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※各イベントについてのお問合せは主催者にお願いします。　お預かりした個人情報は催し物のために利用し、その他の目的には一切利用いたしません。 2020年9月7日発行  第449号次回の発行は2020年9月21日です

掲載しているイベントは新型コロナウイルス感染症により中止・延期となる場合があります。
開催の有無、予防対策については各主催者にお問合せください。

水害から身を守ろう ～「わが家の」防災計画～

■日時 10月3日(土)・4日(日)　各9時～17時
　　　  ＊定例自然かんさつ会　各日14時～15時
■会場　埼玉県自然学習センター（北本市荒井5-200)　
　　　　JR「北本駅」西口からバス「北里大学メディカルセンター」
　　　　または「石戸蒲ザクラ入り口」行き15分、「自然観察公園前」　
　　　　下車徒歩1分　駐車場あり

「佐渡トキ応援お米プロジェクト」と「美ら島応援もずくプロジェクト」は10周年をむかえました。
生産者の皆さんへの感謝やエールの気持ちを込めた「ありがとうメッセージ」、お米やもずくを食べての感想や写真、
おいしいレシピをwebとはがきで募集します。

生産者への「ありがとうメッセージ」

自然に親しむイベントデー
「きのこの日」
多種多様な自然のきのこにまつわる展示やイベントが盛りだく
さんの 2日間です。
＊食べたり採集したりするイベントはありません

問題です！埼玉県の県土に占める河川の面積割合は日本で何位でしょう。
　①1位　② 2位　③ 3位

産直新潟佐渡コシヒカリなどの対象商
品の売り上げの一部を「佐渡市トキ環
境整備基金」へ寄付し、佐渡市がすす
めるトキの野生復帰と生きものをはぐ
くむ農業を応援します。

みらい家では、クイズ大会の最中です。

被災地の復旧・復興支援にご協力ありがとうございました
主催・問合せ　
埼玉県自然学習センター　
☎048(593)2891 9時～17時（月休）
＊館内ではマスクの着用をお願いします
＊定例自然かんさつ会は人数制限をする場合があります。事前にホームページを  
  ご確認ください。参加の際には野外活動に適した服装や準備（汚れてもよい
  服装・運動靴・帽子・水筒）をお願いします

開催中止のお知らせ

詳しくはこちら

大募集

緊急支援募金
コープみらいでは、復旧・復興への支援を目的に緊急支援
募金を呼びかけ、組合員の皆さんからたくさんの募金をお
寄せいただきました。
募金は、被災された方々への義援金、被災地の復興支援活
動費用、産直産地等への復旧支援に役立てられます。

食べて応援
宅配や店舗で被災産地の農産品を販売し、ご利用を
通じて産地や生産者を応援いただきました。
（2019 年台風15号・19 号）

・2019 年台風15号・19 号緊急支援募金

2億5,798万2,228円

みらい家

荒川

利根川

埼玉県は西部は関東山地が、中部は台地が広がっています。
東部は関東平野のほぼ中央に位置していて、全体的に平坦な
土地です。また東部を中心に、利根川や荒川など大きな河川
が流れ、それらにつながる河川もたくさんあります。

答えは②の2位。
鴻巣市と吉見町との間を流れる荒川の川幅は日本一なんだって。『川の国埼玉』って本当ね！

川が身近にあるってことは、水に対する備えも大切ってことよね。
去年の台風の時には避難勧告等の避難情報が出たり、被害にあった地域もあるわ。

良い機会だから、水の災害についてみんなで考えてみよう。
洪水や集中豪雨などで、建物などが水につかることを「浸水」と言うのだけれど、
20㎝浸水すると、どうなると思う？
　①水の流れに足を取られ、大人でも歩けなくなる可能性がある
　②車のエンジンが停止する
　③外開きのドアは子どもの力では開けられなくなる

長靴で歩ける？

20cmって500mlのペットボトルの高さぐらいね。どれも大げさな気がするわ。

浸水時は長靴に水が入るから運動靴にしようね。
それに水の力はとっても大きいから侮れないよ。 答えは中面

新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、来場者をはじめ本イベントに関わる全ての皆様の健康と安全を第一に考慮し、
今年予定していた「コープみらいフェスタ」の埼玉・東京での開催は中止となりました。

参加費
無料

申込
不要 【コープデリ宅配】

コーププラザでは募金箱、店舗では備え付けの募金箱およびレジで
承ります。またレジではポイントカードのポイントでの募金も承ります。
（1 ポイント＝1 円）

【コーププラザ・店 舗】

OCR注文書に申込み番号と口数をご記入ください。
＊eフレンズでもお申込みいただけます

問合せ　コープみらい CSR推進部 
☎048(839)1849 9時～17時(土日祝休)

