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詳しいことは『国土地理院』のホームページでどうぞ

左の図は、４月２３日に国土地理院が発

表した新しい地図記号です。

　緊急避難場所や避難所を意味します。

今後、国土地理院の地図だけでなく、市

販の各種の地図にも広く使われるようにな

ります。この記号を覚えておけば、自宅付

近の緊急避難所や避難所の場所を確認した

り、旅行先で突然の災害の時、避難場所の

位置を地図等で知ることができます

ただし、災害によって避難場所が異なる

ケースがあります。地震の場合は津波を伴

う事がありますから、海近くの緊急避難所

に避難するのはかえって危険です。

　そのために、右の上の図のような災

害種別を表すマークが緊急避難所記号

の右側につきます。これを見れば、ど

んな災害の時の緊急避難場所かわかり

ます。

　最近、災害が季節を問わず多発して

います。これらの視覚的情報を活用し

て安全な生活を送ってください。

緊急避難所記号と災害種別記号の
併用例

津波注意
津波危険個所

↓

津波避難ビル
↓

津波避難場所
↓

下はＪＩＳ規格の記号です。
主に屋外で使われています。

これらも今までどおり使われます。

地震
津波・高潮

洪水・浸水

崖崩れ・土砂流

地震火災
大規模火災

第５５号

２０１４年

５月１日

西町１丁目１９－２

緊急避難場所

避難所

避難所兼
緊急避難場所



直径４０cm位

持参品 手拭タオル　新聞紙　エプロン

陶芸は日々の疲れた体を癒す効果がありま

す。今回はカラー粘土に挑戦です。

色粘土を混ぜて好きな色を作ります。混ぜ

る量で色の濃淡がありいろんな楽しみ方が

でます。作るものは自由です。

締切り ５月３０日（金）

場 所 支援センター隣の部屋

講 師

締切り ５月２７日（火）

小林 琢弥さん（ゼノ少年牧場）

参加費 ６００円

締切り ６月３日（火）

見本　メモスタンド

　　　フォトスタンドはセンターにあります。

日 時 ６月１４日（土）1０:０0～1２:00

好きな色で好きな形に、可愛く可愛くデコって
みませんか ?　　今回２つ作ります。
１つはメモスタンド。（講師が準備します）
2つ目は自分の好きな物。
例えば、フォトスタンド（写真立て）・スタンドミ
ラー・手かがみ等・・・
各自持参してください。

日 時 ６月１０日（火）1３:３0～1５:３0

場 所 支援センター隣の部屋

講 師 渕内 啓子さん

参加費 400円

持参品 ピンセット　手拭き

講 師 橘高 千影さん「ＫＩＴ＊花工房」

参加費 ２０００円

持参品 シャベル　軍手　エプロン

夏の植物は成長が速いのであまり密植せずに
空間を開けて植えましょう。鉢は大きめの鉢
を準備しましょう。プランターに植えても素
敵です。今回はどんな夏のお花か・・・お楽
しみに !
    　～ 鉢は各自持参してください ～

㊟ 小さい鉢の場合は２つ持ってきてください

日 時 ６月７日（土）1０:０0～1２:00

場 所 支援センター

講 座 案 内

どんな形でもいいです

メモスタンド

② 作りたいもの１つを持ってきてくだ

さい。１００円ショップにあります。①全員作ります

参考写真

スイーツデコ夏の寄せ植え

自分で作った器にお料理を盛り付ける

と美味しさも倍増します。

「作る楽しみ」 「使う楽しみ」

誰かにプレゼントするのもいいですね。



第１号のセンター便りいつ発行したか覚えていますか?

