
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。

Importanteng magtulungan sa panahon ng sakuna. 
Kakailanganing mag-tulungan ang isa’t-isa.

①Sumali sa pagsasanay para sa sakuna (disaster drill) sa inyong
　tinitirhang lugar.
②Regular na makipag-ugnayan sa mga kapitbahay.
③Tiyaking alamin ang mga madadaanan daan papunta sa iyong  
　bahay.

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

Tubig, delata, flashlight, portable radio, baterya, 
bandage, mga gamot na madalas inumin, pera (pati barya), 
passport, Residence Card, cell phone, battery charger, 
gamit sa pagsulat (papel/ballpen), gloves, tissue, towel, damit,
underwear, plastic bag, atbp.

Pag-iwas sa Sakuna sa Pang-araw-araw na Pamumuhay
非常時の持ち出し品

Mga emergency goods na kailangan sa paglikas

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。

Ang mga gas station at 
convenience store na may 
ganitong logo (nasa kaliwa) ay 
nagbibigay ng tubig, 
nagpapagamit ng banyo at 
nagbibigay ng impormasyon 

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 !

Ipakita ang card na ito sa evacuation site.　　　　　　　　　　　　　　　　　
Punan ito at dalhin palagi!

◆ Pangalan　名前 /

◆ Tirahan　住所 / 

◆ TEL / 

◆ Wikang alam　話ができることば /

◆ Blood Type　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

Osaka International House Foundation
2-6 Uehonmachi 8-chome,
　　　　　　　　　Tennoji-ku,Osaka543-0001
TEL：06-6773-8182　FAX：06-6773-8421
http://www.ih-osaka.or.jp/

Para sa mga
 katanungan
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。

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

Evacuation Card　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

さい　　 がいさい　　 がい そなそな

暮らしの中での防災

＜フィリピン語 / 日本語版＞＜フィリピン語 / 日本語版＞

Alamin natin!
Maghanda Tayo para sa Sakuna

Madalas ang lindol sa Japan.
 Malaki ang posibilidad na magkaroon ng malakas na lindol kahit sa Osaka.
Inaasahang malaking pinsala ang idudulot ng tsunami na resulta ng lindol.

Nagbibigay ang guidebook na ito ng mga tuntunin upang protektahan 
ang sarili mula sa lindol at tsunami.
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津波から身を守るために
Paano mapro-protektahan ang iyong sarili mula sa Tsunami

地震から身を守るために
Paano mapoprotektahan ang iyong sarili mula sa lindol

災害への備え
Paghahanda para sa Sakuna

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。

①Ipirmi ang malalaking kasangkapan sa bahay para hindi matumba ang 
　mga ito.
②Maghanda ng bag na may mga gamit na dadalhin sa paglikas para madali 
　itong dalhin.
③Mag-ipon ng pagkain at tubig na tatagal ng 3 hanggang 7 araw.
④Alamin ang pinakamalapit na evacuation site mula sa iyong bahay.
⑤Magtakda kung saan magtatagpo at paano makikipag-ugnayan ang 
　inyong pamilya.

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。

Kung nasira ang iyong bahay dahil sa lindol o kung naglabas ng tagubilin para sa 
agarang paglikas, maaari kang pansamantalang manatili sa Evacuation Site.
Ang mga elementarya at junior high school ang karaniwang itinatalaga bilang 
evacuation site. 
Kahit sino ay maaaring magpunta doon at mabigyan ng tubig, pagkain, kumot atbp.
Dahil marami pang ibang tao dito, sumunod sa mga patakaran at makipagtulungan sa iba.

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…

Evacuation Site ....

①Patayin ang kalan.
②Maghanda para sa paglikas.
(Siguraduhing may lalabasan, isarado ang breaker at mga
 gas valve, magsuot ng sapatos, atbp) 

Kapag lumindol

 Kapag tumigil ang pagyanig

①Manatiling kalmado at protektahan ang sarili.
②Lumayo mula sa apoy ng kalan.

Kapag nagka-tsunami

Pinakamalapit na Evacuation Site 

最寄りの避難所 / 

＋

①Agad-agad na lumikas sa mataas 
　na lugar.
②Huwag gumamit ng kotse sa paglikas. 
③Lumayo mula sa mga baybaying 
　dagat at ilog.
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Evacuation Card 　避難カード

津波避難施設のマーク
つ なみ ひ なん し せつ

Ang Sign ng 
Tsunami Evacuation Building

①Eskwela/Kumpanya　学校・会社 / 

②Konsulado　領事館 /

①Sa Japan　国内 /

②Sa abroad　国外 /

TEL

Emergency Contact Number  緊急連絡先

Disaster Message Service (171)
Mga Paraan sa Pagkumpirma ng Kaligtasan　安否確認方法　
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災害用伝言ダイヤル ( 一般電話 )
さい　 がい　 よう    でん   ごんさい　 がい　 よう    でん   ごん いっ　 ぱん    でん     わいっ　 ぱん    でん     わ

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

＜NTT WEST＞「Broadband Disaster Message Board (Web171)」

＜NTT 西日本＞「災害用ブロードバンド伝言版 (web171)」
https://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/

にしにほん さいがいよう でんごんばん

Computer “Disaster Message Board” 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)Mobile “Disaster Message Board”
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

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

〈NTT docomo〉 〈au〉 〈SoftBank〉 〈Y!mobile〉
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telebisyon, radyo o Internet
Kunin ang tamang impormasyon mula sa

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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