スライダー︑
流れるプール︑
波のプール …
それぞれのプールに違った楽しさ
があり︑どこから回るか迷ってし
まいますね︒越谷市小曽川にある
﹁しらこばと水上公園﹂にも様々
なプールがありますが︑今回はホ
ワイトビーチと 月のイベン
トにスポットをあててご紹介
したいと思います︒取材にご
協力いただいたのは管理課の
青山さんです︒

まるでリゾート気分♪
ホワイトビーチ

８月はイベント
盛りだくさん！
スライダー滑走大会
スライダープールで行われる
こちらのイベント︒スライ
ダーから落ちる勢いを使って
おしりでプールの上をどこま
ですべることができるのかを
競います︒
：〜
※ 月 日︵水︶
対象 小学生 先着１００名

忍者水上走り
あっという間に整理券が売
り切れてしまう一番人気がこ
ちらのイベント︒プールの上
に敷かれたビート板の上を
渡ってゴールを目指します︒
昨年は１００人中ゴールでき
たのがたった 人と難易度の
高い競技です︒﹁ゴールでき
る人が増えるように多くの人
に挑戦してほしい﹂と昨年は
度の実施でしたが︑今年は
度実施されることが決まっ
たそうです︒
︑ 月 日
※ 月 日 ︵ 金︶
︵金︶
： 〜 対象 小学
生 先着１００名
水中ちびっこ玉入れ大会

幼児プールで行われるこち
らのイベント︒親子で一緒に
楽しめるのが魅力です︒
： 〜 対象
※月 日︵水︶
幼児と保護者 先着１００名
どのイベントも景品︑参加賞があ
ります︒我こそはという方︑ぜひ
挑戦してみてはいかがですか？

県内で６局目となるコミュニ
ティＦＭ放送局︑﹃こしがやエフ
エム﹄が３月 日に開局しまし
た︒今回は越野操社長に︑放送局
を開局した経緯や災害時のラジオ
の役割についてお話を伺ってきま
した︒

コミ
ミュ
ュニ
ニテ
ティ
ィＦ
ＦＭ
Ｍ
コ
との
の出
出会
会い
い
と
越野さんがボランティアを始め
たのは 歳の時︒結婚して越谷市
民になり︑子育てが落ち着いた頃
でした︒越谷でボランティア活動
を行う中︑１９９５年︑阪神淡路
大震災が発生します︒越野さんは
毎週末︑被災地の仮設住宅へ行
き︑高齢者と手芸をしたり︑お喋
りをしたりと︑神戸へ通う生活が
４年程続きました︒そこで越野さ
んが耳にしたのがコミュニティＦ
Ｍ放送でした︒﹁こんな放送があ
るのかと驚きました︒住民の方の
安否や生活に必要な情報を︑とて
も丁寧に伝えていたんです︒なん
でこれが越谷にないんだろうって
思いました︒﹂と︑耳から入るラ
ジオ情報の重要性を越野さんは感
じました︒

訪れ
れた
た転
転機
機
訪
コミュニティＦＭ放送局を作ろ
うと動き出したのが２０１０年
月︒越野さんが 歳の時でした︒
当時関係者の反応は否定的でした
が︑転機が訪れます︒翌年２０１

１年の東日本大震災︒地震が起き
た時︑越野さんは市役所で関係者
との話し合いをしていました︒
﹁私はＦＭの必要性を直接説明し
ましたが︑ラジオは古い︑防災無
線があると言われました︒でもあ
の時︑無線は鳴りませんでした︒
そんなことがあって︑徐々に理解
してもらえるようになりまし
た︒﹂と越野さんは話します︒
その後︑理解者を少しずつ増や
していきましたが︑開局までには
５年がかかりました︒割り当てら
れた周波数は８６・８メガヘル
ツ︒越野さんは市民が豊かにな
り︑地域が活発になって欲しい︒
みんながハッピーになって欲しい
との願いを込めて︑語呂を合わせ
て﹃ハローハッピー﹄と愛称をつ
けました︒

