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土砂災害から命を守るには

特 集

　数十年に一度という豪雨におそわれると、土砂災害等、重大な災害が発生する恐れがあり、これま
で災害が起こらなかったからといって、決して安全とは言えません。普段の備えや知識があれば、命
を守り、被害を最小限に食い止めることができます。日頃から災害に備え、命と財産を守りましょう。
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① 危険箇所を知る
　◆ ハザードマップで土石流やがけ崩れの危険箇所を事前に確認しましょう。お持ちでない方
は、町ホームページで「ハザードマップ」と検索するか、総務課へお問い合わせください。

② 状況の変化を知る
　◆ テ　レ　ビ… リモコンの「ｄ」ボタンを押すと、雨量や警報等の発表状況・避難情報など

を確認することができます。事前に熊野町を登録しておきましょう。
　◆インターネット…広島県防災Ｗｅｂで現在の状況を確認できます。
　　　　　　　　「http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/hdis/」
　◆ メールサービス… 広島県防災情報メール通知サービスに登録することで警報等の状況がメール

で届きます。「http://www.bousai-mail.pref.hiroshima.lg.jp」
　　　　　　　　 右のＱＲコード「二次元コード」を読み取ることで、携帯電話用

ページへアクセスできます。

① 雨　量
　大まかな目安は 時間雨量20ミリ・降り始めから100ミリ です。
　これを超えると、前兆現象が起こり始めます。避難行動を考え始めてください。
② 警報など
　「警報」は重大な災害が起こる恐れがある場合に発表されるものです。
　「記録的短時間大雨情報」や「土砂災害警戒情報」、「特別警報」は、より一層の警戒を呼
び掛ける情報ですので、即座に身を守る行動をとるようにしてください。
③ 避難情報
　町から「避難準備情報」などの避難情報が発令された場合は、速やかに安全な場所へ避難し
てください。「避難勧告」「避難指示」になるほど緊急性が増します。
　避難情報の発令時は、防災無線放送や緊急速報メール（エリアメール）などでお知らせする
と同時に、町のホームページにも掲載します。
　★防災無線放送再生ダイヤル「０８２－８２０－５６４０」
　　町の無線放送が聞こえにくい時は、電話で放送内容を確認できます。
　　※裏表紙の端を切り取って電話機に貼り付けるなどしてご利用ください。

① 屋外避難（避難所等への避難）のポイント
　◆ 夜間や浸水時の移動は避け、早めの自主避難を心掛ける。
　　車は30㎝、人は20㎝の浸水で移動困難になります。
　◆山すそや川沿いの道は避け、広い道のあるルートを選ぶ。
　◆水面下の側溝やマンホールに足をとられないよう、棒などで確認しながら歩く。
　◆ 家族や隣近所など、なるべく集団で避難する。また互いの体をロープで結ぶなど、はぐれ
ないようにする。

　◆高齢者や障がい者などの自ら避難することが困難な人に気を配り、早めに手助けをする。
　◆土石流の危険箇所からは、流れに対して直角に、できるだけ遠くへ逃げる。
② 屋内避難のポイント
　◆周りに危険箇所がなくコンクリートなどの堅固な２階以上の建物であれば、高い階に避難
（垂直避難）する。

第4７回 筆の都くまの町民文化祭
10月18日㈯・19日㈰　 町民会館

芸能発表プログラム
10月18日㈯

No. 時間 分　野 団体名
1 10:30 邦　　　楽 熊野高等学校　筝曲部
2 10:45 邦　　　楽 美希琴会
3 11:00 フラダンス フラ・トロピカーナ・ベア
4 11:15 太　極　拳 東公民館太極拳
5 11:30 フラダンス プメハナ
6 11:45 フォークダンス フォークダンス　すみれ

昼休憩45分
7 12:45 大　正　琴 琴伝流大正琴つくし会
8 13:00 フラダンス ウィリーウィリーフラの友
9 13:15 ハーモニカ 熊野ハーモニカ倶楽部
10 13:30 日 本 舞 踊 藤鳳会
11 13:45 ダ　ン　ス LOOP　ダンススクール
12 14:00 ダ　ン　ス LOOP　Ｊｒ

