
しあわせ南流 
 

災害への平時からの備え 

  
 

 4 月 14 日、16 日と震度 7 の地震が続いた熊本地震

の人的被害や建物などの被害の大きさに愕然とされて

いる方も多いと思います。5 月 16 日 21 時 23 分頃、

茨城県南部を震源とする地震があり、流山市は震度４ほ

どでしたが、「首都圏直下型地震？」と身構えた方も多

かったと思います。2013 年 9 月に越谷市等の竜巻被

害、2015 年 9 月に常総市の堤防決壊による被害があ

りました。「災害はいつ起きても不思議ではない」とい

う気持ちで平時からの備えが重要です。 

東京都では都民に『東京防災』という小冊子が配布さ

れました。物の備え（日常備蓄、最小限備えたいアイテ

ム、非常用持ち出し袋など）、室内の備え、室外の備え

をはじめとする内容で東京都民、東京へ通勤・通学する

人だけでなく、全国の人に役に立つ情報がイラストを用

いてわかりやすく解説されています。この『東京防災』、

電子書籍(pdf)としてインターネットで入手でき、また、

特定書店で販売されています。一読され、家具の転倒防

止などの平時からの備えにご活用ください。 

『しあわせ南流』（第 55 号、平成 26 年 1 月）で「災

害時の障害者のサポート」として主に聴覚障害、視覚障

害の方のサポートのしかたについて解説しました。日本

赤十字社はその Web サイトで『災害時要援護者対策ガ

イドライン』（平成 18 年 3 月）を公開しています。こ

れは高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、乳

幼児・児童、妊産婦、情報要援護者（聴覚障害・視覚障

害）、外国人に対して、地方公共団体が災害時に必要と

される援助活動及び援護者（支援者）に必要な留意事項

をまとめたものとされますが、その内容は多くの方に役

立つものです。東日本大震災発生後、しばらく「隣近所

の関係を大切に」という機運が高まりましたが、5 年が

経ち、以前の状態に戻ってしまったように思われます。

非常時に災害弱者となる乳幼児や児童、妊産婦などを地

域で守るためにもご近所付き合いを大切にしていただ

きますようお願いします。なお、日本赤十字社の Web

サイトでは『赤十字防災ボランティアコーディネイトマ

ニュアル』（日赤以外のボランティア活動を行う方にも

参考となる内容）、『水害時のボランティア活動マニュ

アル』などが電子書籍(pdf)として提供されています。

これらもお役立てください。 

流山市では「耐震診断助成事業」（昭和 56 年 5 月 31

日以前に建築された木造住宅及びマンションの耐震診

断を行う場合に費用の一部を助成）、「木造住宅耐震改

修助成事業」（耐震診断の上部構造評点が 1.0 未満とさ

れた木造住宅を耐震改修しようとする場合に費用の一

部を助成）の制度があります。詳細は流山市都市計画部

建築住宅課（☎ 7150-6088）にお問合せください。 

---------- 

防災ブック「東京防災」｜東京都防災ホームページ 

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/1002147/ 

資料でみる国内災害救護｜日本赤十字社 

http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/document/ 

 

あなたの周りに 

心配な子どもはいませんか？ 
 

・ いつも汚れた服を着ている 

・ 怒鳴り声や泣き声が聞こえる 

・ 体にあざや傷がある 

・ ご飯を食べていないようにやせている 

・ いつもおびえている・・・ 

 

 子どもたちはとても大切な存在です。しかし、様々な

事情で厳しい環境にある子どもたちがいます。上のよう

に「おかしい」と感じたら、迷わず「千葉県子ども・家

庭 110 番」（☎043-252-1152、24 時間 365 日対

応）、児童相談所（全国共通ダイヤル☎189、虐待相談・

通告は 24 時間 365 日対応）へご連絡ください。流山

市 を 担 当 す る 児 童 相 談 所 は 柏 児 童 相 談 所 （ ☎

7131-7175、電話相談は ☎7134-4152）です。 

 千葉県が Web サイトで公開する『千葉県子ども虐待

対応マニュアル』は参考となる電子書籍(pdf)です。 

---------- 

千葉県子ども虐待対応マニュアル／千葉県 

https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/gyakutai/jidou/

sankou/manuaru.html 

南流山地区社会福祉協議会 

広報部会事務局 

会長 市川 誠 

南流山 8-6-1-1-705 

TEL 7140-7152 
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熊本地震の被災地支援 
 4月の熊本地震で住家被害が7万棟以上あり、約250

