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１. 序 

南街・桜が丘地域防災協議会は平成２０年０４月０１日に１７団体(自治会及びマン 

ション管理組合)で発足し、本年度で１１年が経過しましたが、現在は２１団体が加盟し 

地域の防災活動及び各団体の各種イベントにも参加して、地域活性化の活動を支援して 

おります。昨年度同様平成３０年度も多くの事業を実施しましたが、以下に本年度の活 

動状況を報告致します。 

 

２． 平成３０年度実施事業報告 

 2.1 事業報告書 

    当防災協議会の平成３０年度の事業報告(書)は下記の通りです。 

 

  平成３０年度南街･桜が丘地域防災協議会事業報告 

               

                         南街･桜が丘地域防災協議会本部 

                             平成３１年０３月３１日 

 

 

当防災協議会の平成３０年度の事業報告は以下の通りです。 

１．平成３０年度実施の事業報告 

 1.1 協議会本部関連事業 

  (1)  定例役員会 

    (a) ４月次役員会   ；０４月１０日  

    (b) ５月次役員会   ；０５月０８日 

    (c) ６月次役員会   ；０６月１２日 

    (d) ７月次役員会   ；０７月１０日 

    (e) ８月次役員会   ；０８月１４日 

       (f)  ９月次役員会    ；０９月１１日 

    (g) １０月次役員会 ；１０月０９日 

    (h) １１月次役員会 ；１１月１３日 

    (i) １２月次役員会  ；１２月１１日 

    (j) ０１月次役員会  ；０１月０８日 

    (k) ０２月次役員会 ；０２月１２日 

    (l) ０３月次役員会   ；０３月１２日 

 

  (2)  たんぽぽ定例打ち合わせ 

     (a) ４月次打ち合わせ  ；０４月１３日 

     (b) ５月次打ち合わせ  ；０５月１４日 

     (c) ６月次打ち合わせ  ；食品の含有放射線量の測定０６月１２日 

     (d) ７月次打ち合わせ  ；０７月１９日 

     (e) ８月次打ち合わせ  ；０８月２３日 

      (f)  ９月次打ち合わせ  ；０９月１１日 

    (g) １０月次打ち合わせ；１０月０９日 

    (h) １１月次打ち合わせ；食品の含有放射線量の測定；１１月１３日     

    (i) ０１月次打ち合わせ ；０１月１１日 

    (j) ０２月次打ち合わせ；食品の含有放射線量の測定０２月１２日 

    (k)  ０３月次打ち合わせ ；０３月１２日 
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 (3) 平成３０年度総会             ；０５月１２日 

 (4) 救急救命認定講習会            ；０６月０９日 

  (5) 第二小学校／第二中学校設置防災倉庫開錠訓練；０７月０３日 

  (6) 第４回スマイルセミナー          ；０７月１０日  

(7)  所有機器の点検及び操作訓練        ；０７月２１日 

  (8) 可搬ポンプ操作講習会           ；０８月１１日 

  (9)  東京都；防災×女性セミナーへの参加    ；０８月２９日  

  (10) 上半期総                 ；０９月０８日    

  (11)  総合防災訓練               ；０９月２２日 

(12) 第二小学校 PTA 救命講習会        ；１１月２４日 

  (13) 東京防災セミナー             ；１１月２５日 

  (14)  所有機器の点検及び操作訓練        ；０２月２３日 

  (15) 救命･応急処置講習会           ；０３月０３日 

  (16) 東京防災セミナー参加           ；０３月０９日 

 

 1.2 参加団体のサロン／その他の活動(防災／お祭り／イベント開催)状況 

    以下の活動は各自治会の独自活動報告で、各団体の活動への参考にして戴く為に 

お知らせしております。 

  1.2.1 各団体のサロン活動 

     (1) 第一光ヶ丘自治会；毎月；第二土曜日 

     (2) 栄一丁目自治会；毎月；１５日、金曜日；３回 

     (3) 栄二丁目自治会；毎月；第二／第四木曜日 

     (4) 栄三丁目自治会；長寿会；１１月１１日 

     (5) 末広一丁目自治会；奇数月；第二月曜日、偶数月；第一火曜日 

     (6) 親和自治会；映画サロン／交流会；０４月１５日、０６月１７日、０８月０

５日、１０月２１日、１２月０９日、０２月１７日、０３月３１日 

 

  1.2.2 南街地区自治会集会所運営委員会  

      (1)  南街地区自治会集会所敷地清掃(草取り)；０４月０７日、０６月２３日 

                  ０９月２９日、０４月０６日 

 

  1.2.3 各団体の活動関連 

    (1)  協和二丁目／南街五丁目協和三自治会桜祭り ；０４月０１日 

    (2) 自治会集会所の清掃(草取り)の実施     ；０４月０７日 

       (3) 栄二丁目自治会のお花見          ；０４月０７日 

       (4) 末広一丁目睦会(自治会)のお花見の会    ；０４月０７日 

       (5) 平成３０年度親和自治会映画サロン／交流会 

        (a)  第三の男       ；０４月１５日     

           (b)  太陽がいっぱい   ；０６月１７日  

           (c)  遥かなる山の呼び声 ；０８月０５日  

           (d)  昼下がりの情事   ；１０月２１日  

           (e)  シェーン      ；１２月０９日  

           (f)  羅生門       ；０２月１７日  

(g)   交流会       ；０３月３１日 

        (6) 栄二丁目自治会広報誌  

         (a)  にっこり広場第８号 ；０４月２５日発行  

        (b)  にっこり広場第９号 ；０５月２５日発行  

        (c)  にっこり広場第１０号；０６月２５日発行  

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/2a9bc1c267c7c49fef478d48151a7693.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/f358f53c72e72f23ead57beedbb7f99b.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/830e6f75d4df1cb79d3baaf7ab17485b.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/9d4339ec05fccbc7c72eaf13e196f79b-1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/495503eeafc371211a261aff5aa25285.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/156a3c6bf1f2127c8c143bc22333d9d3.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/5c75ca2f8529c05a2a7d69824ebfe639-1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/10/24/平成%ef%bc%93%ef%bc%90年度親和自治会第四回映画サロン-「昼下/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/31ac7e859279b5c4ae21be6b38257d15.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/0eaa0c45a6c2beb2caee7f69cf200cb8.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/05/7be3e2eb2c2e556454a3c5673b742edf.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/af13286abdce20b1f54e26b579c5ee63.pdf
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           (d)  にっこり広場第１１号；０７月２５日発行  

