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津波の様子を見に行ったり、
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のは　　　　絶対ダメ !!
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「ゆれている」と思ったら、まず　自分の　体を　守って

ください。ゆれなくなったら　津波が　来ないかどうか

テレビや　ラジオ、スマートフォンで　調べて　ください。
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地震が　　　　来たら　　　　津波も　　　　来ます !!地震が　　　　来たら　　　　津波も　　　　来ます !!
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「津波警報」や　「津波注意報」は　本当に　危ないときに　出ます。

「津波警報」や　「津波注意報」が　出たときはすぐに　海や　川から　遠い　ところに　逃げて　ください。
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テレビ・ラジオ・スマートフォンなどで

正しい　情報を　集めて　ください。

防災アプリや　堺市ホームページでも

情報を　集めることが　できます。
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逃げるときは　車や　自転車を　使わないで　ください。

車を　使うと　道路が　車で　いっぱいに　なります。　

道が　こわれている　ことも　あります。

気をつけながら　歩いて　ください。
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津波は　海と　川から　来ます。　津波は　海から　川を　通って　町の中に　来ます。

海の　近くに　行かないで　ください。　そして、川の　近くにも　行かないで　ください。
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津波注意報や　津波警報が　終わるまで　安全な　ところに

いて　ください。　最初の　波より　あとの　波のほうが　

高いときも　あります。
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地震が　　　　起きると　　　　電気 ・ ガス ・ 水道　　　　が　　　　止まるかも

しれません。 携帯電話が　　　　つながりにくく　　　　なります。
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津波は　地震の　あとで　来る　高い

波のことです。津波は　とても　速いです。

車や　家が　流されます。 　津波が　来ると

大きな　災害に　なります。
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余震は　大きな　地震の　あとに　何回も

起こる　地震です。　強い　地震が　起こることも

あります。　「ゆれなくなったから　大丈夫 !」と

安心しないで　ください。
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1m ～ 3m の 大きな 波が くるときの　お知らせ。
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20cm ～ 1m の　波が　来るときの　お知らせ。
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※たとえば、 三宝小学校から　　　　　　　　JR 阪和線 「堺市駅」 まで、　　　　　　　　約 3.6km あります。 大人が　　　　早く　　　　歩いても　　　　50 分以上　　　　かかります。※たとえば、 三宝小学校から　　　　　　　　JR 阪和線 「堺市駅」 まで、　　　　　　　　約 3.6km あります。 大人が　　　　早く　　　　歩いても　　　　50 分以上　　　　かかります。
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日本は　　　　地震が　　　　とても　　　　多い国です。日本は　　　　地震が　　　　とても　　　　多い国です。
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地震は　　　　いつ　　　　起きるか　　　　わかりません。地震は　　　　いつ　　　　起きるか　　　　わかりません。
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