor felt at each site.

それぞれの場所で感じた
揺れの強さ

Aftershock Yoshin 余震
An earthquake that 
happens after a major 
earthquake.

大きな地震の後の地震

Tsunami

Seismic intensity and Magnitude
Seismic intensity describes the degree of shaking(ranked into 10 levels from 0 to 7).
Magnitude is the energy of the earthquake.
Even an earthquake with a small magnitude could have a large seismic intensity 
in areas near the source.

震度とマグニチュード
震度は地震による揺れの強さ（震度 0から 7までの 10段階で表示）、
マグニチュードは地震のエネルギーの強さです。
例えばマグニチュードの小さい地震でも震源地が近いと揺れは大きくなります。

Tsunami 津波

Various types of warnings　注意の呼びかけ

Advisory Chui hou 注意報

Word Japanese reading and Explanation Japanese notation（日本語表記）

Notification to call 
attention to a possibility 
that a disaster could 
occur.

Danger level=Low

Danger level=Medium

Danger level=High

災害の恐れがある場合、
注意を呼び掛ける

Warning Keiho 警報
Notification to give a 
warning of a possibile 
disaster.

災害の恐れがある場合、
警戒を呼び掛ける

Emergency-warning Tokubetsu keiho 特別警報
Warning to notify that 
there is a possibility that 
targeted area could be 
very dangerous due to 
heavy rain or a large 
earthquake.

強い雨や地震などにより、
住んでいる所がとても危険

Instructions related to evacuation　避難に関する指示

Evacuation 
preparation notice

Hinan jumbi joho 避難準備情報
Notification to advice 
that you start preparing 
for evacuation.

Danger level=Low

Danger level=Medium

Danger level=High

避難準備を始める事を勧める

Evacuation advisory Hinan kankoku 避難勧告
Recommendation to 
evacuate.

対象住民に避難を勧める

Evacuation order Hinan shiji 避難指示
Instruction or order to 
evacuate to an evacuation 
area or a shelter.

避難所や避難場所へ避難を勧め
る指示で、避難勧告よりも強制
力は強い

Words related to evacuation　避難に関すること

Evacuation area Hinan basho 避難場所

Word Japanese reading and Explanation Japanese notation（日本語表記）

Word Japanese reading and Explanation Japanese notation（日本語表記）

(Temporary)
 Evacuation Shelter

(ittoki) 
Hinan jo

（一時 いっとき）
避難所

Evacuation Route Hinan keiro 避難経路



20 21

Please help me Tasuke te 助けて

Escape from here Koko kara nige te ここから逃げて

Be careful Ki o tsuke te 気をつけて

It's dangerous Abunai 危ない

Please evacuate Hinan shi te 避難して

There's a fire! Kaji da! 火事だ！

Are you OK? Daijobu desu ka? 大丈夫ですか？

A tsunami is coming Tsunami ga ki te i masu 津波が来ています

Escape to 
higher ground

Takai tokoro ni nige te 高いところに逃げて

a power blackout Teiden 停電

Interrupted water 
supply

Dansui 断水

I am hurt Kega o shi te i masu 怪我をしています

I feel sick Guai ga warui desu 具合が悪いです

I am allergic to ~ Watashi wa ~ no 
arerugī ga ari masu

私は ~ のアレルギーが
あります

I have high blood 
pressure

Kōketsuatsu desu 高血圧です

I feel like vomiting Hakike ga ari masu 吐き気があります

I have a cough Seki ga de masu 咳が出ます

I need a doctor Isha ga hitsuyō desu 医者が必要です

I want to go to the 
hospital

Byōin ni iki tai 病院に行きたい

Can you take me there 
(to the hospital)?

Watashi o soko (byouin) 
ni tsure te itte kure 
masu ka

私をそこ（病院）に連れ
て行ってくれますか？

Please call an 
ambulance for me

Kyūkyūsha o yon de 
kudasai

救急車を呼んでください

Does anyone speak 
English?

Eigo o hanaseru hito 
wa i masu ka?

英語を話せる人は
いますか？

I do not understand 
Japanese

Nihongo ga wakari 
mase n

日本語がわかりません

I need information in 
English

Eigo no jōhō ga hoshii 
desu

英語の情報が欲しいです

Please give me some 
water

Mizu o kudasai 水をください

Where can I get water
(food)?

Mizu （tabemono） wa 
doko de morae masu ka?

水（食べ物）はどこで
もらえますか？

Can I use the 
restroom?

Toire o kashi te kudasai トイレを貸してください

I am looking for my 
family

Kazoku o sagashi te
 i masu

家族を捜しています

My mother is missing. 
Can you help me find 
her?

Haha ga i mase n. 
Sagasu no o testudatte 
morae mase n ka?

母がいません。
捜すのを手伝ってもらえ
ませんか？

I got lost.
Where am I now?

Michi ni mayoi mashi ta.
Koko wa doko desho u 
ka?

道に迷いました。
ここはどこでしょうか？

Where is the nearest 
evacuation area?

Ichiban chikai hinan-jo 
wa doko desu ka?

一番近い避難所はどこ
ですか？

How can I get to the 
shelter?

Dō yatte hinan-jo ni 
ike ba yoi desu ka?

どうやって避難所に行け
ばよいですか？

Please take me to the 
Embassy

Taishikan ni tsure te 
itte kudasai

大使館に連れて行って
ください

Words related to
Emergency

緊急時の言葉

English Japanese reading Japanese notation（日本語表記）

English Japanese reading Japanese notation（日本語表記）
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以下のような書類を用意しましょうAward for Excellence of the 15th All Japan Women 
Firefighting Competition in 2001

2001年　第15回全国婦人
消防操法大会優秀賞

Award from the Minister of State for Disaster 
Management to the contributors in 2008

2008年　防災功労者防災担当大臣
表彰受賞

Award to the Kanagawa pref.community 
contributors sponsored by Kanagawa Shinbun and 
Public Welfare organization in 2010

2010年　神奈川新聞社・神奈川
新聞厚生文化事業主催　
第23回神奈川地域社会事業賞受賞

The Distinguished Service Award to Kanagawa 
Citizen in 2012

2012年　神奈川県民功労者賞受賞

The 11th Award from Alumni Association of 
University of Tsukuba in 2012

2012年　筑波大学茗溪会
第11回顕彰

Regional Revitalization Excellence Award 
awarded by Kyodo News Service in 2012

2012年　共同通信社　
地域再生大賞優秀賞受賞
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Principal Award list of  “Hiratsua Powers”　主な表彰歴 Personal and family Information 　あなたと家族の情報

Disaster Preparation Guide by “HIRATSUKA POWERS”
防災 減災 パワーズブック

You　あなたItem　項目
Name
名前

Mobile
携帯電話

Date of birth (age)
生年月日（誕生日）
Gender (M/F)
性別（男／女）
Blood type
血液型
Nationality
国籍
Native language
主言語
Address in Japan
日本の住所

E-mail
Eメール
School/Work place
学校 / 職場
Passport no.
パスポートナンバー
ID card no.
ID カードナンバー
Tel no. of embassy in Japan
在日本大使館電話番号
Japanese health insurance card
健康保険証
allergy/chronic
アレルギー / 持病
health problems
健康上の問題点
Emergency contact
緊急連絡先
attach picture of your family
家族の写真を添付

Address in your own country
現地の住所

Your family　あなたの家族

prepare the document in advance as below う