           (e)  にっこり広場第１２号；０８月２５日発行  

         (f)  にっこり広場第１３号；０９月２５日発行  

           (g)  にっこり広場第１４号；１０月２５日発行  

         (h)  にっこり広場第１５号；１１月２５日発行  

         (i)  にっこり広場第１６号；０１月２５日発行  

      (j)  にっこり広場第１７号；０２月２５日発行  

         (k)  にっこり広場第１８号；０３月２５日発行  

       

      (7) 栄三丁目自治会パンダ公園清掃(草取り）      ；０4月２１日  

      (8)  中小企業大学校オープンキャンパス(クラフト展)   ；０５月２０日  

      (9) 栄三丁目自治会パンダ公園清掃          ；０６月１７日  

（10) 都立東大和南校宿泊防災訓練            ；６月２２日 

      (11) 南街自治会集会所敷地内清掃            ；０６月２３日  

      (12) 栄二丁目自治会防災訓練             ；０６月２４日  

      (13) 栄一丁目自治会防災訓練             ；０６月２４日  

      (14) プラウド地区自治会地域清掃／カレー懇談会   ；０７月２１日  

      (15) 夏休みこどもラジオ体操会(協和二／三)     ；０７月２３日～２７日  

      (16) 第一光が丘自治会防災訓練       ；０７月２８日 (雨天の為中止)  

      (17) 第７１会ふるさと南街栄一丁目自治会夏祭り  ；０８月０４日／０５日  

           ● その(1)／その(2)   

      (18) 栄二丁目自治会暑気払い            ；０８月０５日  

      (19) 南街睦夏祭り                 ；０８月０４日／０５日  

      (20)  東京ユニオンガーデン第 1２回夏祭り       ；０８月１８日  

      (21) 第１4回第一光ヶ丘自治会夏祭り         ；０８月２５日  

      (22) 栄三丁目自治会子供祭り             ；０８月２５日  

      (23)  花火開放日                   ；０８月２５日  

      (24) 末広二丁目自治会夏まつり            ；０８月２６日  

      (25)  南街二丁目協和三自治会夏休み子ども納涼祭    ；０８月２６日   

      (26) プラウド地区防災訓練              ；０９月０８日  

      (27) 都立東大和南高校楠翔祭             ；０９月０８／０９日  

      (28) 都立東大和高校楢木祭              ；０９月１５／１６日  

(29)  南街自治会集会所の清掃             ；０９月２９日 

      (30)  災害時の応急給水訓練              ；１０月０５日 

      (31)  栄二丁目自治会秋祭り             ；１０月０７日  

      (32)  協和二丁目自治会イチョウ祭り         ；１０月２１日  

      (33)  栄三丁目自治会防災機器操作／見守り訓練    ；１０月２１日 

      (34)   第一回ひがしやまと空堀川・川まつりの取材報告 ：１０月１３日 

      (35)  東京ユニオン防災訓練             ；１０月２７日  

      (36)  栄三丁目自治会長寿会             ；１１月１１日  

      (37)   都立東大和南公園防災訓練           ；１１月１７日  

      (38)  平成３０年度協和二丁目自治会ごみ関連施設見学会；１１月２１日  

      (39)   栄三丁目自治会焼きも／バーベキュー大会     ；１２月０１日 

      (40)   東大和第一光ヶ丘自治会 第１回餅つき大会   ；１２月０８日  

      (41)   東京ユニオンガーデン冬イベント        ；１２月０９日   

(42)  オーベルグランディオ東大和防災訓練      ；１２月１５日 

(43)  第四回栄一丁目自治会もちつき大会       ；１２月１６日 

(44) 給水キット(プール給水)訓練          ；１２月２０日 

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/c01742024d5109830980b60ceb0c3824.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/09/b1830847a1b0caf7223cd871c279987f.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/15ba8279b14f2c76fa0f46d98db63b40.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/2c0fb0027ed43129a94f3bbd7e13f7cb.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/05/21/180520中小企業大学校オープンキャンパスの開催報告/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/1668b8a1be115662ef93dc5b92628a8b.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/b49b4e610fc2e0c7ecc74eb2953ce5d4.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/15796aab0f0eb5e2289465d38dc4da18.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/a60ff8eae8531101702e49f292cbf3b0-1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/a60ff8eae8531101702e49f292cbf3b0-1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/89c88296375806b929b94e190d8ee72b.p4f
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/35278dffe017bcf4c6f7df58a2e08b3a.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/08/07/栄一丁目自治会夏祭り/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/252afce1579b0800b68cbff2da03f83e.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/252afce1579b0800b68cbff2da03f83e.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/eacb3a4b277f7296f191a69c37dc4fc9-1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/21783be2a7de9f1992054b082eed855f.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/08/24/東京ユニオンガーデン第%ef%bc%91%ef%bc%92回夏祭り/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/396ddfac5918569f19da3baf6af0f1c0.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/08/28/平成%ef%bc%93%ef%bc%90年度栄三丁目自治会子供祭り開催報告/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/85c697097766097742ee0f33e85033f2.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/020ffbd94b9765889cd439a1fefe124a.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/9b1c9809b76c13eec0e78934c5de613a.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/09/87c9e783c493d981f538b6dc8016d617.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/09/14/東京都立東大和南高校%e3%80%80%ef%bc%93%ef%bc%94回楠翔祭の開催/
http://higashiyamato.net/thinking/2018/09/20/%E9%83%BD%E7%AB%8B%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E9%AB%98%E6%A0%A1%e3%80%80%E7%AC%AC%EF%BC%94%EF%BC%96%E5%9B%9E%E6%A5%A2%E6%9C%A8%E7%A5%AD%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%82%AC/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/85d2a7dc21035e75ea805aa666a5cdc3.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/10/11/栄二丁目自治会秋祭りの開催/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/7de5675e35fd8a0957d85477965146ab.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/27043d3c633baa450684db929304c4ca.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/10/24/「第一回ひがしやまと空堀川・川まつり」の取材/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/257cae8fe7233f88fe0090c32bdba718.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/d8be697f300dbadd7399e51adaa0730e-1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/11/18/都立東大和南公園%e3%80%80秋の防災訓練・防災フェスタ/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/0eef95c739c9503f1638f0b8468ab94c.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/1a84b9e0403a9cbe46248ea9f971feb2.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/541b6402fe2db805722f0ee1db7c52fd.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/31a87fefdc4e384b1686f7895c227b96.pdf
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(45) 栄二丁目自治会年末もちつき大会          ；１２月２２日 