生き
きた
た情
情報
報届
届け
ける
る
生
越谷でも最近︑竜巻や水害など︑
色々な災害に見舞われました︒

訓練の趣旨をご理解いただけるよ
うにすること︒ つ目は教職員も
避難所運営を理解しているように
することです︒災害発生時︑学校
は教育活動の再開に努めることが
第一のことになります︒ですが︑
同じ敷地の中で避難生活をおくっ
ている方もいるという現実が発生
します︒この両立を図るには︑避
難される方々と学校の教職員がお
互いの思いや立場を理解しておく
ことが重要であり必要です︒
この 点について︑今後の訓練
で取り組みたいと話されていました︒
様々な事情を考慮すれば︑子ど
もたちと職員︑地域の方が総出で
訓練を行うことは困難なことであ
り︑すぐにできるわけではありま
せん︒しかし︑学校と自治会が対
話し︑協力し合い︑地域住民の災
害に対する意識や知識を高めて日
頃から備えることが︑避難所の運
営をスムーズに行うために大切な
のだと思いました︒

﹁停電で何も情報が入ってこ
ない︒真っ暗な中︑不安だっ
た︒ラジオがあればなぁ︒﹂
と︑被災された方の言葉が耳
に残ったそうです︒放送が開
始されたことによって︑﹁い
つでも﹂︑﹁どこでも﹂︑
﹁簡単に﹂︑役に立つ情報を
ラジオを通してお伝えするこ
とができるようになりまし
た︒﹁ラジオで生きた情報を
市民の皆様にお届けすること
がこの放送局の役割です︒﹂
と︑語る越野さん︒その言葉
には︑こしがやエフエムを通
して生活に安心と彩りを与え︑聞
く人の心を豊かにするだけではな
く︑街の活性化にもつながってい
く︒﹁ひと・つなぐ・ささえる﹂
を合言葉に︑地域密着型の放送を
したいという想いが込められてい
ます︒

配布協力場所
募集しています

ー

ィ

ー

施設・事務所に﹁ななサポ﹂を
置いていただけませんか ︒
…
年 ３ 回 発 行 ︑ 本 紙・ 送 料 は 無
料です︒配布にご協力いただけ
る 方 は︑越谷市市民活動支援セン
ターまでお問い合わせください︒
０４８ー９６９ー２７５０

︑

越谷市災害ボランティア
登録が行われています︒

◆記事全体に目を通したとき︑共
通していえることがあるように感
じました︒日頃の備えが大切なこ
と︑自分の住んでいる地域の防災
対策を知ること︑災害時の対策に
理解・協力・助け合いが必要なこ
となど︑どの記事も考えさせられ
る内容です︒今回初めて取材へ行
き記事を書かせていただきました
が︑勉強になることばかりであっ
たとともに︑一人一人が防災に対
する意識をもつことが大切だと改
めて思いました︒本紙をお読みい
ただくことで︑皆様の防災意識の
促進につながれば幸いに思います︒
︵飯塚︶
◆今春から当センターに転職し︑
本誌の担当となりました︒まず︑
越谷の市民活動団体の方々とたく
さん会話をせねばと思い︑今号の
取材にも極力同行して︑団体さん
にお話を伺いました︒
今号では︑防災・減災に取り組
む団体さんの特集を組みました︒
活動内容や︑それに対する想いを
お聞きする中で︑災害に対して
は︑事前の知識と備えが重要であ
ることを再確認しました︒
今年は︑越谷の竜巻災害から３
年︑熊本では地震や水害が続けざ
まに起こっています︒災害に強い
まちづくりに関わる団体さんの支
援も︑私たちの大事なミッション
だと︑気を引き締められます︒
︵野口︶

