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SAM Rolled Splint 
登山や緊急時の骨折や捻挫の
 添え木 ( 副木 ) に 

四日市の子育てママを中心に、
楽しく防災を学ぶ

5 月 1 日（土）には、 四日市市文化会館　第 3 ホールにて
「防災ママカフェ ® @Yokkaichi」 を開催しました。
5 月 1 日（土）には、 四日市市文化会館　第 3 ホールにて
「防災ママカフェ ® @Yokkaichi」 を開催しました。

　いつかやってくる災害。全国各地のニュース

を見ていても、ますます他人事には思えない方

も増えているはずです。だからと言って、私た

ちになす術が無い訳ではありません。

　大切な人たちの笑顔を守るため、どうせなら

楽しみながら防災の知識と技術を身につけまし

ょう！

「防災ママカフェ」　アンケート結果 　　　　　  2021 年 5 月 1 日 ( 土 )      

防災企画 alive 主催      

参加者　57 名　（大人 34・こども 23)　　回答　24 名      

■性別      

 □女性　21 人  □男性　3人   

■年齢を教えてください。      

 □10 代未満　1人　　　　□10 代　1人　　　　□30 代　8人　　　　□40 代　13 人　　　□60 代　1人     

■どちらにお住まいですか。      

 □四日市市　15 人　　　□鈴鹿市　4人　　　　□桑名市　3人　　　　□菰野町　2人     

■「防災ママカフェ」について以前からご存知でしたか。      

 □　はい　　9人  □　いいえ　8人　  □　2回目の参加者　7人 

■「防災ママカフェ」のご感想を教えて下さい。（複数回答可）      

 □ 機会があったらまた聞きたい　17 人   □ 誰かに聞かせたいと思った　16 人  

 □ 大変良かった　11 人　　□ 良かった　3人　 　□ あまり良くなかった　０人　 　□ 良くなかった　0人     

■本日のご感想やご意見を自由にお書き下さい。      

◇防災についての優先順位がわかった。今日から始めてみます。（40 代男性）      

◇「四日市はまだ 3月 10 日」という言葉にハッとしました。(30 代女性 )      

◇「バイアス」があることを心にして、備災したいと思います。(60 代男性 )      

◇「敵」という表現が分かりやすく、まずは知ることからやってみようと思いました。(30 代女性 )      

◇改めて、家族・子どもと地震が起きたら何が起こるのか、どういう行動をとるのか話し合ってみたいと思います。(40 代女性 )      

◇実際に体験した方の声を聞くことができてよかったです。他人事を自分事に思う事ができました。(40 代女性 )      

◇とてもわかりやすく、自分の事としてイメージでき何をすべきかが明確になった。主人にも聞いてもらえば良かった。(30 代女性 )      

◇備蓄より先にする大切なことがある、家族を守る為に知る必要があることを教えてもらえ少しでもやろうと思えた。(40 代女性 )      

◇例えも分かりやすく、写真・動画もありスコーン !! と頭と心に内容が入ってきました。参加できなかった家族にしっかり伝え      

みんなで協力して一緒に備えていきたいと思います。(30 代女性 )      

◇今、何をすべきか、何を伝えていくべきかを考え直す機会を本当にありがとうございました。子供が成長し、別々の場所で      

被災する可能性が高くなってきているので、自分で考え行動できるよう整えていきます。(40 代女性 )      

◇自分自身に合った備災をしていこうと思いました。(10 代女性 )      

◇2 度目の参加でしたが、何度見ても地震や津波の映像はショックで涙が出ました。改めて家の備えをもっと強くしなければ      

いけないと感じました。学んだことを家族に伝え一緒に考えたいと思います。(30 代女性 )      

◇今回、2回目ですが、前回から我が家の準備がほとんど進んでいないと反省です。(40 代女性 )      

◇今すぐ帰って、家族みんなで話し合いたいです。備えているつもりでしたが、敵を分かっていなかったです。抜き打ちの      

避難訓練の映像が衝撃的でした。もっとたくさんのママやママ以外の人にも知ってほしいイベントです。(女性）      

◇私も緊急地震速報の音が苦手でしたが、ゴングの音だと言っていただき、気の持ち方が変わりました。(40 代女性 )      

◇「その瞬間を家族で何とかいきのびるんだ！」というメッセージが心に残りました。(30 代女性 )      

■今後、こんなイベントや勉強会があったら参加したい、などがあればお聞かせ下さい。      

◇片付け講座 (40 代男性 )　　◇リアルな避難体験 (40 代女性 )      

◇下がりやすいモチベーションを保つため、仲間・場がある事はとても大切だと思います。来年は alive の活動に参加出来ると      

良いです。(30 代女性 )      