今月５４号ですから遡ると２００９年１１月です。

１号のトップに載せた内容。

「私たち聴覚障害者の長年の夢であったセンターの前に立

つと、長い間の活動がよみがえり胸がいっぱいになってき

ます。多くの方々のご支援ご協力のおかげだと感謝してい

ます。センターは開所したばかりで試行錯誤の毎日です

が、職員一同明るく頑張っています。多くの皆様に愛され

気軽に利用していただけるよう頑張りたいと思います。

今この言葉を改めて考えています。

確実に毎年来所者数は増えています。皆様と共に歩むセン

ターになりつつあるのではと思っています。外観は変わっ

ていませんが、事務所内は改装して明るくなりました。是

非見に来て下さい。皆様と共に作り共に歩むセンターで

す。是非色々なご意見をお聞かせ下さい。

毎回トップページに聴覚障害者問題や社会情勢を取り上

げています。新聞やニュースでは分かりにくい内容を、

分かりやすい言葉で書いています。センター便りも是非

読んで下さい。センター便りに関する感想もお待ちして

います。

✿お喋りしながら食べると美味しい。　✿春の香りに満足～
✿同じものでも外で食べると美味しい。✿どれも美味しかった。
✿筍が食べられない・・・残念!
✿季節毎にお料理作るといいね。

毎月第４土曜に開催「センターのすまいる」
交流・ゲーム・料理・お喋り・折り紙・・・ワクワク～(^^♪

　　　4月２６日（土）すまいるの風景

センター便り振り返り

第１号トップ写真

松永「集いの広場すまいる」の見学に

来られた、山口県ろうあ連盟の方々が

センターにも来られ、センターでも交

流です。自己紹介をしながら情報交換。

～笑顔の花が満開～

筍・木の芽・春満喫の食事

お腹が一杯でもお菓子は別腹



月 火 水 木 金 土 日

１

休所
要約筆記

パソコン要約

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

休所 寄植講座

休所 休所 手話教室

手話研Ｂ

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

休所
カラー
粘土陶芸

手話研Ａ スイーツデコ 字幕学習 音声入力 ＰＣ講座

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
休所 休所

手話研Ａ 読話教室
県ろうあ
者大会

手話研Ｂ

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

休所

５月
５月 月 火 水 木 金 土 日

3 4
午前 休所

1 2

休所
要約筆記講座

パソコン講座
すこやかＣ

夜間
手話研修講座B
北部市民C

午後

午後 休所 休所
難聴者
手話教室
すこやかＣ

要約筆記講座

ＣＡＳ講座
人権交流Ｃ

１０ １１

午前 休所
パソコン講座
《初心者》
支援Ｃ

5 ６ ７ ８ ９

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
夜間

お楽しみ講座

（ヨ　ガ）
支援センター

午後 手話研修講座Ａ
みやび

要約筆記講座

字幕講座
すこやかＣ

休所

午前 休所

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
夜間

交流サロン

すまいる
支援C

午後
手話研修講座Ａ
すこやかＣ

難聴者

読話教室
すこやかＣ

午前

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

夜間 手話研修講座Ｂ
すこやかＣ

夜間
午後

午前 休所
お楽しみ講座

（薬　膳）
支援センター

午前

市民 ろ・難・手・要

６月

午前

午後

夜間

要約筆記サ向け 難聴＋要約ろうあ協会向け ろう＋手話 手話サ向け 難聴協会向け

5月4日（日）6月1日（日）の健康教室＆た

のしい体操は都合によりお休みします。

６月は関係団体の行事開催などで第１日曜日

と第４日曜日を臨時休所とさせていただきま

す。また、毎月第３日曜日が定期の休所です

が、６月は開所します。

ご理解の程お願いいたします。

交流サロン

すまいる

　　　開所時間　　９：００～１７：００
　　　休所日　　毎週水曜日・第３日曜日
　　　　　　　　祝日(ただし土･日の祝日は開所)
　ホームページ　　http://fukurou1947.com

福山市聴覚障害者地域活動支援センター
〒722-0067　福山市西町１丁目１９－２

TEL　０８４－９７３－８５７７
FAX　０８４－９７３－８５７８

e-mail　　info@fukurou1947.com
午後

夜間

午前

午後

夜間

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前




