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５ 婦人防火クラブの活動 

 

東日本大震災と婦人（女性）防火クラブ 
― 被災地のクラブ員が語る被災体験と活動の記録 ― 

 
○日本防火協会会長あいさつ（抜粋）   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○消防庁長官あいさつ 
 
○目 次 
 
１ 被災地における婦人防火クラブ活動について    
   

  

 

    
       

 

          
 

 

 

 

 

 

 

発刊にあたってより抜粋 
 大津波に見舞われた岩手、宮城、福島の沿岸市町村には、市

町村域内の全戸加入を進める大きな組織力を持つ婦人（女性）

防火クラブ、戦前から引き継がれた歴史と伝統を誇る婦人消防

協力隊など言わば婦人防火運動の模範となるクラブが多数存在

する地域であり、日頃から、歴史上この地に幾度も繰り返され

た地震、津波への備えや訓練も怠らなかった地域であります。

しかし、史上最大規模の地震と津波という自然の猛威の前に

甚大な犠牲を払うことになりましたが、震災の中からいち早く

立ち上がり、避難所での炊き出し、水や食材の調達、物資の配

布やトイレの管理など避難所運営に従事した多くのクラブ員が

日頃の訓練とたゆまぬ地域のネットワークづくりの成果を遺憾

なく発揮されたとうかがっています。 
そこで、未曾有の困難の中で、クラブ員がどのような活動を

行ったのか、ひとりひとりの被災体験と合わせ、その生の声を

うかがい、全国の婦人防火クラブの皆様の活動の参考となるよ

う、そして大災害に立ち向かったクラブ員の貴重な活動記録を

後世に伝えるため、本冊子にまとめ、皆様に提供することと致

しました。 

活動県 連合会又は連絡協議会名 参加者の所属・氏名

岩手県 宮古市婦人防火クラブ連合会

○宮古市磯鵜西婦人防火クラブ/宮古市婦人防火クラブ連合会・会長/
　岩手県婦人消防連絡協議会・副会長　山内　紀美子
○元村婦人防火クラブ・会長/宮古市婦人防火クラブ連合会・副会長　盛合　敏子
○熊野町婦人防火クラブ・会長/宮古市婦人防火クラブ連合会・副会長　工藤　小百合

岩手県 大槌町婦人消防協力隊
○大槌町婦人消防協力隊・隊長　　兼澤　えつ
○大槌町婦人消防協力隊・副隊長　東谷　幸子
○大槌町婦人消防協力隊・副部長　黒澤　延

岩手県 釜石市婦人消防連絡協議会

○両石婦人消防クラブ　釜石市婦人消防連絡協議会・会長、
○岩手県婦人消防連絡協議会・常任理事　荒井　芙美子
○尾崎白浜婦人消防協力隊・隊長　前川　和子
○両石婦人消防クラブ　釜石市婦人消防連絡協議会・監事　松本　ミサヲ
○新浜町婦人消防協力隊　原　由美子
○外山婦人消防協力隊・会長　川崎　由美子

岩手県 陸前高田市婦人消防連絡協議会

○陸前高田市婦人防火クラブ　副会長　陸前高田市小友町防火クラブ会長　金濱　操子
○陸前高田市婦人消防連絡協議会・会長　小野寺　章子
○陸前高田市婦人消防連絡協議会　長部婦人消防協力隊隊長　菅野　常子
○陸前高田市広田町婦人防火クラブ会長　今上　のり子

《宮古市宮古消防署寄稿》　「東日本大震災における婦人防火クラブの活動について」
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活動県 連合会又は連絡協議会名 参加者の所属・氏名

岩手県 宮古市婦人防火クラブ連合会

○宮古市磯鵜西婦人防火クラブ / 宮古市婦人防火クラブ連合会・会長 /
　岩手県婦人消防連絡協議会・副会長　山内　紀美子
○元村婦人防火クラブ・会長 / 宮古市婦人防火クラブ連合会・副会長　盛合　敏子
○熊野町婦人防火クラブ・会長 / 宮古市婦人防火クラブ連合会・副会長　工藤　小百合

《宮古市宮古消防署寄稿》「東日本大震災における婦人防火クラブの活動について」

岩手県 大槌町婦人消防協力隊
○大槌町婦人消防協力隊・隊長　　兼澤　えつ
○大槌町婦人消防協力隊・副隊長　東谷　幸子
○大槌町婦人消防協力隊・副部長　黒澤　延

岩手県 釜石市婦人消防連絡協議会

○両石婦人消防クラブ　釜石市婦人消防連絡協議会・会長、
○岩手県婦人消防連絡協議会・常任理事　荒井　芙美子
○尾崎白浜婦人消防協力隊・隊長　前川　和子
○両石婦人消防クラブ　釜石市婦人消防連絡協議会・監事　松本　ミサヲ
○新浜町婦人消防協力隊　原　由美子
○外山婦人消防協力隊・会長　川崎　由美子

