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2016 ねん（へいせい 28 ねん）４がつ１４にち 21 じ 26 ぷん から、くまもとけんと おおいたけんで じしんが たく

さん おきています。くまもとじしん。じしんは いつ どこで おきるか わかりません。 

きょうか あした おおきい じしんが きたら、どうすれば いいか じぶんで かんがえてみましょう。にほんの 

どこに すんでいても、つぎに おおきい じしんが おきるのは じぶんが すんでいる ちいきかも しれません。

じゅんびしてください。 

 

さあ、「にげよう！」と、すぐ おもうかも しれません。どこに にげれば いいでしょうか？ 

 

 

 

 

 
※いえが こわれて すめなくなったら⇒ちかくの がっこうへ にげましょう 

ふたつ いじょうの ところへ いくことが できるように、じぶんで いきかたを かんがえて おきましょう。 

①いしかわ小 ②みなみよしだ小 ③なかむら小 ④おおた小 ⑤ひえ小 

⑥みなみおおた小 ⑦まいた小 ⑧いどがや小 ⑨おおおか小 ⑩みなみ小 

⑪ふじのき小 ⑫ながた小 ⑬ながただい小 ⑭むつかわ小 ⑮むつかわだい小 

⑯むつかわにし小 ⑰べっしょ小 ⑱へいらく中 ⑲きょうしん中 ⑳まいた中 

㉑みなみ中 ㉒ふじのき中 ㉓ながた中 ㉔むつかわ中 ㉕みなみがおか中 

（＊小・・・しょうがっこう、中・・・ちゅうがっこう） 

※おおきい じしんが くる まえに： もっていく ものを じゅんびして いますか？ 

◎もっていく ものは さきに じゅんびして、すぐに だせるように しましょう。 

◎もっていく ものは できるだけ すくなく しましょう。 

(ラジオ、たべもの・みず〈みっかぶん〉、かいちゅうでんとう、くすり、 

ベビーようひん など） 

※でんわをして きく ところ 

ききたい こと でんわする ところ でんわばんごう 

ちいきの ぼうさい・ひなん など みなみ くやくしょ・そうむか ３４１－１２２５ 

きゅうじょ・きゅうきゅう みなみ しょうぼうしょ ２５３－０１１９ 

どうろ・げすい みなみ どぼく じむしょ ３４１－１１０６ 

がけ けんちくきょく・がけ ぼうさい たんとう ６７１－２９４８ 

 

かわ 

みずが あふれそうな ばしょ かながわけん・けんど せいびきょく ２１０－６４７９ 

おおおか・なかむら・ほりわり がわ よこはま かわさき ちすい じむしょ ４１１－２５００ 

そのほかの かわ どうろきょく・かせん かんりか ６７１－２８５５ 

     

「きけん」から じぶんを まもるために、「あんぜんな ところ」へ すぐに うごくこと 

 

ひなん 

いえに いることが しん

ぱいな 

とき 

 

あんぜんな ところ 

ちかくの こうえん、ちゅうしゃ

じょう、いえの まえの みち 

など… 

 

おちついたら  う ちへ

 

かならず ひなんば

しょへ  いかなくて

も いいです！ 

おおきい じしん だ！ 

で！ 

 



みなみくに、こうりつの しょうがっこうが１７、ちゅうがっこうが８ あります。ことしは 

ときどき がいこくじんの おやの いけんを のせます～ 

みなみよしだしょうがっこうの こどもの おかあさんに ききました。 

 

むすめが 2ねんせいのとき にほんへ きました。おとうさんは にほんごが できますが、 

おかあさんは できませんから、しんぱいでした。インターネットで しらべて、みなみよしだ 

しょうがっこうは、がいこくじんが おおいことが わかりました。さいしょ、むすめは なきましたが、クラスの と

もだちが しんせつに してくれました。つぎの ひから、ひとりで とうこうはんを つかって、げんきに がっこう

へ いきました。みなみよしだは、せんせいも やさしく、ていねいに おしえて くれました。つぎの としからは、

かんこくごの てがみや つうやくも くるようになり、おかあさんだけで はなしが できるように なりました。こ

どもは、ちいさかったので、べんきょうは もんだいありませんでした。おやは がっこうの がいこくじんネット

ワーク（がいこくの こどもの おやの ネットワーク）に はいって、ともだちが できました。がっこうで あつまり、

せんせいとも はなしが できます。てつだいも できるので、がっこうの ことが よく わかりました。とうこうは

んは ひとりじゃないので あんしんです。きゅうしょくも おいしく、こどもは よろこんでいました。でも、ランド

セルと、なつに エアコンが なかったことに びっくりしました（今は あります。）しょどうの じゅぎょうも あり

ました。ことばの サポートを うけて、たのしい せいかつを しています。いまは、おかえしとして かんこくの 

ぶんかなどを しょうかいしたいです。こどもも おやも ずっと にほんに すみたいと おもっています。 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みなみラウンジ」では せいかつの いろいろな そうだんが できます。 

① せいかつ じょうほう・そうだん（むりょう） 
まどぐち： げつようび～にちようび ９：００～１７：００ 

でんわ：  （にほんご）045-232-9544 （がいこくご）045-242-0888  
 ＊したの ようびを かくにんして ください。 

 

【ことばと ようび】 

② せんもん（ほうりつ、ざいりゅう、きょういく）そうだん  （むりょう／よやくしてください 045‐

242‐0888） 
そのほかの そうだんは：  

ＹＯＫＥじょうほう そうだん コーナー （でんわ 045－222－1209） 

げつようび～きんようび 10：00～17：00（ひるやすみ 11：30～12：30） ※うけつけは 16：30まで 

だい 2・だい 4どようび 10：00～13：00 ※そうだんは 12：30まで 

【ことば】えいご・ちゅうごくご・スペインご・にほんご 

【やすみ】にちようび、しゅくじつ、ねんまつ・ねんし、だい 1・3・5どようび 

※ YOKEは「みなみラウンジ」の運営団体です。 

ようび げつ か すい もく きん ど にち 

ことば 中国語 中国語 
中国語 

えいご 

中国語 

タイご 

中国語 

タガログ 
中国語 中国語 

のうりょうさい 

◆2016ねん８がつ２１にち（にち）１１：００～１４：３０ 

◆ばしょ： うらふねふくごうふくししせつ 

*１F～１２Ｆまで おみせ、ステージなどの イベントがあります 

 

だい 4１かい みなみまつり 

■2016ねん 7がつ３０にち（どようび）・３１にち（にちようび） 

■ばしょ：  まいたこうえん（みなみく しゅくちょう１－１） 

■すること： ステージイベント（くみんサマーステージ）、ぼんお

どり、おみせ・バザーコーナー 

 

まっていま～す！ 

いちにち たいけん  

ばしょ：みなみしみんかつどう・たぶんかきょうせい

ラウンジ 

■2016ねん８がつ２１にち（にちよう）１１：００～１４：３０ 

たのしい クラスが いっぱい！ きてね! 