(46) 協和三丁目自治会餅つき大会              ；１２月２３日 

(47) 末広一丁目自治会餅つき大会              ；１２月３０日 

(48) プラウド地区自治会新年懇親会の開催      ；０１月０５日 

(49) 第七分団出初式                         ；０１月１３日 

 (50) 東京ユニオンガーデン東京防災セミナー     ；０２月１６日 

   

 1.3 関連機関の活動状況 

  (1)  南街地区自治会集会所運営委員会 

   (a) 平成３０年度初度総会；０５月２６日 

      (b)  定例委員会 

     (ｲ)  ０８月１８日 

     (ﾛ)  １１月２４日 

     (ﾊ)  ０２月１７日 

   (c) 定例清掃(草取り) 

     (ｲ) ０４月０７日 

(ﾛ) ０６月２３日 

     (ﾊ) ０９月２９日 

     (ﾆ) ０４月０６日 

 

  (2) 東大和市 

(a) うまかんべえー祭りへの参加(南親会) ；０４月２１／２２日 

(b) 防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達訓練の実施 

(5/11,8/29,11/21,12/20) 

   (c) 自治会長等会議  ；０５月１１日 

   (d) 環境市民の集い ；０６月０３日 

   (e) 水防訓練        ；０６月１０日 

   (f) 総合防災訓練    ；０９月０２日(雨天中止) 

(g) 運動会     ；０９月３０日 

(h) 産業祭     ；１１月０３／０４日 

(i)   障害のある方の災害時支援学習会；１１月２７日 

(j) 出初式／第七分団；０１月１３日 

(k) 避難所体験訓練 ；０１月 ２６日 

(l)  防災フェスタ    ；０３月１０日 

 

(3) 第二小学校／第二中学校 

   (a) 第二小学校運動会の開催；０５月２６日 

   (b) 第二中学校運動会の開催；０６月０２日 

   (c) 第二小学校学校運営委員会(防災訓練内容確認)；０８月２９日 

   (d) 第二小学校学習発表会 ；１１月０９／１０日 

   (e) 第二中学校作品展   ；０３月０９日 

 

  (4) 都立東大和南高校 

   (a) 第一回防災教育推進委員会  ；０６月０６日 

   (b) 宿泊防災訓練              ；０６月２２日 

   (c) 第３３回楠翔祭      ；０９月０８／０９日 

   (d) 第二回防災教育推進委員会  ；１０月１７日 

   (e) 吹奏楽部定期演奏会    ；０３月２７日 

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/5138380d1ff16e5f3a8ec29daea73be1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/3c2815ef851df992e72579f0618f99a5.pdf
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  (5) 都立東大和高校 

   (a) 第４５回楢木祭             ；０９月１５／１６日 

(b) 総合防災訓練への参加          ；０９月２２日  

   (c) 吹奏学部定期演奏会           ；０３月２８日 

 

   (6) 北多摩西部消防署 

   (a) 危険物安全週間                ；０６月０４～１０日 

(b) 平成３０年度防火防災会定期総会；０６月２３日  

 

  (7) 南街公民館 (市民センター)／児童館 

     (a)  街づくり懇談会 

    (ｲ) １０月２５日(木)；南街地域の今昔 

(ﾛ) １１月１５日(木)；認知症サポーター養成講座 

(ﾊ) １１月２９日(木)；武蔵野市ごみ処理工場の見学他 

(ﾆ) １２月１３日(木)；３市のごみ処理施設計画 

(ﾎ) ０１月１０日(木)；相続・民法の改正内容 

(ﾍ) ０１月２４日(木)；給食センターの見学 

   (b) 空間放射線量の測定；６月から３カ月毎の第二水曜日実施(年間４回実施) 

    (ｲ) ０６月１３日 

    (ﾛ) ０９月１２日 

    (ﾊ) １２月１４日 

    (ﾆ) ０３月１３日 

    (ﾎ) 平成２３年度～３０年度測定結果 

    (c)  地域のクリーン作戦；０３月０９日 

 

  (8) 東大和市社会福祉協議会 

   (a) 平成３０年度災害ボランティアセンター協議会定例会 

    (ｲ) 第一回；０４月１６日 

    (ﾛ) 第二回；０７月２３日 

    (ﾊ) 第三回；０９月１０日 

    (ﾆ) 第四回；１２月１７日 

    (ﾎ) 災害ボラセン立ち上げ訓練；０１月２０日 

    (ﾍ) 第五回；０２月１８日 

 

(b) 第一回自治会長・管理組合理事長総会；０６月８日 

   (c) 第二回自治会長・管理組合理事長総会；０９月０７日 

(d) 第４１回福祉祭          ；１１月１１日 

 

   (e) ボランティア・市民活動センター運営委員会 

 (ｲ) 第１回；０４月１１日 

 (ﾛ) ふれあい歩こう会（春）；０５月１７日 

 (ﾊ) 第２回；０６月１３日 

 (ﾆ) 夏／体験ボランティア；０８月０７／８日 

 (ﾎ) 第３回；０８月２２日  

 (ﾍ) ふれあい歩こう会（秋）；１０月１８日  

(ﾄ) 第４回；１０月３０日 

 (ﾁ) 第５回；１２月１９日 
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(ﾘ) 平成３０年度 ボランティア講座(福祉編)；０２月１２日 

 (ﾇ) 第６回                               ；０２月２０日  

 