本紙は ︑越谷市市 民活動支援セ
ンター登録団体にご協力をいただ
き︑編集・発行を行っております︒

登録者には︑高校生から現役社
会人︑高齢者の方まで幅広い年齢
層の方々がおり︑災害ボランティ
アへの関心が高いとのことです︒

※蔵書点検日、休室日別途あります。

検索
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▲忍者水上走りの様子

共助のちから で
災害に備える！
○○
○学
学校
校
○

学校が呼びかけて防災訓練を
行うようになったいきさつ
体育館を使った訓練が行われる
ことはあまりありませんが︑学校
の様々な課題に対応するためには
地域の方の力が必要です︒そのた
め︑防災や安全に限らずチームを
作る必要があること︑そして桜井
南小学校は学区が多くの自治会に
またがっていることから︑
学校から地域の方に呼びか
けをすることで災害時にも
双方が力を合わせて対応で
きるのではないかと考えて
訓練を行うようになったそう
です︒

なぜ﹁避難所開設﹂を
テーマにしたのか
避難所を開設するには役
割を分担する必要がありま
す︒しかし︑実際に災害が
起きて住民が避難をして来
たとき︑あらかじめ自治会
ごとに役割分担を決めてし
まうと︑その人が来られな
かったときに他の人は役割
がこなせないという状況に
なってしまいます︒それを
避けるため︑誰が避難して来ても
ある程度同じくらい役割をこなせ
る人が複数いるように備えなけれ
ばならないので︑まずはそれぞれ
の自治会が避難所開設に必要なこ
とについて知っているという状況
を作ろうと試みたそうです︒

東武スカイツリーライン越谷駅下車 東口徒歩1分

こしがやエフエム

今後の課題 点

越谷市社会福祉協議会
登録についての問合せ
地域福祉課ボランティアセンター担当 ☎966-3211

東口

北千住→

谷 駅

集
後
記
を開催します。

駅前交通広場

3

編
次
回
発
行
は
11
月
日時：平成28年９月11日（日）
午前10時〜午後３時まで
会場：越谷市市民活動支援センター５階
越谷ツインシティＢ棟前のロータリーなど
内容：市民活動団体による展示や
パフォーマンス披露、体験コーナーなど

21

▲こしがやエフエム越野操社長

NOW ON AIR
越谷市では﹁越谷市地域防災計
画﹂の中で︑災害ボラン
ティアセンターは︑越谷市
社会福祉協議会と連携し︑
設置することとされていま
す︒同ボランティアセン
ターは︑災害時のボラン
ティア活動に関する総合調
整を行うことを目的として
設置されます︒同協議会の
事業計画で︑災害時︑ボラ
ンティアセンターの迅速な
立ち上げ等を行うことが明
記されています︒
﹁災害ボランティア登録﹂
について︑東日本大震災を
教訓に︑同協議会は︑災害
ボランティア登録制度の創
設について早くから検討を
始めていました︒
平成 年﹁災害ボランティ
ア登録制度﹂がスタートし
ましたが︑平成 年の同協
議会主催の東日本大震災ボ
ランティアバス参加者など︑災害
ボランティアに関心の高かったメ
ンバーに登録について声をかけた
ところすぐ呼応してくれたとのこ
とです︒いつかは災害ボランティ
アとして活動したい気持ちを持っ
ている方が登録してくれるなど︑
登録状況は良好でした︒平成 年
度末時点で︑ 名・ 団体の登録
があるそうです︒
平成 年秋の竜巻災害の際は︑
か所に設置されたボランティア
センターで︑備品の整理や全国か
ら駆け付けたボランティアさん
へ︑災害現場への道案内を行うな
どの活動を行いました︒
災害ボランティア制度に登録する
と︑年 回の集合研修がありま
す︒また市内各地区で行われてい
る防災訓練への参加の呼びかけも
行われています︒同訓練には︑同
協議会の職員も参加し︑災害ボラ
ンティア登録制度についてＰＲ活
動を行っているそうです︒
25