箇所の避難所に 1 万人を越える方が避難されています。

そして復興には長期の支援を必要とします。 

 熊本県では「ふるさと納税」による被災地の復旧・復

興等の事業を使途とした熊本県への寄付と、被災者を支

援するための「熊本地震義援金」（6 月 30 日まで）の

募集をしています。日本赤十字社の「平成 28 年熊本地

震災害義援金」などもあります。ボランティア活動によ

る支援については下記のWeb サイトをご覧ください。 

---------- 

平成 28 年熊本地震義援金等の募集について/ 熊本県 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15416.html 

平成28 年熊本地震義援金｜日本赤十字社 

http://www.jrc.or.jp/contribute/help/28/ 

熊本地震特設サイト | 被災地支援・災害ボランティア情報 

http://shienp.net/ 

 

平成 28 年度総会の報告 
 南流山地区社会福祉協議会は南流山小学校区の自治

会、婦人会、老人会、民生委員、ボランティアなどで構

成されます。5 月 8 日、南流山自治会館で平成 28 年度

総会が開催され、今年度の事業計画や予算案などが承認

され、下記の活動を行うことになりました。日程未定の

ものは地区社協のホームページなどでご案内します。 

 

平成 28 年度の事業の概要 

事業 概要 

健康講座 

（毎月第４土曜日

の 10～12 時、 

南流山福祉会館の

大広間） 

ゲーム感覚の運動を交えて体操

を行ないます。事前の申込み、会

費は不要です。タオル、着替え、

飲料水、そして歩きやすい靴をご

用意ください。 

ふれあいのつどい 

（南流山小学校他） 

グランドゴルフ大会を開催 

（7 月 9 日、11 月 12 日） 

 

ふれあいサロン 

『水仙の会』 

（毎月第３月曜日

10:30～15:00、 

南流山自治会館） 

催し物や会食(300 円)をご高齢

の方に楽しんでいただきます。事

前申込みは不要です。なお、8 月

はお休みです。 

「いきいき 

シニアの会」 

 (地区敬老行事) 

（10 月 23 日） 

南流山小学校区にお住まいの 70

歳以上の方を対象に、会食や地域

のボランティアの演芸等を楽し

んでいただきます。 

独居高齢者等の 

見守り活動 

(南流山ひまわり会) 

高齢でお一人暮らし、また、ご夫

婦でも病気などで不安をお持ち

で希望される方を対象に見守り

させていただきます。 

在宅介護教室 在宅介護や健康等に関する勉強

会を開催します。(日程未定) 

障がいの理解 障がいのある方と共生できる地

域となるように講演会などの活

動を行います。（日程未定） 

平成 28 年度 南流山地区社協 役員 

会 長  市川誠  

副会長 塩谷節子、牧野欽治 

書 記  吉田和子、中島美江 

会 計  大津澄子、木我芳枝 

総 務 岡田クラ子 

理 事  千代田晴夫、三浦賢仁、篠原健、髙木敬五、 

川井雅之、多田明江、育野悠紀、荒井公子、 

斎藤美恵子 

監 事  弓削美佐子、濱崎祐子 

 

「いきいきシニアの会」の 

開催は 10 月 23 日(日) 
 南流山小学校区にお住まいの70歳以上の方をご招待

して南流山センターの大ホールで、南流山小学校、南流

山中学校の皆さんの演奏や、地域のボランティアの皆さ

んによる演芸を楽しんでいただく「いきいきシニアの

会」、10 月 23 日の開催となりました。 

 10 月上旬に招待状のお届けを予定しています。 

 

■ 南流山地区社協の行事予定（平成 28 年度） 

月 日 実施内容 月 日 実施内容 

４月 18 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 10 月 22 日(土) 10 時～ 健康体操 

４月 23 日(土) 10 時～ 健康体操 10 月 23 日(日) 10 時～ いきいきシニアの会 

５月 16 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 11 月 12 日(土)８時 30 分～ グランドゴルフ大会 

５月 28 日(土) 10 時～ 健康体操 11 月 21 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

6 月 20 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 11 月 26 日(土) 10 時～ 健康体操 

6 月 25 日(土)10 時 30 分～ 健康体操 12 月 19 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

7 月 9 日(土)  ８時 30 分～ グランドゴルフ大会 12 月 24 日(土) 10 時～ 健康体操 

７月 18 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 29年/１月16日(月)10時30分～ ふれ合いサロン 

７月 23 日(土) 10 時～ 健康体操 １月 28 日(土) 10 時～ 健康体操 

8 月 27 日(土) 10 時～ 健康体操 ２月 20 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

９月 19 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン ２月 25 日(土) 10 時～ 健康体操 

９月 24 日(土) 10 時～ 健康体操 ３月 20 日(月)10 時 30 分～ ふれ合いサロン 

10 月17 日(月)10 時30 分～ ふれ合いサロン ３月 25 日(土) 10 時～ 健康体操 

『しあわせ南流』のバックナンバーは www.minami-nagareyama.org/shakyo/ からダウンロードできます。 
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