
　

　こうして見ると９世紀の地震が２１世紀に繰り返されています。

　８８７年には南海トラフ地震が起こっています。不安を煽るわけではありま

せんが、上の例に当てはめてみると、２１世紀の今、南海トラフ地震がいつ起

こってもおかしくありません。

　災害発生時には、命を守る行動が最優先されます。そこでクイズ！

問題１　台風の発生数は？　①減った　②あまり変わらない　③増えた

問題２　地震発生の時、最初の行動は？

　①火を消す　②テーブルの下にもぐる　③玄関のドアを開ける

問題３　地震の揺れが収まったとき、最初の行動は？

　①スリッパをはく　②出口のドアを開いて逃げ道を確保　③ガス元を締める

問題４　高層ビルで地震になったらどこに逃げる？

　①エレベーターホールへ　②その場でじっと待つ　③非常階段で逃げる

問題５　避難するため家を離れる時、忘れてはいけないことは？

　①家族・知人に連絡　②ブレーカーを落とす　③避難バッグをもって避難所

に

問題６　いつも持っていると重宝するものは？

　①ビニール袋　②お皿・コップ　③万能ナイフ

問題７　飲料や食料の備蓄は７日間が基本です。では、飲料水は２ℓのボトルで

１人分何本備蓄すればよいでしょうか？　　①７本　②１１本　③１８本

写真は山手学区泉小学校

　１１月２５日に福山市で総合防災訓練が行われまし

た。８０の学区のうち６７学区の住民２万２千人が参

加するという大規模なもので、避難場所を住民自身が

開設し、確実に避難することが訓練の狙いでした。

　福山市の聴覚障害者、手話・要約筆記サークルの皆

さんも｢びんご防災｣のビブスを着用して参加していま

した。避難場所でのイベント（防災講演・炊き出しな

ど）に手話通訳が付いた会場も数か所ありました。

　手話言語条例の効果ですが、すべての会場に手話通

訳・要約筆記がついて聴覚障害者の参加の環境が整え

ばよいと思います。

　

　「天変地異」という言葉があります。

　「天変」は、台風、豪雨、洪水、大雪、猛暑、干ばつなどの異常気象。

　「地異」は地震、津波、噴火など。　最近の日本は、ここに挙げた災害のオンパレードです。

　ある人が地震の発生の歴史を調べたところ、

　　　８６３年越中・越後地震⇒２００７年中越沖地震

　　　９６９年陸奥沖海溝地震⇒２０１１年東日本大地震

　　　８６９年肥後（熊本地震）⇒２０１６年熊本地震

　　　８８０年⇒２０１６年鳥取地震
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色は選べます。

約3.5～4㎝

　

締切り

締切り

100円（駄菓子代）

日　時 １月 25 日（金）13：30～15：30

場　所 支援センター会議室

１月 22 日（火）

参加費

日　時

場　所

講　師

持参物

材料費

　1 月 22 日（火）
　　　　　　13：30～１6：00

支援センター会議室

講　師 橘高　澤江　さん

山縣　和子　さん（羊毛作家）

　　　　1個　500円

1月15日（火）

　　　　針・ハサミ

寒い冬、あなたの胸元に羊毛フェルト

で作ったアイラブユーのブローチを付

けて出かけませんか？

楽しい体操

日 時；1月27日（日）13：30～15：30

テーマ；～☆なまけた身体に刺激を与えよう☆～

講 師；丸山 隆 さん(ライフサービス）

☆タオル・飲み物を持ってきてください。

お楽しみ講座

お楽しみ講座

演目

“水野勝成の半生と福山”

“茅の輪くぐり”

水野勝成の半生とは、茅の輪くぐりとは、

どのようなものなのでしょうか。

昔懐かしい駄菓子を

食べながら、紙芝居で

福山の歴史を楽しく

知りましょう。

☆１月の「健康教室」はお休みします。

羊毛フェルトでアイラブユー

クイズの答え

問１② ３０年平均で２５個、上陸は２～３個。

問２② 頭を守るのが鉄則

問３① 足を守ることが大切。足を怪我するとその後の避難行動に支障。

問４① 揺れが強いので、重量物が動いて挟まれることがある。物のない場所に逃げる。

問５② 停電後、電気が回復して時に、倒れていた電気ストーブから発火する。

問６① いろいろな用途に使える。トイレの代用

問７② １人が１日に必要な水は３ℓ（リットル）。３ℓ×７日÷２ℓボトル＝１１.５本



11月11日西学区ふれあいバザーがありました。
講座で作った作品をお借りして展示しました。みな
さんもいろいろな講座に参加してみませんか？
来年ももっといろいろな方に参加して頂けるよう
に、楽しい講座を考えていますので、よろしくお願
いします。ご意見・ご要望もお待ちしています。

いのしし

第23回西学区ふれあいバザー

公民館で開く手話教室

今年度も手話・要約筆記のある健康診査を

３月１８日（月）８：３０から行います。

詳しい内容は１月号に載せます。

今から予定に入れておいて下さい。

申し込みお待ちしています。

新市・常石で開催した公民館の手話教室も残り

わずかになりました。

町内会長さんや民生委員の方々の参加もあり、

和気あいあいと手話を学んで頂きました。

聞こえないということを理解してもらい、手話でコ

ミュニケーショが出来るようになれば、きっと新し

い出会いがあるはずです。来年度も、公民館で

の手話教室を開催予定です。希望の公民館が

あれば、是非ご連絡ください。

今年最後の交流会です。

楽しいことを計画しているので、

たくさんの参加をお待ちしています。

日時：12月２2日１０時～１５時

手話・要約筆記のある

健康診査



月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

休所

手話研A 難聴手話 CAS パソコン

手話研B

14 15 16 17 18 19 20

休所 要約字幕

難聴読話 PC要約

休所

21 22 23 24 25 26 27

すまいる

手話研A ブローチ 紙芝居 サロン 体操

手話研B

28 29 30 31

休所

休所

休所

休所

休所 休所 休所 休所

12月
月 火 水 木 金 土 日

1 2

午後

午前

3 4 5 6 7 8 9

夜間

午後 難聴者手話教室
すこやかセンター

パソコン講座
支援センター

午前 手話教室⑥
常石公民館

お料理
西公民館

休所

10 11 12 13 14 15 16

夜間 手話研修B
西部市民センター

要約字幕
すこやかセンター

午後
 しめ縄飾り
　支援センター

休所 CAS
人権交流センター

押し花カレンダー
支援センター

PC要約
すこやかセンター

午前

休所

17 18 19 20 21 22 23

夜間

交流サロン
すまいる

午後 　手話研修A
すこやかセンター

難聴者読話教室
すこやかセンター

西公民館

午前 休所

24 25 26 27 28 29 30

夜間 手話研修B
すこやかセンター

午後 休所 休所 休所 休所 休所 休所

午前

午後

夜間

午前

1月
午前

午後

夜間

夜間

31

　早いもので戌年も残りわずかとなりました。
支援センター年末年始のお休みは
　　１２月２６日（水）～１月５日（土）です。
お越しの際はお気をつけください。
　慌ただしい時期ですが、体調に留意されて
お健やかに新年をお迎えください。

午前

午後

夜間

午後

夜間

午前

午後

夜間

午前

午前

午後 休所

夜間

開所時間 ９：００～１７：００

休所日 水曜・第３日曜・祝日

（ただし、土日の祝日は開所）

手話研修A

北部市民ｃ