岩手県 陸前高田市婦人消防連絡協議会

○陸前高田市婦人防火クラブ　副会長　陸前高田市小友町防火クラブ会長　金濱　操子
○陸前高田市婦人消防連絡協議会・会長　小野寺　章子
○陸前高田市婦人消防連絡協議会　長部婦人消防協力隊隊長　菅野　常子
○陸前高田市広田町婦人防火クラブ会長　今上　のり子

岩手県、宮城県 藤沢町婦人消防協力隊及び宮城県　
南三陸町歌津地区婦人防火クラブ

○岩手県・藤沢町婦人消防協力隊・隊長　千葉　とき子
○宮城県・南三陸町歌津地区婦人防火クラブ・会長　佐藤　ふく子
○宮城県・南三陸町歌津地区婦人防火クラブ員　阿部　八代子
○宮城県・南三陸町歌津地区婦人防火クラブ員　小沢　洋子
○宮城県・南三陸町歌津地区婦人防火クラブ員　千葉　美奈子

宮城県 気仙沼本吉地区婦人防火クラブ連合
会

○南三陸町婦人防火クラブ連合会・副会長　千葉　みよ子
○本吉町婦人防火クラブ連合会・会長　及川　秀子
○気仙沼市婦人防火クラブ連合会・会長　吉田　由岐子
○唐桑町婦人防火クラブ連合会・会長　千葉　恵美子

《気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部寄稿》「東日本大震災と婦人防火クラブの被災対応」

宮城県 石巻地区婦人防火クラブ連絡会

○石巻地区婦人防火クラブ連絡会会長・河北地区会長　亀山　いつ子
○雄勝町婦人防火クラブ会長・羽坂地区会長　佐藤　きみ子
○雄勝町婦人防火クラブ副会長・雄勝地区会長　山下　昭子
○東松島市婦人防火クラブ会長・小松地区会長　三浦　亨子
○東松島市婦人防火クラブ副会長・大塩地区会長　井上はま江

宮城県 塩釜地区婦人防火クラブ連合会

○塩釜地区婦人防火クラブ連合会・会長 / 多賀城市婦人防火クラブ連合会・会長
 （大代地区）後藤　重子

○塩釜地区婦人防火クラブ連合会・副会長 / 七ヶ浜町婦人防火クラブ連合会・会長
 （菖蒲田浜地区）渡邉　洋子

○塩釜地区婦人防火クラブ連合会・副会長 / 利府町婦人防火クラブ連合会・会長
 （浜田地区）郷家　百合子

宮城県 仙台市婦人防火クラブ連絡協議会

○仙台市婦人防火クラブ連絡協議会会長（宮城野地区会長）/
　仙台市宮城野地区婦人防火クラブ連絡協議会岩切支部支部長　森　妙子
○仙台市婦人防火クラブ連絡協議会理事 /
　仙台市宮城野地区婦人防火クラブ連絡協議会港支部支部長　佐藤　美恵子
○仙台市宮城野地区婦人防火クラブ連絡協議会港支部副支部長　小野寺　はきの
○仙台市婦人防火クラブ連絡協議会副会長（若林地区会長）/
　仙台市若林地区婦人防火クラブ連絡協議会沖野支部支部長　岡　ミチ子
○仙台市婦人防火クラブ連絡協議会書記 /
　仙台市若林地区婦人防火クラブ連絡協議会六郷支部支部長　菅野　文子
○仙台市婦人防火クラブ連絡協議会副会長（太白地区会長）/
　仙台市太白地区婦人防火クラブ連絡協議会八木山支部支部長　浜　邦子
○仙台市婦人防火クラブ連絡協議会監事（太白地区副会長）/
　仙台市太白地区婦人防火クラブ連絡協議会郡山支部支部長　武田　和子

東日本大震災時の婦人防火クラブの活動に関する調査報告

宮城県 名取市婦人防火クラブ連絡協議会

○前名取市婦人防火クラブ連絡協議会・会長 / 県婦防・副会長　江口清子
○現名取市婦人防火クラブ連絡協議会・会長　高橋　則子
○下増田地区・副会長　庄司　公子
○館腰地区・副会長　菊池　せつ子

宮城県 岩沼市婦人防火クラブ連絡協議会

○前岩沼市婦防・会長 / 前宮城県婦防・会長　吉田　八重子
○現岩沼市婦防・会長、東部地区　櫻井　よしみ
○市・副会長、東部　金澤　典子
○市・副会長、西部　郷内　妙子
○支部長、中央　咲間　政子