所 在 地 〒343ｰ0816 埼玉県越谷市弥生町16ｰ1
越谷ツインシティBシティ4階、5階
電
話 市民活動支援センター TEL.０４８ｰ９６９ｰ２７５０ FAX.０４８ｰ９６９ｰ２７５１
観光・物産情報コーナー TEL.０４８ｰ９６９ｰ１８１９ FAX.０４８ｰ９６９ｰ２７５２
中 央 図 書 室 TEL.０４８ｰ９６９ｰ１８００
E - m a i l info＠koshigaya-activity-support.info
H
P http://koshigaya-activity-support.info/
利用時間 市民活動支援センター 午前９時〜午後９時３０分
観光・物産情報コーナー 午前９時〜午後９時３０分
中 央 図 書 室 午前９時３０分〜午後９時３０分
休 所 日 市民活動支援センター １２月２９日〜３１日、
１月１日〜３日
観光・物産情報コーナー １２月２９日〜３１日、
１月１日〜３日
中 央 図 書 室 １２月２９日〜３１日、
１月１日〜４日

第５回 センターまつり

連

場

Aシティ
路

駐輪場入口
越

市民活動
支援センター 越
口

4・5階

越

駐車場：東口駐車場（有料）
・駐輪場：Aシティ地下（2時間迄無料）

社会福祉協議会
ボランティアセンター
つなげていこう市民の輪

Bシティ
駐車場
出口

通
絡

駐車場
出口

交番

←春日部
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つ目は地域の方に避難所開設
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しらこばと水上公園『ホワイトビーチ』
越谷市下間久里にある桜井南小
学校で︑平成 年度に市内の公立
学校では初めて﹁避難所開設訓
練﹂が行われました︒
平成 年度から会議が重ねら
れ︑当日は災害が起きたと想定
し︑小中学校合同で児童生徒の引
き渡し訓練と地域の方の体育館へ
の避難訓練が連動して実施されま
した︒避難後︑体育館では市の危
機管理課職員により︑床の
間仕切りや炊き出しなどが
どのように行われるのかに
ついての講話が行われ︑パ
ネル展示も行われました︒
また︑実際に体育館周辺で
炊き出し訓練も行われまし
た︒
平成 年度は︑改めて避
難所開設に必要な知識や心
構え︑応急処置︑初期消火
の訓練が消防署の協力のも
と行われました︒また︑実
際に使用される仮設トイレ
や非常食を見たり触れたり
できる機会も設けられました︒
平成 年度は︑自治会の
代表者が数名ずつ集まり︑
実地訓練として体育館の一
部を使い︑実際に避難所で
使用される間仕切りや簡易テン
ト︑仮設トイレの組み立てなどを
行いました︒﹁実際に災害が起き
た場合は多くの人が体育館に避難
するかもしれない︒そのときに︑
きちんと生活する空間を整え食料
を供給するために︑自治会の代表
者の方に伝え︑今後の参考として
も ら え た ら︒﹂と坪井校長は話して
いました︒
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越谷市市民活動支援センター利用案内とアクセスマップ
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縦 メートル︑横 メート
ル︒新しく９トンの砂が入れ
られたホワイトビーチ︒貝殻
が混ざっているところもあ
り︑本当に海辺の砂浜にいる
ような感覚が味わえます︒
﹁年間を通してビーチバレー
などの競技に使用されます
が︑夏はぜひリゾート気分で
楽しんでほしい︒﹂と青山さん
は話します︒ビーチには有料
のところと無料のところがあ
り︑無料のところでは砂遊び
など自由に使うことができま
す︒有料のところではプライ
ベート気分でシートなどを敷
いて使うことができます︒夏
場はサマーベッドやビーチパ
ラソルなどの貸し出しも行っ
ているので︑手ぶらで来ても
リゾート気分を味わえますよ︒

越谷市市民活動支援センターでは7つのサポート（ななサポ）を行っています。
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学習の
支援
情報収集と
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な な サホ

▲ホワイトビーチ全景

URL http://koshigaya-activity-support.info/
〒343ｰ0816 埼玉県越谷市弥生町16ー1 越谷ツインシティBシティ5階
発行元：越谷市市民活動支援センター
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市民活動の
相談
文化の
向上