   (9) 東大和病院 

    (a)  健康フェア        ；０５月２０日 

    (b)  災害トリアージ訓練；１１月１０日 

 

  (10) 都立東大和南公園 

    (a) 防災フェスタ説明会；０９月２６日 

    (b) 防災フェスタ   ；１１月１７日 

 

1.4    ホームページ（無料）／ブログ（無料）の更新；随時  

(1)  本協議会のホームページ；担当；高田 

● 名称；「南街・桜が丘地域防災協議会」 

       アドレス；https;//nangai-sakuragaoka-bousai.jimdo.com  

 

(2)  本協議会のブログ開設(上北台公民館の市民ネットへの参加)；担当；岡田 

       ● 名称；「南街・桜が丘地域の各種団体の活動報告」 

            アドレス；https;//nangaisakuragaoka.blog.fc2.com 

 

   (3)  ポータルサイト(上北台公民館事業) 

       ● 東大和どっとネット 

        アドレス；http://higashiyamato.net/    

       ● 考えよう街創り 

        アドレス；http://higashiyamato.net/wp-iogin.php 

 

 1.5 平成３０年度の発行報告書は以下の通りです。  

  1.5.1 地域の放射線量の測定  

    (1) ０６月１３日測定     

    (2) ０９月１２日測定  

      (3) １２月１４日測定     

        (4) ０３月１３日測定  

      (5) 平成２３年度から平成３０年度迄の測定変化グラフ  

 

1.5.2 食品の含有放射線量測定  

      (1) ０６月１２日測定      

       (2)  １１月１３日測定       

       (3) ０２月１２日測定  

 

  1.5.3 東大和市関連  

1.5.3,1 市役所関連 

      (1) 第７回うまかんべー祭りの開催；０４月２１日／２２日 

      (2) 防災行政無線を用いた全国一斉情報伝達訓練の実施 

(5/11,8/29,11/21,12/20) 

      (3) 自治会長会議                 ；０５月１１日 

       (4) 環境市民の集い               ；０６月０３日  

 

 

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/2e833f3ea45927d04fb066161e6be6ef-1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/86875ef6999f4b128b8aa702c4c17452.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/5138380d1ff16e5f3a8ec29daea73be1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/05/51692d07bc8fd78cd07cf6cef3214330.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/06/07/東大和市第%ef%bc%93%ef%bc%93回環境市民の集いの開催/
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]     (5) 水防訓練                     ；０６月１０日 

      (a) 開催案内書の発行           ；０５月１７日 

      (b) 開催報告書                 ；０６月 1０日  

      (6) 東大和市総合防災訓練         ；０９月０２日 

(a) 開催案内書の発行           ；０８月０４日 

(b) 開催報告書                 ；０９月０２日(雨天中止) 

(7)  第４９回 東やまと産業まつり  ；１１月３／４日  

     (8)  障害のある方の災害時支援学習会；１１月２７日 

     (9)  東大和市消防団出初式          ；０１月１３日  

(10) 避難所体験訓練                ；０１月２６日 

     (11) 防災フェスタ                  ；０３月１０日 

 

    1.5.3.2 南街公民館 

     (1) 街づくり懇談会 

     (a) 過去を知る ；１０月２５日 

     (b) 現状認識(1) ；１１月１５日 

     (c) 現状認識(2) ；１１月２９日     

     (d) 今後の把握 ；１２月１３日 

     (e) 現状の課題 ；０１月１０日 

     (f) 未来へ   ；０１月２４日 

    (2)   各種講演会 

      (a) 平成 30年度グループ活動講習会；１２月０７日 

(3)  地域のクリーン作戦；０３月０９日 

 

 1.5.4 北多摩西部消防署関連  

    (1)  防火防災会；０６月２３日   

 

  1.5.5  東大和市社会福祉協議会関連  

  1.5.5.1 東大和市災害ボランティアセンター協議会定例会  

   (1) 第１回 ；０４月１６日(月)  

   (2) 第２回 ；０７月２３日(月)  

    (3) 第３回 ；０９月１０日(月)  

    (4) 第４回 ；１２月１７日(月)     

   (5) 災害ボランティアセンター設置訓練 ；０１月２０日(日)  

   (6) 第５回 ；０２月１８日(月)    

 

  1.5.5.2 東大和ボランティア・市民活動センター運営委員会  

   (1) 第１回；０４月１１日   

(2)  第２回；０６月１３日   

(3) 夏！体験ボランティア；０８月０７／０８日 

   (4) 第３回；０８月２２日  

   (5)  第４回；１０月３０日  

   (6)  第５回；１２月１９日  

(7) 平成 30 年度ボランティア講座(福祉編)；０２月１２日  

(8)  第６回；０２月２０日 

 

 

 

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/fe7e3c0557fc702425ca0d7b1e8cd20d.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/031ec9e3c2d962ca0b772de8efc5d47　　　　　　3.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/3c2815ef851df992e72579f0618f99a5.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/bd621f42f7b2d7a38ab827456d129aab.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/90ee6f54a58d56356bec9c764ca74f01.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/f9b8efc08917f8be2056c5558418897d.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/e793fc187d5ff8ec4e99360bd683e861.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/d6f275b5f34d0c513e1eb17b36d46779.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/bb0691ed5e29d1fe272f1bf8bf4a9b78.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/63e2b8e34dcd879c5d7f8ed0bbf0fde8.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/d5013b9212be9ff5ed204e4f04daac89.pdf
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  1.5.5.3 自治会長会議  

   (1) 第一回；０６月０８日     

    (2) 第二回；０９月０７日  

 

1.5.5.4  ふれあい歩こう会 

   (1) ふれあい歩こう会(春)；０５月１７日 

   (2)  ふれあい歩こう会(秋)；１０月１８日 

 