◇コロナの時代で難しいですが、主体的に考え行動するワークショップができるともっと良いですね。（60 代男性）      

◇敵をみんなで一緒に知る会。被災体験のあるママのリアルなシェア会。子供も参加できる土日や夏休みの体験会。(女性 )      

◇情報交換会 (どういう物やどういう事を準備しているか）・主人も参加できるようなイベント (体験や試食会 )　(30 代女性 )      

1 月 21 日晴天なり

alive 活動日でした。

1月 2月は

連続企画

フォレストアドベンチャー

スタッフ暸くんをお招きしての

サバイバル講座です。

サバイバルや

ブッシュクラフト

の世界で

大切視される

火、住、食

について

学ばせてもらいました。

たとえば

私達が野外へ

投げ出されたときに　

火とは

暖、灯り、加熱調理

獣などの敵から

身を守る術になる他

癒しの効果の

恩恵にもあやかることが

出来ます。

その際

必要な事とは

火を効率よく起こし、

コントロールするための

ポイントやテクニックです。

若いのに

知識や語彙に

長けてる瞭くんの講座

とても親しみやすく

分かりやすかったですね。

他

使える 5種類の

ロープワークレッスン、

それらを応用した

縄ばしご体験も

刺激的でした…！

あと

みんなで食べた

焼き芋バニラアイス添えも

絶品でしたねー。

そして、

いよいよ…！

防災企画 alive 二期生の

エントリーが開始されます。

次年度も

厳正なる抽選のもと

定員の参加者が決まる

システムになっています。

ほんっとうに

素敵な活動 &団体です！

詳細はまた

後日お知らせいたしますので

クラウチングスタートでの

心のスタンバイ

よろしくお願いいたします♡

四日市を中心に活動しています、

防災企画 alive

第二期生を募集します！

☆定員 12 名☆

【応募対象者】

子育て世代で

防災初心者の方

【受講内容】

・ハザードマップの確認

・わが家の整理整頓

・持ち出し袋作り

・簡易トイレ作り

・パッククッキング

・防災カードゲーム

・応急処置講座

・サバイバル講座

　　　　　　　　　　　他

【受講期間】

・令和 3年 5月～令和 4年 3月

　までの毎月第 3木曜に行われる

　計 10 回の講座を

　受講していただきます。

※日程が変更となる回もあります。

◎参加を重ねることで

　メンバー同士の絆を深めてもら

　のも目的としています。

　出来るだけ

　お休みがないように

　お願いいたします！

【参加費】

10 回分の受講費用 15000 円

を一括でお支払い頂きます。

※やむを得ない理由での退会と

なられた場合は残金を返金致します。

～災害の不安を感じながらも

1人でなかなか捗らない…。

そんな方にピッタリの

活動内容です。

みんなで

刺激を受け合い、

励ましあいながら

スキルアップを目指しましょう！

【募集期間】

2月末日まで

応募多数の場合は

抽選になります。

尚、その際のお知らせは

3月中旬頃とさせていただきます。

◎コメント欄へのお申し出、

　もしくは

　身近な alive 実行委員まで

　ご連絡ください！

今日は 2月 17 日

防災 alive の活動日でした。

さっむー！！

にも負けず

ブッシュクラフト要素

「水」

について

学んできました。

ペットボトルで作る

即席濾過器。

布、砂利、炭、小石

を層状に詰めたところへ

泥水を流しますと

あらあら。

透明な水になって

出てきました。

この後

煮沸を施せば

飲水として使う

ことが可能です。

ブッシュクラフトの世界では

身近なものを使いながら

緊急事態時に

生き抜く術を

知ることが出来ます。

市販の便利グッズが

無くても

意外に簡単なテクニックで

代用が利くことも

あります。

中村 歩実

3月 11 日  · 

?防災企画「alive」一期生卒業?

2021.3.11

東日本大震災から１０年の今日

alive１期生最後の講座でした。

3班に分かれて

・非常用トイレを使ってみる

・ロープワーク

・ズボンを使って、1人 4リットルの水を両手を使わずに運ぶ

というミッションを協力して行ってもらいました。

これらのミッションの合間に、この一年のおさらいの内容の

問題を６問出題。

最後には津波を想定した避難。

みなさん、しっかりとクリアして、無事に卒業となりました??

alive１年目。

まだまだ未熟な企画メンバー・代表でしたが、

みんなが楽しみながら、大切なことをしっかり学べるようにと、

４人で心を込めて準備できたこと

１０人ものメンバーが、喜んで参加してくださったこと

一年を通してあたたかい仲間となれたこと

感謝感謝の一年でした?

みんな、本当にありがとう！

来年度もがんばるぞ?