2016 年 ７月
交流の場

8

物観
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越谷市市民活動支援センター機関紙

活動の
拠点
観光・物産
情報の提供

ななサポ Vol.12 4

地 域の理 解 必 要
ペット同行避難訓練は県内で

練にも参加し市民の防災意識向上にも

丁目自治会

また、毎年行われる越谷市総合防災訓

も珍しく︑東越谷

災害時のサブツールとしてその有用性
が認識されました。

もっと知りたい！
参加したい！

０４８

ー

ー

はコチラ
まで

佳代子

９４４
ー６７７３

泰

９６３
ー２２７３

坂田
電話

０４８

村山
電話

ブロック長

埼玉県マンション管理士会
東ブロック

連絡先

http://allabout.co.jp/gm/gc/26903/2/

※３ 過去の大地震にみるマンショ
ンの耐震性能︵2ページ目︶

http://www.city.koshigaya.saitama.jp
/kurashi/sumai/machidukuri/matinos
eibijourei.html

※２ 越谷市まちの整備に関する条
例について 越谷市ホームページ

http://www.city.koshigaya.saitama.jp
/kurashi/sumai/taisinsindasn/mansy
ontaisinsindan.html

※１ 分譲マンション耐震診断費用
の一部を助成します 越谷市ホーム
ページ

とが大切です︒

せた適切な行動を決めておくこ

に避難をすること︒災害に合わ

う︒ただし︑火災の際にはすぐ

限の人数で行くようにしましょ

報収集や伝達のための必要最小

トレーションを行い好評を得ました。

年に始

こちらで入手できます。

もの日に児童館コスモスにてデモンス

長の理解を得て︑平成

「越谷市防災マップ」は
行っています。今年も５月５日のこど

まりました︒災害発生時に備え

多いのが︑どのような運営をす
ればよいかという相談です︒自
主防災組織として支援するべき
は水や食料品の備蓄ではありま
せん︒水や食料品は自助の範囲
で各個人が用意するべきもので
す︒タンカやツルハシ等︑個人
で用意することが難しい備品を
用意することが共助につながり
ます︒また︑普段から防災を意
識していくことも重要で
す︒よく誤解されているの
が︑ベランダについてで
す︒ベランダは個人のス
ペースではありません︒有
事の際には避難通路となる
共用スペースです︒ベラン
ダを区切るパーテーション
前に大きな物を置くことは
避難の妨げとなってしまう
ので︑物を置くことは絶対
にやめてください︒命に係
わる重要なことです︒普段
からの防災意識や地域での
活動・連携が自主防災組織
にとって重要な要素である
ということです︒
地域の防災に貢献できる
マンションの良いところ

越谷市のマンションには
広い集会室が作られていま
す︒これは越谷市に条例で
義務付けられており︵※
２ ︶︑有 事 の 際 に は こ の ス
ペースを避難者の受け入れ
先として活用することがで
きます︒また︑マンション
住民の皆様には地震の際に
はすぐ避難所へ行くという
考えを改めてほしいです︒
マンションの１００人単位
の人間が一斉に避難所へ押
しかけるとパニックになっ
てしまいます︒そもそも避
難所は家を失った人が優先
的に活用すべき施設であり︑鉄
筋コンクリートで作られたマン
ションは木造平屋建ての一軒家
よりもはるかに頑丈です︒阪神
淡路大震災では1981年以降
に建てられた建物のほとんどに
大きな損壊は見られませんでし
た︵ ※ ３ ︶︒ 実 は 自 分 の 住 ん で

