
災害が起きた時、助け合うことが大切です。
まわりの人が助けてくれたり、
あなたが助けたりすることが必要になります。

①住んでいる地域の防災訓練には、できるだけ参加する。
②日ごろからまわりの人たちと交流する。
③歩いて家に帰る道を確認しておく。

La Ayuda Mutua es muy importante al ocurrir un desastre.
Las personas de su alrededor les prestarán ayuda, siendo necesaria su ayuda también.

①En lo posible participe en los simulacros de prevención
　contra desastres de la región donde vive.
②Conozcamos y llevemos vida social con nuestros vecinos.
③Confirmemos con anticipación la ruta de regreso
　a casa caminando.

水、缶詰などの食料品、懐中電灯、携帯ラジオ、電池、きず薬、
ばんそうこう、いつも飲んでいる薬、現金（小銭も）、パスポート、
在留カード、携帯電話、充電器、筆記用具、軍手、ティッシュ、
タオル、服、下着、ビニール袋など

Agua, alimentos como conservas, linternas, radio portátil,
pilas, medicamentos para heridas (desinfectantes), curita
(tirita adhesiva), medicina que toma diariamente, dinero
en efectivo (también monedas), pasaporte, tarjeta de
residencia, teléfono celular, cargador, utensilios para
escribir (papel, lápiz), guantes, pañuelos de papel
(tissue), toallas, ropas, ropa interior, bolsas de plástico,
entre otros.

Prevención de desastres dentro de la vida diaria
非常時の持ち出し品

Artículos para llevar en casos de emergencia

左のマークがあるガソリンス
タンドやコンビニエンススト
アなどでは水道水・トイレ・
道路情報などのサービスを受
けることができます。

Las Gasolineras y/o tiendas de 24 
horas que tienen la marca de la 
izquierda, proporcionan información 
sobre servicios de agua potable, 
servicios higiénicos además de 
informaciones sobre rutas y aminos.

避難所では避難カードを見せてください。 カードに書いて、いつも持っておきましょう !

Muestre ésta Tarjeta de Evacuación en los Lugares de Refugio
¡Rellenela y llevémosla siempre!

◆ Nombre　名前 /

◆ Dirección　住所 / 

◆ TEL / 

◆ Idioma que habla　話ができることば /

◆ Tipo de sangre　血液型 /

公益財団法人 大阪国際交流センター
〒543-0001大阪市天王寺区上本町8丁目2番6号

こうえきざい だんほうじん

おおさかし てんのう じ く うえほんまち ちょうめ ばん ごう

おおさかこくさいこうりゅう

Fundación Casa Internacional de Osaka
〒543-0001 Osaka-shi Tennoji-Ku Uehommachi 8-2-6
TEL：06-6773-8182　FAX：06-6773-8421
http://www.ih-osaka.or.jp/Consultas

お問い合せ
と あわ

日本は地震がよく起こる国です。
大阪でも、今後大きな地震が起きると言われています。

そして、地震による津波では大きな被害がでることが予想されます。
このガイドでは、地震や津波から身を守るためのポイントを紹介しています。

Japón es un país donde ocurren terremotos con frecuencia.
Se dice que en Osaka, también vendrá un terremoto en gran escala. 
Además se prevén innumerables daños provocados por la venida del

maremoto causadas como consecuencia del terremoto.
En éste folleto Ud. podrá informarse sobre los puntos importantes

para protegerse de terremotos y maremotos

¡Informémonos!
Preparémonos contra los desastres

¡Informémonos!
Preparémonos contra los desastres

外国人のための防災ガイド
がい　こく　じんがい　こく　じん ぼう　さいぼう　さい

Tarjeta de Evacuación 　避難カード

知っておこう !

災害に備えて
知っておこう !