※２期生、大募集中！

３月末締切とします。

ぜひ、ご検討ください♡

平野類

4月 4日  · 

おかげさまで

防災企画 alive

第二期生メンバー 12 名の方

が決定致しました。

エントリーしたけど

抽選に漏れた方

検討してたけど

見送られた方

alive を選択肢に

入れてくださって

ありがとうございます。

どんな形でも

防災を考え

備えることは

可能です。

お困りのときは

今年 8人に増えた

お近くの実行委員に

声をかけてくださいね。

　　  　　
大切な人を守れる人になろう

　　  　　
大切な人を守れる人になろう

２０２０年度　活動実績

■年 10 回の講座
　　5 月：敵を知る－ハザードマップを見てみよう－

　6 月：持ち出し袋リストシェア会
　7 月：我が家の収納＆備蓄マップを作ろう！
　8 月：前回講座で出た課題に取り組む（夏休みの宿題）
　9 月：夏休みの宿題発表 / 持ち出し袋の確認 / 簡易ト
　　　   イレ作り
　10 月：パッククッキング
　11 月：カードゲームで防災を学ぼう
　12 月：応急手当を学ぼう！普通救命講習受講
　1 月：サバイバル体験～火 ・ 住 ・ 食～
　2 月：サバイバル体験～水～
　3 月：卒業テスト

■季節毎の親子防災キャンプ
■防災運動会
■「防災ママカフェ ®」 講演会主催

講師　かもん　まゆさん
現在、 全国に口コミだけで広がる
“ママたちを本気にさせる” と話題の
防災講座 「防災ママカフェ ®」 主宰。
「あの日」 何があったか…
被災地のリアルと生き残るための
知恵を全国の方々に分かりやすく
伝えている。

火事から 20m
離れていても
80 度！

木造密集地域では
「避難先の選択」 が
生死を分ける！

お子さんを交えた 57 名が、参加しました。

感想（1部抜粋）

◆「四日市はまだ 3月 10 日」という言葉にハッとしました。(30 代女性 )

◆実際に体験した方の声を聞くことができてよかったです。他人事を自分事に思う事ができました。(40 代女性 )

◆今、何をすべきか、何を伝えていくべきかを考え直す機会を本当にありがとうございました。子供が成長し、別々

　の場所で被災する可能性が高くなってきているので、自分で考え行動できるよう整えていきます。(40 代女性 )      

◆「その瞬間を家族で何とかいきのびるんだ！」というメッセージが心に残りました。(30 代女性 )      

 

この講演会は、ささえあいの
まち創造基金を活用しています。

　　四日市在住の子育て中のママが立ち上

　げた団体です。

「知識や備えがあれば守れる命がある。大切な人

を守れる人を増やしたい。」という強い想いから

始まりました。

活動内容は、整理収納と備蓄・食・ブッシュクラ

フトの三本柱で、年10回の講座を企画・実施して

います。年間 10 名ほどの会員を募集し、講座と

 次回までの課題を通して、それぞれの家庭に

　　合わせた備えを整えていきます。

https://www.facebook.com/groups/283581676149567/

　
　災害は、 防ぐことはできないけれど、 防災リュックの
準備も、 備蓄も、 けがの手当ても、 逃げることすら
自分一人ではできない子どもたちのために、 ママとして

準備できることがあるはず。 備災の順番は 「敵を知る→自分を知る→準備」 と
いう 3 段階。 まずは、 自分たちの住む街を襲う “敵” を知ることが大事。
　また、 子どもがいる家庭の場合、 事前に災害のことをきちんと教え、 伝えてお
くことも重要です。 知らないほうが恐い思いをするからです。

“防災” ではなく “備災（びさい）”

防災企画 alive

大きな地震があった時、
医療も含め公的に救助
できるのは 2 ～ 3 割です。
残りはご近所さん同士で
助け合うというのが
6 割以上。
　今回学んだことを忘れ
ないようにして、学びの
場があればどんどん参加
してください。

たくさんアドバイスをくれた
TAKUMI おにいさんより

　　 ロック塀
地震の時には離れよう

　　　　ジオにも
替えの電池が必要だ

防災かるた

どこぉ～？

 大きな地震があった時、医療

も含め公的に救助できるのは

2～ 3割です。

　残りはご近所さん同士で助

け合うというのが 6割以上。

　今回学んだことを忘れない

ようにして、学びの場があれ

ばどんどん参加してください。

今日の感想今日の感想
子どもたちが一生懸命
考えてる姿を見て
僕もがんばらなあかんな
　と思いました

お
も
し
ろ

か
っ
た
で
す

お
も
し
ろ

か
っ
た
で
す

最後みんなでお掃除をして終了しました
TAKUMI おにいさんより

ラ

ブ

下に置いてある、かるたを探します。

ララ

ラ

ブ

ブ