とによりアマチュア無線のPR活動を

ようと︑同訓練は１年おきに実

定』を越谷市と結び、災害時に現場の

いざという時のために…
災害

JARLクラブでは公開運用をするこ

施し︑現在までに６回行ってい

「○○町の橋が落ちた」「○○地区

いるマンションが一番安全な避

▲JARL越谷クラブのみなさん

ます︒

大活躍します。実際に東日本大震災で

自治会の回覧板に︑ペット同

なった時、乾電池一本で使える無線は

行避難訓練のお知らせをはさみ

﹁大切な家族﹂として日常生

ました。

自主防災組織に関する相談で

の基地局が被害を受け使用が不可能に

込むだけでなく︑﹁訓練にペッ

した後︑一匹ずつケージ︵収容
活を送っているペットが︑非常

についての相談に乗って
います︒また︑毎年セミ

ナーや相談会も行ってい

ます︒主にマンションの

３大トラブルと言われる

﹁駐車場﹂﹁ペット﹂

﹁騒音﹂についての相談

が多いですが︑東日

本大震災以降︑防災
年

に関する相談も増え

ています︒平成

５月の熊本地震もあ

り︑今後防災に関す

る相談はますます増

えていくだろうと確
年５月９

信しています︒ま
た︑平成

日より越谷市はマン
ションの耐震診断に
関する補助金︵※
１︶の受け付けを開
始しました︒このこ
とに関する相談も予
想されます︒

マンションの防災に
関して大切なことは？
防災の基本は︑自分の身
は自分で守る︵＝自助︶︑
自分たちのマンションは自
分で守る︵＝共助︶︑行政
の支援︵＝公助︶の３つで
す︒公助をただ待つばかり
ではいけません︒自分の身
は自分で守らなければなら
ないのです︒マンション管
理士会ではこの３つのうち
﹁共助﹂にあたる︑マン
ションごとの﹁自主防災組
織﹂の立ち上げを奨めてい
ます︒自主防災組織とは地
域住民による任意の防災組
織のことです︒災害の種
別︑社会的条件︑住民の意識等
は︑地域によって異なります︒
なので︑行政の公助活動の範囲
や内容を統一することは不可能
です︒よって︑各コミュニティ
において地域の実情に応じた組

渡しをするのです。停電時や携帯電話

トを連れて来てください︒﹂

近年では︑ペットを﹁家族の
用の籠︶に入れ︑ケージとケー
時にはどうなるのかという不安

の

分譲マンションの管理

普段はどんな活動を
していますか？

がいるかもしれません。

織の結成が必要なのです︒﹁自

アマチュア無線家が市民と行政との橋

と︑三藤さんが飼い主への声掛

一員﹂として飼育される方が増
ジとの間をダンボールで仕切る
を持つ飼い主は少なくないと思

はコチラ
まで

実績が認められ、平成26年２月『緊急

分たちのマンションは自分たち

の情報を迅速に災害本部へ伝えます。

団体の想い

えており︑大規模な災害が発生
配慮もします︒また︑一般の避
います︒﹁ペット同行避難訓練

もっと知りたい！
参加したい！

えてくれます︒もしものときに安全に行動できるよ

地域貢献をしているアマチュア無線家

で守る﹂という自覚︑連帯感が

アマチュア無線とは…
で救援物資が足りない」等の被災現場

けも行っています︒

した際には多くの飼い主がペッ
難訓練では消防署員が立ち会う
が周知され︑様々な地域の防災

訓練ではペットの身元を確認

トと一緒に避難所に避難しま
こともありますが︑ペット同行
訓練に今後取り入れられれ

大切な〝家族〟守る

す︒ペットは飼い主の心の拠り
避難訓練ではペットの様

所となる一方で︑避難所は
ば︒﹂と語る三藤さんの言葉に
までをサポートしたい︒﹂とい

子を確認するために獣医

動物の苦手な方︑動物に対
代表の三藤さんは﹁飼っ
う団体のペットへの深い愛情が

は︑﹁動物が生まれてから死ぬ

ていない人たちにとって︑
かいま見えました︒

れば︒﹂と訓練の狙いを話

して︑少しでも理解が深ま

し︑臭いもする︒訓練を通

ペットはうるさく感じる

師が立ち会います︒

してアレルギーをお持ちの
方など︑様々な方が共に生
活をする場でもあります︒
このため︑被災時にはお互
いに協力し︑ルールに基づ
いて生活することが望まれ
ます︒
します︒
初めは︑﹁なんで訓練に
犬を連れてきているん
だ︒﹂という声もあったそ
うですが︑ 年以上続けて
きたことで地域の方々の理
丁

解を得られるようになりま
した︒今では︑東越谷
目の自治会防
災倉庫には寄
贈されたケー
ジが備蓄され
ています︒
﹁地域の方々
の理解を深
め︑飼育者同
士のコミュニ
ケーションを