1口    100円・・・・・・・・・286443   
1口 1,000円・・・・・・・・・286605　 
ポイントでの募金も承ります。（1ポイント＝1円）

1口   10ポイント・・・287024
1口 100ポイント・・・287032
全ポイント・・・・・・・・・・・・287041 
＊全ポイントは数量「１」と記入

「ふくしま復興応援募金」にご協力をお願いします
福島の復興への歩みを支援するため、「ふくしま復興応援募金」に
取組んでいます。お預かりした募金は、福島県の避難者の生活再建
や復興支援の取組みなどに活用されます。
＊この募金は「寄付金控除」の対象にはなりません

締切り：9月25日（金）＊web応募は当日正午、はがき応募は当日必着
応募いただいた方の中から抽選で10人にコープ商品の詰め合わせをプレゼント。
結果は発送をもってかえさせていただきます。

美
ちゅ
ら島
しま
応援もずくプロジェクト

～伊平屋島がこの先もずっと、美しい島でありますように～
佐渡トキ応援お米プロジェクト

～生きものにやさしい米づくりで、佐渡をトキのふるさとに～

トキの野生復帰は順調に進んでいます
開始当初の10 年前はトキを目にすることは奇跡に近いことでした
が、今では佐渡の空を舞うトキの姿を日常的に見ることができます。
トキの数は400 羽を超え、大きな成果が表れています。

対象商品 1点につき 1円を「伊平屋村
美ら島応援基金」へ寄付し、沖縄・伊
平屋島の豊かな自然や、もずくが育つ
きれいな海を守るための活動を応援し
ます。

もずくを食べることで島の自然を守る
美しい島であり続けるために、海岸清掃活動を定期的におこなって
います。また、伊平屋島にはごみを処理する施設がなく、処理費用
が島にとって大きな負担となっているため、寄付金はこれらの自然
環境保護活動の取り組みに活用されています。

＊対象商品の一例 ＊対象商品の一例

問合せ　コープみらい 組織運営部「ありがとうメッセージ」係 E-mail： mirai_soshikiunei@coopdeli.coop

20cmの高さに
線を引いてみよう

・2020 年 7月豪雨災害支援募金
8月16日まで呼びかけ、現在集計中
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答えは、③。
外開きのドアは子どもの力では開けられなくなる
大人でも開けるのがやっとなほどなんだよ。 水の流れに足をとられ、大人で

も歩けなくなることがあります。
車は浮き、流されてしまう可能
性があります。

大人でも外開きのドアを開ける
ことができなくなります。
車はエンジンが停止します。

子どもは外開きのドアを開ける
ことができなくなります。

車のブレーキ性能は低下。安全
な場所へ移動させる必要があり
ます。

そうなんだ。浸水って大変なことなんだね。
うちは大丈夫？

『ハザードマップ』で調べることができるわ。　

ハザードマップで調べてみよう

『ハザードマップ』って、なに？　

自然災害による被害を予測して、被害範囲を地図に示したものなのよ。おうちが安全な場所なのかどうかを確認できるの。

うちは色がぬられているよ。
水があふれそうな時はどうしたらいいの？

ハザードマップに「緊急避難場所」のマークがあるでしょう。
このマークは災害の時に避難する場所なの。
うちから一番近い緊急避難場所は小学校ね。

じゃあ、いつ避難したらいいの？何をもっていけばいいの？
そんなこと考えたことないから、私、心配。

ぼうやがまだ小さいから、
早めに避難しよう。

ハザードマップは災害の種類別に地図があり、災害発生の恐
れの高い地域が着色されています。例えば洪水や内水のハ
ザードマップでは、想定される浸水に対して深さ（浸水想定域）
が一目でわかるように表示されています。

大雨・台風時には「洪水」「内水」「土砂災害」の
ハザードマップを確認しましょう。

また国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では、日本全国のハザードマップ
を見ることができます。
＊ハザードマップの配布については、お住まいの市町村にお問合せください

ハザードマップで調べてみよう

自宅は　  色が塗られていた　　→災害の危険があるので原則として自宅の外に避難が必要です
　　　　  塗られていなかった　→色が塗られていなくても、周りと比べ低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、
     　　　　　　　　　　　　　　　市町村からの避難情報を参考に必要に応じて避難してください
　　　　  ＊同様に避難経路、勤務先や通勤経路も確認しましょう

