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K-Net安否確認、防火・防災訓練 
を実施しました 

９月８日（日）、千代田ふるさとセンターにお

いて K-Net 安否確認訓練と防火・防災訓練を

行いました。 

K-Net訓練では、午前９時に震度５強の地震

が発生したと想定、支援者の方々が要支援者

宅を訪問して安否を確認し

ました。訓練には 18名の支

援者が参加し、ふるさとセン

ターに開設した対策本部受

付に地震発生から 45 分の

うちに、要支援者 50名以上

の安否確認情報を集約す

ることができました。一方で、要支援者情報の

精度や共有すべき情報の範囲などに関する課

題もみつかり、引き続き検討と改善を進めてい

く必要があります。 

K-Net 訓練終了後、10 時からは東部消防署

員６名の方々

にご指導いた

だき、消火訓

練 、 通 報 訓

練、ＡＥＤ操

作訓練を実施しました。今年は、これまで会場

となっていた千代田町公園からふるさとセンタ

ーに場所を移しての訓練となり、町会からは 23

名が参加しました。 

ふるさとセンター駐

車場での消火訓練

で消火器の使用を体

験した後、センター

内で１１９番通報訓

練とＡＥＤ操作訓練

を行いました。 

倒れている人を発見した

ところから始まり、救急車の

要請や AED の調達を依頼

しつつ、胸骨圧迫（心臓マ

ッサージ）と AED による心

肺蘇生を行うという一連の

救急救命対応行動を体験し、１１９番通報や胸

骨圧迫の方法、AED操作方法を学びました。 

一刻を争う救急救命の場面では多くの人に

手助けを求めることが重要とのことで、訓練も三

人一組となり救急車の要請（１１９番通報）、

AED の調達と操作、胸骨圧迫の実施をそれぞ

れ分担する形で行われました。 

東部消防署による訓練終

了後、鹿志村副会長と鈴木

理事による女性防災リーダ

ー講習として「新聞紙スリッ

パ」と「ダンボール簡易トイレ」の

作り方を学びみんなでスリッパ

作りに挑戦、無事防火・防災訓

練を終了しました。受付の設営

等お手伝い頂いた班長さん、あ

りがとうございました。 

（総務部、防火・防犯部） 

敬老祝い品が贈呈されました 

民生委員さんを通じ、新田原地域ふるさと協

議会から敬老の日のお祝い品が届けられまし

た。対象となられた方々の年齢および千代田

町会での人数は以下の通りです。おめでとうご

ざいます。 

年齢 77歳 80歳 88歳 90歳 
91歳 
以上 

人数 29 17 19 10 38 
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「おたのしみ会」を開催します 

「第６回おたのしみ会」を下記のように開催

します。皆さんぜひお誘いあわせのうえご参

加ください。 

1. 日時： 令和元年 10月 27日（日） 

2. 受付： 午後０時 30分 

3. 開演： 午後１時 00分 

4. 終演： 午後３時 00分予定 

5. 会場： 千代田ふるさとセンター 

6. 内容： 

 ご一緒にどうぞ（斉唱） 

 マジック 

（千代田マジック愛好会） 

 落語（三遊亭 西村） 

 ビンゴもあるよ 

7. 費用： 無料 

8. 申込： 回覧申込用紙に記入 

9. 期限： 令和元年 10月 17日（木） 

（厚生部） 

 

新田原地域 
親睦大運動会が開催されます 

「第 39回新田原地域親睦大運動会」が開催

されます。 

1. 日  時： 令和元年 10月 20日（日） 

2. 集  合： 午前８時 30分 

3. 開会式： 午前９時 00分 

4. 閉会式： 午後３時 00分予定 

5. 会  場： 柏市立柏第二中学校校庭 

競技種目は次の通りです。 

NO 種目（対象者） 

１ 50M競走 低学年 

２ けつ圧測定 主婦 

３ 障害物競争 
高学年以上・ 
一般男子 

４ アメとり競争 低学年 

NO 種目（対象者） 

５ スプーン競争 主婦・高齢者・来賓 

６ 宝物ひろい 幼稚園児 

７ 頭上ボール送り 
高学年以上・ 
高齢者 

８ 水風船とり 低学年 

９ 100M競走 
高学年以上・ 
一般男女 

10 パン食い競争 低学年・高齢者 

11 むかで競争 
高学年以上・ 
一般男女 

12 カード合せ競争 
高学年以上・ 
一般男女・高齢者 

13 綱引き 
高学年以上・ 
一般男女 

14 玉入れ 低学年・高齢者 

（注） 低学年とは、小学生１年・２年・３年生 

高学年以上とは、小学生４年生以上 

高齢者は 65歳以上 
 

 

訃報 

１班 山本 滋夫 様 
享年 92歳（９月 30日逝去） 

７班 小島 清三郎 様 
享年 87歳（８月 26日逝去） 

８班 小柳 克子 様 
享年 80歳（９月８日逝去） 

謹んでお悔やみ申し上げます。 

 

10月行事予定 

項 目 日 時 備 考 

班長会議 
5日（土） 

9:30～ 

ふるさと 

センター 

三小パトロール 
10日（木） 

14:30～ 

三小 

校区 

役員会 
15日（火） 

16:00～ 

ふるさと 

センター 

親睦大運動会 
20日（日） 

9:00～ 

第二 

中学校 

おたのしみ会 
27日（日） 

13:00～ 

ふるさと 

センター 