《岩沼市消防本部消防長　桜井　隆雄　寄稿》「大震災時の婦防活動を通して」

福島県 相馬市女性消防隊 相馬地方女性消防隊連絡協議会・会長 / 相馬市女性消防隊・隊長　立谷　品子
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５ 婦人防火クラブの活動 

 

東日本大震災と婦人（女性）防火クラブ 
― 被災地のクラブ員が語る被災体験と活動の記録 ― 

 
○日本防火協会会長あいさつ（抜粋）   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○消防庁長官あいさつ 
 
○目 次 
 
１ 被災地における婦人防火クラブ活動について    
   

  

 

    
       

 

          
 

 

 

 

 

 

 

発刊にあたってより抜粋 
 大津波に見舞われた岩手、宮城、福島の沿岸市町村には、市

町村域内の全戸加入を進める大きな組織力を持つ婦人（女性）

防火クラブ、戦前から引き継がれた歴史と伝統を誇る婦人消防

協力隊など言わば婦人防火運動の模範となるクラブが多数存在

する地域であり、日頃から、歴史上この地に幾度も繰り返され

た地震、津波への備えや訓練も怠らなかった地域であります。

しかし、史上最大規模の地震と津波という自然の猛威の前に

甚大な犠牲を払うことになりましたが、震災の中からいち早く

立ち上がり、避難所での炊き出し、水や食材の調達、物資の配

布やトイレの管理など避難所運営に従事した多くのクラブ員が

日頃の訓練とたゆまぬ地域のネットワークづくりの成果を遺憾

なく発揮されたとうかがっています。 
そこで、未曾有の困難の中で、クラブ員がどのような活動を

行ったのか、ひとりひとりの被災体験と合わせ、その生の声を

うかがい、全国の婦人防火クラブの皆様の活動の参考となるよ

う、そして大災害に立ち向かったクラブ員の貴重な活動記録を

後世に伝えるため、本冊子にまとめ、皆様に提供することと致

しました。 

活動県 連合会又は連絡協議会名 参加者の所属・氏名

岩手県 宮古市婦人防火クラブ連合会

○宮古市磯鵜西婦人防火クラブ/宮古市婦人防火クラブ連合会・会長/
　岩手県婦人消防連絡協議会・副会長　山内　紀美子
○元村婦人防火クラブ・会長/宮古市婦人防火クラブ連合会・副会長　盛合　敏子
○熊野町婦人防火クラブ・会長/宮古市婦人防火クラブ連合会・副会長　工藤　小百合

岩手県 大槌町婦人消防協力隊
○大槌町婦人消防協力隊・隊長　　兼澤　えつ
○大槌町婦人消防協力隊・副隊長　東谷　幸子
○大槌町婦人消防協力隊・副部長　黒澤　延

岩手県 釜石市婦人消防連絡協議会

○両石婦人消防クラブ　釜石市婦人消防連絡協議会・会長、
○岩手県婦人消防連絡協議会・常任理事　荒井　芙美子
○尾崎白浜婦人消防協力隊・隊長　前川　和子
○両石婦人消防クラブ　釜石市婦人消防連絡協議会・監事　松本　ミサヲ
○新浜町婦人消防協力隊　原　由美子
○外山婦人消防協力隊・会長　川崎　由美子

岩手県 陸前高田市婦人消防連絡協議会

○陸前高田市婦人防火クラブ　副会長　陸前高田市小友町防火クラブ会長　金濱　操子
○陸前高田市婦人消防連絡協議会・会長　小野寺　章子
○陸前高田市婦人消防連絡協議会　長部婦人消防協力隊隊長　菅野　常子
○陸前高田市広田町婦人防火クラブ会長　今上　のり子

《宮古市宮古消防署寄稿》　「東日本大震災における婦人防火クラブの活動について」
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所属県 連合会又は連絡協議会名 参加者の所属・氏名

岩手県婦人消防連絡協議会会長　千葉　とき子　基調報告「東日本大震災を乗り越えるための支援活動」

福島県 二本松市女性防火クラブ

○二本松市婦防・前会長 / 前福島県婦防・会長　遠藤　瞳
○現二本松市婦防・会長、東和地区・会長　安藤　みちよ
○市・副会長、旧二本松地区・会長　国分　キヨ
○市・副会長、岩代地区・会長　大槻　友代
○市・副会長、安達地区・会長　佐々木　文子