災害に備えて

しし
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暮らしの中での防災

＜スペイン語 / 日本語版＞＜スペイン語 / 日本語版＞
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津波から身を守るために
Protejámonos del Maremoto

地震から身を守るために
Protejámonos del Terremoto

災害への備え
Preparémonos contra los desastres

①大きな家具など、倒れないように固定する。
②非常持ち出し品をバッグなどに入れ、すぐに持ち出せるようにしておく。
③食べ物や飲み水を 3日～ 7日分用意しておく。
④家の近くの避難所の場所を確認しておく。
⑤家族で落ち合う場所、連絡方法などを決めておく。

①Aseguremos los muebles para evitar sus caídas.
②Ponga en una maleta y/o mochila los artículos de emergencia,
　déjelo en lugares visibles, para llevarlos consigo inmediatamente.
③Deje preparado agua y alimentos para un lapso de 3 a 7 días.
④Confirme los Lugares de Refugio cercanos a casa.
⑤Hable con sus familiares sobre el Lugar de Reunión y la forma de
　contactarse en caso de ocurrir algún desastre.

①コンロの火やストーブなどを消す。
②避難の準備をする。
(出口の確保、電気のブレーカー、ガスの元栓、靴を履くなど )

①急いで、できるだけ高い場所に逃げる。
②車では逃げない。
③海岸や川には近づかない。

地震により、家が壊れたり、避難指示・避難勧告がでたとき、一時的に避難生
活ができる場所が避難所です。小学校や中学校は避難所になっていることが
多いです。避難所には、水や食べ物、毛
布などが配給されます。集団生活にな
るので、ルールを守り、周りの人と協
力し合いましょう。

Un lugar donde podrá vivir temporalmente en caso de no ser posible
la vida en su hogar, debido a destrucciones ocasionadas por el terremoto,
y/o por las alarmas de advertencia de evacuación. En su mayoría, las
Escuelas están designadas como Lugares de Refugio. Aquí se reparten
agua, alimentos, frazadas, etc. Se lleva una vida grupal. Por favor, respete
y cumpla los reglamentos determinados, cooperando mutuamente con las
perrsonas de su alrededor.

地震が起きたら

津波が起きたら

揺れがおさまったら

①まずは落ち着いて、身を守る。
②火には近づかない。

避難所とは…

El Lugar de Refugio es…

①Apague el fuego de las hornillas y/o estufas.
②Prepárese para la evacuación.
（asegúrese de la salida, del cortacircuitos, de la llave del gas,
de ponerse los zapatos, etc.）

En caso de ocurrir un terremoto

Cuando cese el movimiento

①Mantenga la calma y protéjase. 
②No se acerque al fuego.

En caso de ocurrir un maremoto

Lugar de Refugio más cercano 

最寄りの避難所 / 

＋

①Escape a edificios altos lo más
   rápido posible.
②No escape en vehículos.
③No se acerque a la orilla 
   del mar y/o ríos.

〈NTT docomo〉 http://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/
〈au〉 http://dengon.ezweb.ne.jp
〈SoftBank〉 http://dengon.softbank.ne.jp
〈Y!mobile〉 http://dengon.clubh.ne.jp

＜NTT Nishi Nihon＞「Tablero de Mensajes Broadband en caso de desastres (web171)」

＜NTT 西日本＞「災害用ブロードバンド伝言版 (web171)」
http://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/
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Tablero de Mensajes en caso de desastres (computadoras) 災害用伝言版 (パソコン)
さいがいようでんごんばんさいがいようでんごんばん

災害用伝言版 (携帯)Tablero de Mensajes en caso de desastres (teléfonos celulares)
さいがいようでんごんばんさいがいようでんごんばん けいたいけいたい
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Tarjeta de Evacuación 　避難カード

津波避難施設のマーク
つ なみ ひ なん し せつ

Marca de instalaciones
de evacuación en casos de maremoto

①Escuela y/o Empresa　学校・会社 / 

②Consulado　領事館 /

①Dentro del país　国内 /

②Fuera del país　国外 /

TEL

Contacto en casos de emergencia  緊急連絡先

Línea de Mensajes en caso de desastres 171 (para teléfonos de casa)

1 17 http://www.ntt-west.co.jp/dengon/

Forma de confirmar la seguridad de los familiares　安否確認方法　
あん    ぴ　 かく  にん   ほう   ほうあん    ぴ　 かく  にん   ほう   ほう
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a través de la radio, televisión, internet, etc.
Informémonos correctamente

テレビやラジオ、インターネットなどから
正しい情報を知る
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