13 14:15 ジャズダンス 熊野G-kids　幼児
熊野G-kids　児童

10月19日㈰
No. 時間 分　野 団体名
1 10:15 太　極　拳 熊野太極拳
2 10:30 フラダンス レイフラワーハッピーベア
3 10:45 三　　　絃 三絃喜修会
4 11:00 ハーモニカ サロン土岐の城

5 11:15 ジャズダンス
熊野G-kids　児童

熊野ストリートジャズ　Jr
熊野ジャズダンス

6 11:45 民　　　謡 広島山川流民謡会
7 12:00 和　太　鼓 熊野筆こども和太鼓クラブ

昼休憩30分
8 12:45 大　正　琴 大正琴　千幸会
9 13:00 太　極　拳 華紬

10 13:15 ジャズダンス
熊野G-kids　幼児
熊野HIP-HOP　Jr
マザーチャレンジ

11 13:45 マンドリン マンドリーム
12 14:00 日 本 舞 踊 よしき会

13 14:15 オ カ リ ナ エム・ミュージックオカリナ
愛好会熊野支部

14 14:30 銭　太　鼓 広島山川流銭太鼓
休　　　憩

15 14:55 ピ　ア　ノ 藤田　厚子
16 15:10 吹　奏　楽 熊野吹奏楽団

手作りバザー
グループ名 10月18日（土） 10月19日（日）
障害者

活動センター
あゆみ

焼きそば・ちぢみ・ポップコーン・わた
がし・あゆみ商品・遊休品・古着・景品
つり・型ぬき

スペース
ぶなの森 たこ焼き・焼き鳥・手作り雑貨

国際
ソロプチミスト

熊野

和菓子・洋菓子・ぜんざい・果物・
日用品・のりセット・乾物

夜間料理 炊き込みご飯

ソレイユ 菓子パン・コーヒー・ジュース・
クッキー・ケーキ

アイリス食事会 うどん・むすび うどん
のぞみの会 手作り作品・野菜
淡友会 お茶席

開会式　 9:30～　　
▽オープニングアトラクション：落語　
　演者：ジャンボ衣笠

18日㈯のイベント
●将棋大会　▽主催：日将連安芸熊野支部香車会
　 10:00～16:00
　  一般1,500円、高校・大学生500円、小中学生

以下無料
●手描き友禅　 10:00～12:00　 500
●ビーズ手芸同好会　 10:00～12:00　 300
●バスイベント　 10:00～15:00　 無料
●フラワーアレンジメント　 10:30～15:00　 500
●筆　遊　び　 13:00～15:00　 100
●コバックのマジックショー
　 14:15～
　※先着80人まで
●映画
 『怪盗グルーのミニオン危機一髪』
　 15:30～　 200円

19日㈰のイベント
●ふでりんじゃんけん大会　午前・午後各１回
●花をたのしむ会　 10:00～12:00　 100
●フラワーアレンジメント　 10:30～15:00　 500
●墨彩画グループ　 13:00～15:00　 100
●お楽しみ抽選会　閉会式後

18日㈯・19日㈰
共通イベント
●「町民文化祭ラリー」に挑戦
　 10:00～15:00
文化祭に関する問題を解いて、景品をもらおう。
※景品がなくなり次第終了

閉会式　 15:45～

作品展示
《１階》
●パンフラワーポピーグループ：パンフラワー
●熊野友陶会：陶芸 ●手描き友禅染グループ：友禅
●墨彩画グループ：墨彩画 ●ビーズ手芸同好会：手芸
●堀野書道教室：書道 ●遊び心毛筆教室：書道
●原礼子：布絵 ●マチエル：水彩
●竹帆書道会グループ：書道 ●花をたのしむ会：押花
●絵画同好会：画 ●舞良戸:ちぎり絵・絵手紙
●熊野老人クラブ連合会：画・手芸作品ほか
《２階》
●陶芸教室：陶芸 ●木彫り：木彫
●刻字教室：刻字他篆刻 ●池坊グループ：生け花
●フラワーアレンジメント ●熊野写真同好会：写真　
●ニッティング：編み物 ●華道一風流蔦会：生け花
●パッチワーク教室：パッチワーク