●指定緊急避難場所
　洪水・土砂災害・地震など災害種類ごとに指定されています。
　指定緊急避難場所はハザードマップに記載されています。
　＊避難する際には、事前に市町村のホームページ等で
　　開設状況を確認しましょう

●安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人宅　
　日ごろから避難について相談しておきましょう。

●自宅（以下の条件がすべて満たせる場合）
　①洪水により家屋が崩壊、または崩落してしまう
　　恐れが全くない区域である
　②浸水が推定される高さよりも高いところに避難できる
　③浸水しても水が引くまで我慢でき、また水や食糧
　　などの備えが十分にある（1週間～10日程度）

緊急避難場所 避難所兼緊急避難場所

避難可能な場所を確認しましょう避難先を考える

うちは浸水地域だから、小学校に緊急避難する予定ね。

①避難について学ぶ
（住んでいる場所の特徴・避難先・避難行動の確認など）

②いつ、何をするべきか家族で話し合う

避難計画を立てよう

ひなん、する！

「わが家の」マイ・タイムラインを作ってみよう。

避難が必要な場合、自分や家族は移動に　
 時間がかかる　

　  →警戒レベル3  が出たら、危険な場所からすぐ避難しましょう
 すぐに動ける　

　  →警戒レベル4  が出たら、危険な場所からすぐ避難しましょう

③マイ・タイムライン記入欄にとるべき行動を記入し完成させる
家族全員分の防災リュックの用意や、水や食料の確認も大事ね。
テレビやラジオからの情報収集はもちろん、防災情報のアプリも
スマートフォンに入れておきましょう。

④家族がよく見る場所に置いて、いざという時に活用する

みんながよく見るところって、どこだ？

冷蔵庫ならお父さんもぼくたちも
絶対に見るよ！

みらい家の防災対策は一歩進んだようです。皆さんも「わが家の」防災計画を進めましょう。

「防災マニュアルブック（風水害・
土砂災害編）」は、マイ・タイムラ
インについての詳しい説明や、事
前に確認すべき項目をまとめたマ
ニュアルブックです。
記入例をお手本に、わが家のマイ・
タイムラインの作成ができます。
ホームページでの閲覧やプリント
アウトも可能です。

マイ・タイムライン記入例

Webでマイ・タイムライン
国土交通省　関東地方整備局　水害対策センター

どのような行動をするかを項目から選んだり、文字を入
力したりしながら、手軽にホームページ上でマイ・タイ
ムラインが作れます。　

検索　埼玉県　風水害への備え

検索webでマイ・タイムライン

埼玉県災害対策アプリ「まいたま防災」
埼玉県公式のスマートフォンアプリ。
いざという時に役立つ防災情報や、
非常時の緊急情報などお知らせしています。　

３日前
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避難しよう！

警戒レベル 4＊

情報収集
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検索 ハザードマップポータルサイト

「災害種類ごと」ってことは、
地震の時は避難できるけど
洪水の時はだめな

避難所とかもあるのね。

防災マニュアルブック
（風水害・土砂災害編）埼玉県　危機管理防災部

いざという時に慌てないためにマイ・タイムラインと言う、
行動チェックリストや判断のサポートツールとして役立つ
ものがあるんだよ。

大雨や台風等が接近し風水害の危険が高まっている時に、自分自身がとる行動を時間の流れ
に沿って整理したものがマイ・タイムラインです。事前に準備しておくことで、災害発生の危
険が迫った際どのように行動するか素早く判断できます。

＊警戒レベルは市町村から発令されます
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答えは、③。
外開きのドアは子どもの力では開けられなくなる
大人でも開けるのがやっとなほどなんだよ。 水の流れに足をとられ、大人で

も歩けなくなることがあります。
車は浮き、流されてしまう可能
性があります。

大人でも外開きのドアを開ける
ことができなくなります。
車はエンジンが停止します。

子どもは外開きのドアを開ける
ことができなくなります。

車のブレーキ性能は低下。安全
な場所へ移動させる必要があり
ます。

そうなんだ。浸水って大変なことなんだね。
うちは大丈夫？

『ハザードマップ』で調べることができるわ。　

ハザードマップで調べてみよう

『ハザードマップ』って、なに？　

自然災害による被害を予測して、被害範囲を地図に示したものなのよ。おうちが安全な場所なのかどうかを確認できるの。

うちは色がぬられているよ。
水があふれそうな時はどうしたらいいの？

ハザードマップに「緊急避難場所」のマークがあるでしょう。
このマークは災害の時に避難する場所なの。
うちから一番近い緊急避難場所は小学校ね。

じゃあ、いつ避難したらいいの？何をもっていけばいいの？
そんなこと考えたことないから、私、心配。

ぼうやがまだ小さいから、
早めに避難しよう。

ハザードマップは災害の種類別に地図があり、災害発生の恐
れの高い地域が着色されています。例えば洪水や内水のハ
ザードマップでは、想定される浸水に対して深さ（浸水想定域）
が一目でわかるように表示されています。