図るためにも︑こ
うした地域に密着
した避難訓練の方
が広域の避難訓練
と比べ︑効果的で
現実的だ︒﹂と古
川さんは地域との
連携の必要性を言
います︒
連絡先

ー

９６５
ー２５６４

動物との共生を考える
市民の会
三藤 恵子
代表

電話 ０４８

この本は家族と財産を守る安全対策テクニック

うに︑小さな子どもでも読みやすく︑また︑大人がわ

の団体です。30年以上にわたる活動の

「アマチュア無線」
とは、純粋な趣味で
行われる無線通信です。営利を目的と
した運用は、禁じられています。
パーソナル無線と違い、国が定めた無
線従事者免許証と無線局免許状の2
つが必要です。
個人の無線機で連絡ができるため、災
害等緊急時には、貴重な通信手段とし
ても活躍しています。

は現地のアマチュア無線家が活躍し、

種
状況を報告する役割を担うこととなり

難場所なのです︒避難所へは情

貢献しています。

今 回 は︑﹃動 物 と の 共 生 を
考える市民の会﹄の代表三
藤恵子さんと同会員の古川
京子さんに︑被災時におけ
るペット同行避難訓練につ
いてお話を伺ってきました︒

訪れた転機
もともと犬・猫に対する適正
飼育の啓発活動や地域猫飼育者
に対する支援︑協力を行ってき
た同団体︒﹃ペット同行避難訓
練﹄を始めたきっかけは︑２０
０４年新潟県三条市の水害で︑
被災動物への対応や保護の必要
性についての講演を聞いたこと
でした︒﹁訓練くらいはやらな
きゃいけない︒人が逃げる時に
は︑動物も一緒に逃げる︒その
ことを地域の人たちには分かっ
てもらわなきゃいけない︒﹂と
古川さんは言います︒

自然災害が起きたときや︑天気の状態が危ないとき

気象庁のマスコットキャラクター﹁はれるん﹂が︑

出版社 東京堂出版
著者 堀江 譲
絵と文 日本気象予報士会 監修

はれるんのぼうさい教室
もしものとき︑どうすればいいの？

中央図書室より所蔵本のご案内
まさか我が家が
命と財産を守るサバイバル・マニュアル
出版社 潮出版社
著者 和田 隆昌
災害のニュースを観て︑﹁備えあれば憂いなし﹂と
思いながらも︑時が経つにつれ︑防災の思いが薄れ

をわかりやすく解説した１冊です︒火災・震災編︑暮

かりやすく子どもに教えられるように危険対策が

にどう行動すればよいのかを︑豊富なイラストで教

ら し・健 康 編 ︑自 然 災 害 編 ︑ア ウ ト ド ア 編 で 構 成 さ

取り上げられています︒これから暑い夏に向け︑急

てしまうということはありませんか︒

れ︑毎日の生活で起こりうる危険をいかに防ぐかが

な大雨や熱中症対策など︑親子で何に気を付けたら
よいのか︑一緒に考えてみるのも大切ですね︒

皆さんのすぐ身近にも、このような

17

ワンポイントアドバイスとしてまとめられています︒
日本は稀にみる﹁自然災害多発国﹂として常に脅
威にさらされていることを今一度︑この本を通し︑
見直してみてはいかがでしょうか︒

市が認めたアマチュア無線の有用性

大切です︒

⬅

JARL越谷クラブはアマチュア無線

28

動物との共生を考える市民の会

市
民
活
動
28

10

JARL 越谷クラブ

防災・減災

JARL

▲ケージの間は段ボールで仕切ります。

市民の力で
特集

▲獣医師が立ち合いました。

⬅

KOSHIGAYA

10

10

▲児童館コスモス内の基地局
ベランダは共有スペースです▶
坂田佳代子氏
ブロック長

21

時における情報等の提供に関する協

埼玉県マンション管理士会 東ブロック
マンション管理士会
インタビュー

!?

・越谷市役所危機管理課
☎963-9285
・越谷市北部出張所
恩間181-1
☎978-4141
・越谷市南部出張所
南越谷1-2876-1 ☎988-6611
村山 泰氏
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