所属県 タイトル 所属・氏名

福島県 東日本大震災と婦人防火クラブ活動
について 福島県女性防火クラブ連絡協議会　会長　園部　キヨ子

茨城県 3.11 その時私達クラブ員は 茨城県婦人防火クラブ連絡協議会　副会長　橋本　弘子

栃木県

東日本大震災における被災者に、炊き
出しを実施
県境を越えて心をつなぐ那須塩原の
石巻応援手伝い隊

那須塩原市黒磯婦人防火クラブ連絡協議会　会長　木沢　トモ子

岐阜県 「共助」の思い、防災に 岐阜県女性防火クラブ運営協議会　会長　杉山　洋子

静岡県 二本松市婦防への支援と被災地岩沼
市、南三陸町を訪ねて 静岡県女性防火クラブ連絡協議会　会長　鈴木　政子

新潟県 災害と婦人防火クラブ 新潟県女性防火クラブ連絡協議会　会長　佐藤　笑子
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２ 婦人防火クラブの被災地支援活動について 
   

  
 

    
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
     
   
 
３ 資料 

(1) 記録写真     
 (2) 平成 23 年東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の災害概要 
 (3) 東日本大震災被災地への支援金、支援物資について（日本防火協会） 

 (4) 東日本大震災に対する礼状 
 
４ あとがき       

(1)調査への謝意とこの冊子の活用について  
(2)東日本大震災 婦人防火クラブ支援活動の調査概要、ルポライターのプロフィール  

 

所属県 連合会又は連絡協議会名 参加者の所属・氏名

福島県 二本松市女性防火クラブ

○二本松市婦防・前会長/前福島県婦防・会長　遠藤　瞳
○現二本松市婦防・会長、東和地区・会長　安藤　みちよ
○市・副会長、旧二本松地区・会長　国分　キヨ
○市・副会長、岩代地区・会長　大槻　友代
○市・副会長、安達地区・会長　佐々木　文子

所属県 タイトル 所属・氏名

福島県
東日本大震災と婦人防火クラブ活動につ
いて

福島県女性防火クラブ連絡協議会　会長　園部　キヨ子

茨城県 ３．１１その時私達クラブ員は 茨城県婦人防火クラブ連絡協議会　副会長　橋本　弘子

栃木県

東日本大震災における被災者に、炊き出
しを実施
県境を越えて心をつなぐ那須塩原の石巻
応援手伝い隊

那須塩原市黒磯婦人防火クラブ連絡協議会　会長　木沢　トモ子

岐阜県 「共助」の思い、防災に 岐阜県女性防火クラブ運営協議会　会長　杉山　洋子

静岡県
二本松市婦防への支援と被災地岩沼市、
南三陸町を訪ねて

静岡県女性防火クラブ連絡協議会　会長　鈴木　政子

新潟県 災害と婦人防火クラブ 新潟県女性防火クラブ連絡協議会　会長　佐藤　笑子

岩手県婦人消防連絡協議会会長　千葉　とき子　基調報告「東日本大震災を乗り越えるための支援活動」
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２ 婦人防火クラブの被災地支援活動について 
   

  
 

    
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
     
   
 
３ 資料 

(1) 記録写真     
 (2) 平成 23 年東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の災害概要 
 (3) 東日本大震災被災地への支援金、支援物資について（日本防火協会） 

 (4) 東日本大震災に対する礼状 
 
４ あとがき       

(1)調査への謝意とこの冊子の活用について  
(2)東日本大震災 婦人防火クラブ支援活動の調査概要、ルポライターのプロフィール  

 

所属県 連合会又は連絡協議会名 参加者の所属・氏名

福島県 二本松市女性防火クラブ

○二本松市婦防・前会長/前福島県婦防・会長　遠藤　瞳
○現二本松市婦防・会長、東和地区・会長　安藤　みちよ
○市・副会長、旧二本松地区・会長　国分　キヨ
○市・副会長、岩代地区・会長　大槻　友代
○市・副会長、安達地区・会長　佐々木　文子

所属県 タイトル 所属・氏名

福島県
東日本大震災と婦人防火クラブ活動につ
いて

福島県女性防火クラブ連絡協議会　会長　園部　キヨ子

茨城県 ３．１１その時私達クラブ員は 茨城県婦人防火クラブ連絡協議会　副会長　橋本　弘子

栃木県

東日本大震災における被災者に、炊き出
しを実施
県境を越えて心をつなぐ那須塩原の石巻
応援手伝い隊

那須塩原市黒磯婦人防火クラブ連絡協議会　会長　木沢　トモ子

岐阜県 「共助」の思い、防災に 岐阜県女性防火クラブ運営協議会　会長　杉山　洋子

静岡県
二本松市婦防への支援と被災地岩沼市、
南三陸町を訪ねて

静岡県女性防火クラブ連絡協議会　会長　鈴木　政子

新潟県 災害と婦人防火クラブ 新潟県女性防火クラブ連絡協議会　会長　佐藤　笑子

岩手県婦人消防連絡協議会会長　千葉　とき子　基調報告「東日本大震災を乗り越えるための支援活動」
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