大雨・台風時には「洪水」「内水」「土砂災害」の
ハザードマップを確認しましょう。

また国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では、日本全国のハザードマップ
を見ることができます。
＊ハザードマップの配布については、お住まいの市町村にお問合せください

ハザードマップで調べてみよう

自宅は　  色が塗られていた　　→災害の危険があるので原則として自宅の外に避難が必要です
　　　　  塗られていなかった　→色が塗られていなくても、周りと比べ低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、
     　　　　　　　　　　　　　　　市町村からの避難情報を参考に必要に応じて避難してください
　　　　  ＊同様に避難経路、勤務先や通勤経路も確認しましょう

●指定緊急避難場所
　洪水・土砂災害・地震など災害種類ごとに指定されています。
　指定緊急避難場所はハザードマップに記載されています。
　＊避難する際には、事前に市町村のホームページ等で
　　開設状況を確認しましょう

●安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人宅　
　日ごろから避難について相談しておきましょう。

●自宅（以下の条件がすべて満たせる場合）
　①洪水により家屋が崩壊、または崩落してしまう
　　恐れが全くない区域である
　②浸水が推定される高さよりも高いところに避難できる
　③浸水しても水が引くまで我慢でき、また水や食糧
　　などの備えが十分にある（1週間～10日程度）

緊急避難場所 避難所兼緊急避難場所

避難可能な場所を確認しましょう避難先を考える

うちは浸水地域だから、小学校に緊急避難する予定ね。

①避難について学ぶ
（住んでいる場所の特徴・避難先・避難行動の確認など）

②いつ、何をするべきか家族で話し合う

避難計画を立てよう

ひなん、する！

「わが家の」マイ・タイムラインを作ってみよう。

避難が必要な場合、自分や家族は移動に　
 時間がかかる　

　  →警戒レベル3  が出たら、危険な場所からすぐ避難しましょう
 すぐに動ける　

　  →警戒レベル4  が出たら、危険な場所からすぐ避難しましょう

③マイ・タイムライン記入欄にとるべき行動を記入し完成させる
家族全員分の防災リュックの用意や、水や食料の確認も大事ね。
テレビやラジオからの情報収集はもちろん、防災情報のアプリも
スマートフォンに入れておきましょう。

④家族がよく見る場所に置いて、いざという時に活用する

みんながよく見るところって、どこだ？

冷蔵庫ならお父さんもぼくたちも
絶対に見るよ！

みらい家の防災対策は一歩進んだようです。皆さんも「わが家の」防災計画を進めましょう。

「防災マニュアルブック（風水害・
土砂災害編）」は、マイ・タイムラ
インについての詳しい説明や、事
前に確認すべき項目をまとめたマ
ニュアルブックです。
記入例をお手本に、わが家のマイ・
タイムラインの作成ができます。
ホームページでの閲覧やプリント
アウトも可能です。

マイ・タイムライン記入例

Webでマイ・タイムライン
国土交通省　関東地方整備局　水害対策センター

どのような行動をするかを項目から選んだり、文字を入
力したりしながら、手軽にホームページ上でマイ・タイ
ムラインが作れます。　

検索　埼玉県　風水害への備え

検索webでマイ・タイムライン

埼玉県災害対策アプリ「まいたま防災」
埼玉県公式のスマートフォンアプリ。
いざという時に役立つ防災情報や、
非常時の緊急情報などお知らせしています。　

３日前
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情報収集避難の準備

氾濫発生 

避難しよう！

警戒レベル 4＊

情報収集

警戒レベル 3＊
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検索 ハザードマップポータルサイト

「災害種類ごと」ってことは、
地震の時は避難できるけど
洪水の時はだめな

避難所とかもあるのね。

防災マニュアルブック
（風水害・土砂災害編）埼玉県　危機管理防災部

いざという時に慌てないためにマイ・タイムラインと言う、
行動チェックリストや判断のサポートツールとして役立つ
ものがあるんだよ。

大雨や台風等が接近し風水害の危険が高まっている時に、自分自身がとる行動を時間の流れ
に沿って整理したものがマイ・タイムラインです。事前に準備しておくことで、災害発生の危
険が迫った際どのように行動するか素早く判断できます。

＊警戒レベルは市町村から発令されます
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