1.5.5.5  平成 30 年度 あいさつ運動；１０月０１日～３１日 

  1.5.5.6 第 41 回福祉祭      ；１１月１1 日  

21.5.6  防災協議会本部事業関連  

   (1)  平成３０年度防災協議会初度総会      ；０５月１２日  

   (2)  救急救命認定講習会             ；０６月０９日 

   (3) 東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練       ；０７月０３日     

   (4)  スマイルセミナー             ；０７月１０日    

   (5) 防災機器操作訓練             ；０７月２１日   

   (6) 可搬ポンプ／スタンド パイプセット操作訓練；０８月１1 日 

(7) 上半期総会                ；０９月０８日 

(8) 総合防災訓練               ；０９月２２日  

(9) 第二小学校 PTA 救命講習会         ；１１月２４日 

(10) 東京防災講演会              ；１１月２５日 

(11) 東大和市消防団第七分団出初式へ参加    ；０１月１３日  

   (12) 防災機器操作訓練             ；０２月２３日  

   (13) 救命講習会                ；０３月０３日   

(14) 東京防災ホリデーセミナー参加       ；０３月０９日 

 

1.5.7 第二小学校 

  (1) 運動会     ；０５月２６日 

  (2) 学習発表会   ；１１月０９／１０日 

(3) PTA 救命訓練   ；１１月２４日 

 

1.5.8. 第二中学校 

  (1) 体育大会    ；０６月０２日 

 (2) 作品展     ；０３月０９日 

 

1.5.9. 東大和病院  

  (1) 健康フェア   ；０５月２０日    

  (2) トリアージ   ；１１月１０日 

 

1.5.10． 各団体の活動関連  

  (1) 協和二丁目／南街五丁目協和三自治会桜祭り；０４月０１日 

  (2) 自治会集会所の清掃(草取り)の実施    ；０４月０７日 

  (3) 栄二丁目自治会のお花見         ；０４月０７日 

  (4) 末広一丁目睦会(自治会)のお花見の会   ；０４月０７日 

  (5) 平成３０年度親和自治会映画サロン／交流会 

   (a) 第三の男                ；０４月１５日    

     (b) 太陽がいっぱい            ；０６月１７日 

     (c) 遥かなる山の呼び声          ；０８月０５日 

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/e6b05bfe8036b811fb6918fa5f1fc4e7.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/05/a7fb68b055a4c69a1053ce47c14067fa.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/17e552223ed54d78a07e22efe6f48e96.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/c781488ae8460af9db9a6761f2b088e8.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/05/13/南街・桜が丘地域防災協議会平成%ef%bc%93%ef%bc%90年度総会の/
http://higashiyamato.net/thinking/2018/06/11/平成%ef%bc%93%ef%bc%90年度普通九救急救命認定講習会開催報告/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/8e4f81fe266d43aefabbfad3537f43b1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/d6f7c262d13993dcf8a583659fc3576d.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/05/29/平成%ef%bc%93%ef%bc%90年度-東大和市第二小学校運動会の開催報/
http://higashiyamato.net/thinking/2018/06/04/平成%ef%bc%93%ef%bc%90年度%e3%80%80東大和市立第二中学校体育大会の-2/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/05/1855f15290b93842aa9264f4890700fb.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/2a9bc1c267c7c49fef478d48151a7693.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/f358f53c72e72f23ead57beedbb7f99b.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/830e6f75d4df1cb79d3baaf7ab17485b.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/9d4339ec05fccbc7c72eaf13e196f79b-1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/495503eeafc371211a261aff5aa25285.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/156a3c6bf1f2127c8c143bc22333d9d3.pdf
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     (d)  昼下がりの情事            ；１０月２１日 

    (e)  シェーン               ；１２月０９日 

    (f)  羅生門                ；０２月１７日 

(g)  交流会                ；０３月３１日 

 

(6)  栄二丁目自治会広報誌 

  (a)  栄二丁目自治会広報誌「にっこりひろば No.8」の発行(０４月２５日） 

  (b) にっこり広場第０９号         ；０５月２５日発行 

  (c) にっこり広場第１０号         ；０６月２５日発行 

  (d) にっこり広場第１１号         ；０７月２５日発行 

(e)  にっこり広場第１２号          ；０８月２５日発行  

  (f) にっこり広場第１３号          ；０９月２５日発行  

  (g) にっこり広場第１４号          ；１０月２５日発行  

  (h) にっこり広場第１５号          ；１１月２５日発行  

  (i) にっこり広場第１６号          ；０１月２５日発行 

(j) にっこり広場第１７号          ；０２月２５日発行  

(k) にっこり広場第１８号          ；０３月２５日発行 

 

(7)  栄三丁目自治会パンダ公園清掃(草取り）    ；０4 月２１日 

(8)   中小企業大学校オープンキャンパス(クラフト展)；０５月２０日 

(9)  栄三丁目自治会パンダ公園清掃                ；０６月１７日 

(10) 都立東大和南校宿泊防災訓練                  ；０６月２２日 

(11) 南街自治会集会所敷地内清掃                  ；０６月２３日 

(12) 栄二丁目自治会防災訓練                      ；０６月２４日 

(13) 栄一丁目自治会防災訓練                      ；０６月２４日  

(14) プラウド地区自治会地域清掃                    ；０７月２１日 

(15)  夏休み子どもラジオ体操会                 ；０７月２３日～０７月２７日 

(16) 第一光ヶ丘自治会防災訓練                 ；０７月２８日(雨天中止)  

(17) 第７１回ふるさと南街栄一丁目自治会夏祭り ；０８月０４日／０５日  

(18) 栄二丁目自治会暑気払い                      ；０８月０５日 

(19) 平成３０年度南街祭り（東大和青年睦）        ：８月０４日、０５日  

(20) 東京ユニオンガーデン夏祭り                  ；０８月１８日 

(21)  第１4回第一光ヶ丘自治会夏祭り                 ；０８月２５日  

(22) 栄三丁目自治会子供祭り                        ；０８月２５日  

(23)  花火開放日                                    ；０８月２５日  

(24) 末広二丁目自治会夏まつり           ；０８月２６日  

(25)  南街二丁目協和三自治会夏休み子ども納涼祭    ；０８月２６日   

(26) プラウド地区防災訓練              ；０９月０８日  

(27) 都立東大和南高校楠翔祭                         ；０９月０８／０９日  

(28) 都立東大和高校楢木祭                           ；０９月１５／１６日  

(29)  南街自治会集会所の清掃                         ；０９月２９日 

(30)  災害時の応急給水訓練                           ；１０月０５日 

(31) 栄二丁目自治会秋祭り                           ；１０月０７日  

(32)  第一回ひがしやまと空堀川・川まつりの取材報告   ；１０月１３日 

(33) 協和二丁目自治会イチョウ祭り                   ；１０月２１日  

(34) 栄三丁目自治会防災機器操作／見守り訓練         ；１０月２１日 

(35) 東京ユニオン防災訓練                           ；１０月２７日  

(36) 栄三丁目自治会長寿会                           ；１１月１１日  

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/0eaa0c45a6c2beb2caee7f69cf200cb8.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/05/7be3e2eb2c2e556454a3c5673b742edf.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/af13286abdce20b1f54e26b579c5ee63.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/af13286abdce20b1f54e26b579c5ee63.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/09/b1830847a1b0caf7223cd871c279987f.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/15ba8279b14f2c76fa0f46d98db63b40.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/04/2c0fb0027ed43129a94f3bbd7e13f7cb.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/05/21/180520中小企業大学校オープンキャンパスの開催報告/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/1668b8a1be115662ef93dc5b92628a8b.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/06/27/東京都立東大和南高校平成%ef%bc%93%ef%bc%90年度第%ef%bc%91学年宿泊/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/b49b4e610fc2e0c7ecc74eb2953ce5d4.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/15796aab0f0eb5e2289465d38dc4da18.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/a60ff8eae8531101702e49f292cbf3b0-1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/a60ff8eae8531101702e49f292cbf3b0-1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/396ddfac5918569f19da3baf6af0f1c0.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/08/28/平成%ef%bc%93%ef%bc%90年度栄三丁目自治会子供祭り開催報告/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/85c697097766097742ee0f33e85033f2.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/020ffbd94b9765889cd439a1fefe124a.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/08/9b1c9809b76c13eec0e78934c5de613a.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/09/87c9e783c493d981f538b6dc8016d617.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/09/14/東京都立東大和南高校%e3%80%80%ef%bc%93%ef%bc%94回楠翔祭の開催/
http://higashiyamato.net/thinking/2018/09/20/%E9%83%BD%E7%AB%8B%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%92%8C%E9%AB%98%E6%A0%A1%e3%80%80%E7%AC%AC%EF%BC%94%EF%BC%96%E5%9B%9E%E6%A5%A2%E6%9C%A8%E7%A5%AD%E3%81%AE%E9%96%8B%E5%82%AC/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/85d2a7dc21035e75ea805aa666a5cdc3.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/10/11/栄二丁目自治会秋祭りの開催/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/7de5675e35fd8a0957d85477965146ab.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/27043d3c633baa450684db929304c4ca.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/257cae8fe7233f88fe0090c32bdba718.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/d8be697f300dbadd7399e51adaa0730e-1.pdf
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(37)  都立東大和南公園防災訓練                       ；１１月１７日  

(38) 平成３０年度協和二丁目自治会ごみ関連施設見学会 ；１１月２１日  

(39)  栄三丁目自治会焼きいも／バーベキュー大会       ；１２月０１日  

(40)  東大和第一光ヶ丘自治会 第１回餅つき大会       ；１２月０８日  

(41)  東京ユニオンガーデン冬イベント                 ；１２月０９日 

(42)  オーベルグランディオ東大和防災訓練           ；１２月１５日 

(43)  第四回栄一丁目自治会もちつき大会             ；１２月１６日 

(44) 給水キット(プール給水)訓練                   ；１２月２０日 

(45) 栄二丁目自治会年末もちつき大会               ；１２月２２日 

(46) 協和三丁目自治会餅つき大会                   ；１２月２３日 

(47) 末広一丁目自治会餅つき大会                   ；１２月３０日 

   (48)  プラウド地区自治会新年懇親会の開催            ；０１月０５日 

 (49)  第七分団出初式                                ；０１月１３日 

 (50)  東京ユニオンガーデン東京防災セミナー           ；０２月１６日 

  (51) 親和自治会交流サロン              ；０３月３１日                                    

以上 

 

 

2.2 防災協議会主要事業明細 

     上記 2.1 項の発行資料の内、下記の当防災協議会としての主要事業につい 

  て、次ページ以降にその報告書の最初の１ページのみ掲載をしております。  

  

   1.5.6(2)  救急救命認定講習会      ；０６月０９日 

   1.5.6(3) 東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練；０７月０３日     

   1.5.6(4)  スマイルセミナー       ；０７月１０日    

   1.5.6(5) 防災機器操作訓練；０７月２１日   

   1.5.6(6) 可搬ポンプ／スタンド パイプセット操作訓練；０８月１1 日 

1.5.6(8) 総合防災訓練；０９月２２日  

1.5.6(9) 第二小学校 PTA 救命講習会；１１月２４日 

1.5.6(10) 東京防災講演会；１１月２５日 

1.5.6(11) 出初式へ参加 ；１月１３日  

   1.5.6(12) 防災機器操作訓練；０２月２３日  

   1.5.6(13) 救命講習会；０３月０３日   

 

上記 1.5.6 項以外の全ての発行資料は、本紙４項（５５～５８ページ

参照）に示す３種の無料のホームページ／ブログ／ポータルサイトでご

覧戴く事が出来ます。尚それぞれのサイトはお互いにリンク結合してお

りますので、いずれのサイトからもご覧になることが出来ます。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.5.6(2)  救急救命認定講習会；０６月０９日 

http://higashiyamato.net/thinking/2018/11/18/都立東大和南公園%e3%80%80秋の防災訓練・防災フェスタ/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/0eef95c739c9503f1638f0b8468ab94c.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/1a84b9e0403a9cbe46248ea9f971feb2.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/541b6402fe2db805722f0ee1db7c52fd.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/12/31a87fefdc4e384b1686f7895c227b96.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/06/11/平成%ef%bc%93%ef%bc%90年度普通九救急救命認定講習会開催報告/
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/8e4f81fe266d43aefabbfad3537f43b1.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/d6f7c262d13993dcf8a583659fc3576d.pdf
http://higashiyamato.net/thinking/2018/06/11/平成%ef%bc%93%ef%bc%90年度普通九救急救命認定講習会開催報告/
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             普通救急救命技能認定講習会実施報告 
 

                         南街・桜ヶ丘地域防災協議会本部 

                             平成３０年０６月０９日 

 

  平成３０年０６月０９日に標題講習会を南街自治会集会所にて、東京防災救急協会；樋

口様及び北多摩西部消防署；影山様にご指導をして戴き心肺蘇生、人工呼吸、AED(除細動、

電気ショック)の使用方法、気道異物除去及び止血方法を防災協議会の会員２１名が参加し、

模擬訓練用人体；７体を使用して受講致しました。 

 大変熱心なご指導をして戴きましたので、大変有意義な講習会であったと思います。 

 講習会開始関係者挨拶   

  東京防災救急協会     北多摩西部消防署    防災協議会本部長   

     樋口様         影山様          岡田 

 

 

 

 

 

 

 

 

  講習会受講の皆様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6(3) 東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練；０７月０３日  

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/8e4f81fe266d43aefabbfad3537f43b1.pdf
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東大和市防災備蓄コンテナー開錠訓練参加報告 
 

                                       南街・桜が丘地域防災協議会本部 

                               平成３０年度三役 

                            平成３０年０７月０３日 

 
 平成３０年０７月０３日に東大和市防災安全課(今里様、鵜飼様様)のご説明により、東

大和市第二小学校(菅野様)、第二小学校ＰＴＡ及び南街・桜が丘地域防災協議会参加団体

と合同で、第二中学校及び第二小学校の２校に設置されている、東大和市防災備蓄コンテ

ナーの開錠訓練を実施しました。 

３０名の皆様に参加して戴き本紙にて改めて御礼申し上げます。 

    訓練に参加して戴いた皆様(第二中学校防災備蓄コンテナー前で) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           第二中学校正門前で訓練開始説明  

                     防災安全課    防災協議会 

 高田様から訓練開始指示          今里様        岡田 

 

 

防災 

 

 

 

 

防災協議会から今回訓練の開催主旨説明 

 

  

 

 

 

 

 

 

 防災安全課今里様から防災備蓄コンンテナーの説明がされました。 

 

 

 

 

1.5.6(4)  スマイルセミナー；０７月１０日 

南街・桜が丘地域防災協議会女性班「たんぽぽ」 

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/d6f7c262d13993dcf8a583659fc3576d.pdf
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第５回スマイルセミナーの開催 
 

                        南街・桜が丘地域防災協議会本部 

                            平成３０年０７月１０日 

 

 平成３０年０７月１０日に南街・桜が丘地域防災協議会女性班「たんぽぽ」が 

第５回スマイルセミナーとして、東大和市市議会議員の東口正美様より 

● 「わたし」の視点がだいじ！～「東京くらし防災」を活用しよう～ 

のセミナーを、第二小学校ＰＴＡ、東大和市社会福祉協議会、東大和市市議及び南街・自

治会防災協議会会員の２０名が参加して南街地区自治会集会所で開催致しました。 

 今回のセミナーは東口様が東日本大震災の被災地支援を今も継続的に実施されておりま

すが、このご経験から「東京くらし防災」の要点を紹介し、その中より、我々が日常に準

備すべき内容のお話して戴きました。 

 ご講演して戴いた東口正美様に本紙にて改めて御礼申し上げます。 

               たんぽぽ代表        

 司会；石井さん        斎藤さん         講師；東口様 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6(5) 防災機器操作訓練；０７月２１日 
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    所有防災資機材操作訓練実施報告 
 

                         南街・桜が丘地域防災協議会本部 

                           平成３０年０７月２１日 

 

０７月２１日に当防災協議会では東大和市から供与されている主要防災資機材として、

エンジンを装備した防災機器の、発電機；２台、発電機付灯光器；１台、チェーンソー；

２台及びトランシーバー：６台、折り畳み式リヤカー；２台、ジャッキ(2ton)；２台、他を

所有しておりますが、南街自治会集会所でこれら資機材の操作訓練を第一光ヶ丘自治会の

無線機との交信を含め、協議会役員及び各団体から会員２７名の参加で実施しました。 

猛暑の対策として栄二丁目所有のテントを使用して、野外での発電機、チェーンソーの

操作訓練及び組み立て式リヤカーの組立訓練を実施しました。 

             参加して戴いた皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        本部席(本日の操作訓練内容説明) 

                    今回高田さんから訓練概要の説明  

 

 

 

 

 

 

 

 

 参加者の皆様  
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1.5.6(6) 可搬ポンプ／スタンド パイプセット操作訓練；０８月１1 日 

可搬ポンプ／スタンド パイプセット操作訓練； 

                         南街・桜ヶ丘地域防災協議会本部 

                          平成３０年０８月１１日 

 ０８月１１日に当防災協議会主催の可搬ポンプ及び消火栓（スタンドパイプセットから

の放水及び給水キット操作）の操作講習を、東大和市消防団第七分団分団長；金井様及び

同団員の皆様のご指導で実施致しました。 

当日は、第二小学校ＰＴＡ及び当協議会から２５名の皆様の参加があり、参加者が２班

に分かれ、全員所定の訓練を無事終了する事が出来ました。ご指導して戴いた東大和市消

防団第七分団の団員の皆様に、本紙にて改めて御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

               第七分団団員の皆様    

  

 

                            

 

 

 

 

訓練開始開会の挨拶 

分団長；金井様 防災協議会   講習会に参加して戴いた皆様 

本部長；岡田      
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1.5.6(8) 総合防災訓練；０９月２２日  

 

第１１回 平成３０年度東大和市立第二小学校／第二中学校 

及び 南街・桜が丘地域防災協議会総合防災訓練 

 

東大和市立第二中学校 

                       東大和市立第二小学校防災対策委員会 

                          南街・桜が丘地域防災協議会 

                          平成３０年０９月２２日 

 

東大和市立第二中学校／第二小学校防災対策委員会及び、南街・桜が丘地域防災協議

会に加盟の２１団体と合同で、平成３０年度総合防災訓練を０９月２２日に、東大和市

立第二中学校／第二小学校(校内／体育館)にて、北多摩西部消防署；塩賀署長、東大和市

消防団；星野団長／第七分団、東大和市市長；尾崎様、教育長；真如様、東大和市市議

団／東大和市防災安全課／南街公民館、東大和市社会福祉協議会、東大和市高齢者ほっ

と支援センターなんがい、東大和市青少年対策第二地区委員会、保護司会、民生児童員

協会の各機関／団体及び、第二小学校／第二中学校の教諭、両校 PTA、第二中学校生の

ボランティア、都立東大和高校の教諭／生徒の皆様のご協力により実施致しました。 

尚協議会は平成２０年に発足して本年で１１周年を迎えましたが、総合防災訓練も同

様１１回目を迎へ、更なる飛躍を目指し開催を致しました。 

訓練に参加して戴いた皆様に本紙にて改めて御礼申し上げます。訓練内容は以下の報

告の通りです。 

Ａ． 第一部；第二中学校及び第二小学校での学校主催の防災訓練（AM8.00

～9.30） 

この訓練は震災時、一時避難所として指定されている第二中学校及び第二小学校を、

避難所として安全に使用出来るかを点検する訓練で、第一部の訓練は学校主催で、第

二中学校及び第二小学校校内で同日／同時刻に実地致しました。 

尚今回は教育長；真如様に両校の訓練状況の視察をして戴きました。 

● 第二中学校；第二中学校教員／PTA／生徒、南街・桜が丘地域防災協議会加入

の自治会の防災担当者、都立東大和高校教員／生徒の皆様 

● 第二小学校；第二小学校教員を含む防災対策委員、第二小学校職員、第二小学 

校ＰＴＡ、及び南街・桜が丘地域防災協議会加入の自治会／管理 

組合の防災担当者 

上記の皆様が各々の指定学校に集合し、復旧班による学校内の各校舎内／外全体

の破損状況（現状改善必要事項）の確認作業、救護班による救急救命及び誘導班

による避難者の誘導シミュレーション作業を実施致しました。 

訓練終了後、両校共に反省会を開催し、今後の各学校施設及び諸環境の改善点の意 

見交換を実施しました。（尚両校の反省会の議事録は別途発行します） 

  １．第二中学校の部(訓練状況)  

           参加者玄関に集合          校長；松村様訓練説明  
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1.5.6(9) 第二小学校 PTA 救命講習会；１１月２４日 

平成３０年１１月２４日 

◎救急救命講習会（２小 PTA） 
南街・桜が丘地域防災協議会 本部 

北多摩西部消防署のご指導の下、東大和市立第２小学校 PTA主催・南街桜が丘

地域防災協議会の協力による救急救命講習会が、自治会集会所にて開催されまし

た。 

１４名ほど（お子様５名を含む）の方々が参加され、２時間の熱のこもった講習会とな

りました。 

 

１．ご講師（北多摩西部消防署） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．模範指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 稲垣様 

人工呼吸 

 金本様  村中様 

胸骨圧迫 

呼吸の確認 
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1.5.6(10) 東京防災講演会；１１月２５日 

平成３０年度 東京防災学習セミナー（発展編） 

（～要配慮者・避難行動要支援者への対応～） 
南街・桜が丘地域防災協議会 本部 

平成３０年１１月２５日 

 

１１月２５日に、東京都総務局総合防災部防災管理課 及び当防災協議会が主催

する、首記セミナーが開催されました。３連休最終日の影響もあり２０名弱の参加とな

りました。やや少人数ではありましたが、グループディスカッションによる避難所の対

応方針及び質疑応答も含めた有意義で熱心な学習会となりました。                  

        講師；三平様          イオタ；加藤様 

 

 

 

 

 

 

 聴講の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    グループ代表者の発表状況  
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1.5.6(11) 第七分団出初式へ参加；０１月１３日 

平成.３１年１月１３日 

◎平成３１年 東大和市消防団第七分団消防出初式祝賀会 

 

南街・桜が丘地域防災協議会 本部 

  毎年恒例の東大和市消防団第七分団の出初式祝賀会が、市の消防出初式が終

了した午後から、南街公民館にて開催されました。普段お世話になっている、地域の

各団体・自治会・管理組合・住民の方々と、第七分団団員の皆様とで、ひと時親しく交

流をさせて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．分団長の金井様 ご挨拶 

３年間の分団長任期を３月にて、

終了される。 

５．歓談 

１．司会の福士様 

 

３．ご来賓祝辞 

都議会議員 関野様 

４．乾杯ご挨拶 

南街・桜が丘地域防災協議会 

本部長 岡田様 

消防団勤続 32年の上岡様 
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1.5.6(12) 防災機器操作訓練；０２月２３日 

平成３１年０２月２３日 

◎防災資機材操作訓練 実施報告書 
南街・桜が丘地域防災協議会 本部 

 当防災協議会所有の防災資機材操作訓練が、各自治会・管理組合・２小 PTAなど

２４名の方々の参加により、実施されました。 

年２回行われているこの訓練の目的は、①「協議会所有防災資機材の内容・使用方

法の確認」に加え、②「資機材のメンテナンス（動作確認）」です。 

投光器の発電機がなかなか作動しないなどのトラブルもありましたが、予定された資

機材のチェックを無事完了致しました。 

 

１．ご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．トランシーバー（６台＋ユニオン様の１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 通話方法 

電波到達範囲（市街地１Km） 

操作手順 構造 
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1.5.6(13) 救命講習会；０３月０３日 

平成３１年３月３日 

◎救命／応急処置講習会 

 

南街・桜が丘地域防災協議会 本部 

 平成３０年度の２回目となります、当防災協議会主催の救命／応急処置講習会が、

南街自治会集会所で開催されました。北多摩西部消防署のご指導の下、１９名の参

加者による、質疑応答を含めた分かり易く楽しい、熱心な講習会となりました。 

 

１．ご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ご指導頂いた北多摩西部消防署の皆様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                             研修状況   

 

 

 

 

 

      参加の皆様 

 

 

 

 
 

平 森 様 

 

国 松 様 

 

鈴 木 様 

 

南街・桜が丘地域防災協議会 

本 部 長 

 


