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　大規模な災害が発生した初期段階では、消防隊や救急隊への出動要請が集中し、
消火や救助などの活動が追いつかなくなることが考えられます。こうした状況では、自
分の身と家族は自ら守る「自助」と、隣近所が助け合って地域を守る「共助」で、災害に
対応しなければなりません。
　関市でも、いつ大規模な災害が発生するかわかりません。防災訓練に参加し、いざ
という時に備えましょう。

　災害が発生したとき、皆さんはどこに避難したらよいかご存じでしょうか？それぞれの自主防災会（自治
会）では、最初に避難する集合場所を決めています。
　訓練当日は、隣近所と声をかけ合って、一人でも多く集合場所に避難し、安全な道順を確認しましょう。

　10月26日早朝、大
型の台風により、市内
の広範囲において、家
屋の浸水が発生、土砂
崩れなどにより、各地
域の道路が寸断。

①サイレン（避難指示）：午前8時30分
  ・家族に声をかけ、自分自身の命と家族を守りましょう。
②集合場所へ避難
  ・非常持出袋などを持って家族で避難しましょう。
  ・隣近所に声をかけてみんなで避難しましょう。
  ・集合場所に到着したら、自主防災会長に避難したことやけが人などの状況を伝えましょう。
③自主訓練開始
  ・自主防災会を中心とした応急手当などの各種訓練に参加しましょう。
◆「自主防災会」が決めている集合場所をあらかじめ確認しておきましょう。
◆河川や、水路などの危険な箇所を家族や近所の人と確認しながら、安全に避難しましょう。
◆避難行動は原則、徒歩でお願いします。

●訓練の流れ

関市総合防災訓練
～自分自身の命と家族を守るために～ 照会先　危機管理課

　　　　☎23ー7736

10月26日（日）  午前8時30分～正午
市内全域・主会場「関市立田原小学校」

避難訓練（市内全域）

●訓練想定

と き

ところ

●市民参加訓練 ●体験・相談・見学コーナー
・避難所運営体験（リアルHUG訓練）
・倒壊家屋からの救出救護訓練
・可搬ポンプ取り扱い訓練
・消火器取り扱い訓練
・ボランティアセンター登録コーナー
・アルファ米炊き出し訓練
・心肺蘇生法・AED取り扱い訓練
・土のう積み訓練

・防災備蓄倉庫の資機材展示コーナー
・防災情報相談所（あんしんメール登録窓口）
・煙からの脱出体験
・住宅耐震診断の相談コーナー
・衛星電話、災害用伝言ダイヤル171体験コーナー
・空き缶コンロの製作および炊飯実演コーナー
・LPガス、電気に関する相談コーナー
・災害偵察用ラジコンヘリコプター展示コーナー
・消防団による操法披露
・災害対応車両展示コーナー
・陸上自衛隊・その他各関係機関展示コーナー
・マンホールトイレ展示　など

各種体験訓練（主会場）対象地域：田原地区
　田原小学校では、各種展示・体験コーナーを設置するほか、次のような訓練を行います。
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11月1日（土）
午前10時～午後４時・
2日（日）
午前９時～午後４時

上之保生涯学習センター周辺

11月23日（日）
午前9時～午後3時

上之保温泉ほほえみの湯
第２駐車場

◆主な催し　▽ぎふチャンラジオ公開生放送（ゲス
ト:八代亜紀、パク・ジュニョン、ミレア※1日午後１時
30分）▽ステージショー（円空太鼓、保育園、小中学
校、関市消防音楽隊、関商工吹奏楽部、バイクトライ
アルデモンストレーションなど）▽餅まき
◆照会先　津保川産業祭実行委員会事務局
　（☎47‐2001）

◆主な催し　▽ゆず玉・ゆず加工品販売　▽ゆず玉
品評会　▽ゆず足湯　▽ゆず餅まき　▽ゆずの種
飛ばし他スポーツイベントなど
◆照会先　上之保ゆず祭り実行委員会事務局　
　かみのほゆず㈱（☎47‐2256）

　楽しいステージイベント満載です。
　当日は関市上之保地域活性化非公式イメージ
　キャラクター“ゆずりん”も遊びに来るよ！

「関市合併10周年記念
　　第34回津保川産業祭」

「関市合併10周年記念
　  第9回上之保ゆず祭り」

11月16日（日）
午前９時～午後３時

中濃公設地方卸売市場

◆主な催し　▽品評会（米や野菜、林産物などの展
示・競り売り）▽各種農林畜産物の販売（米、野菜、
肉、花木など）▽ＪＡや市場関連の商品などの販売▽
各種模擬店▽お楽しみコーナー（農産物輪投げ・景
品付ストラックアウトなど）▽その他（関署　ミニ白
バイ展示、関消防署　煙道体験・ＡＥＤ取扱体験な
ど）▽餅まき（午前・午後２回）
◆照会先　めぐみの農業協同組合　中濃地域本部
　（☎23‐8114）

「第12回中濃農業祭」

13

11月２日（日）・
３日（月・祝）文化の日
午前９時30分～
午後４時
板取ドーム

（板取川温泉隣）
◆主な催し　▽ふれあいステージ（郷土芸能、文化
団体発表、ステージショーなど）▽屋台村（板取・武
芸川・洞戸地域の特産品・農林産物や飲食物の販売
など）▽文化交流展（文化協会各種団体、保育園、
小・中学生の作品展示）▽体験コーナー（木工教室・
川浦バスツアー・起震車体験・防災バス見学など）▽
農産物品評会及び農産物の競り▽餅まき（３日午後
４時）※両日とも板取川温泉無料開放
◆照会先　関にし秋の祭典実行委員会事務局
　（☎0581‐57-2220）
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　収穫の秋です。市内各地域の特色を生かした産業祭が開催されます。紅葉などの行楽もかねて、ぜひ
お出掛けください。

関市のいいもの発見
　　産業祭に出掛けよう！

「関市合併10周年記念
2014関にし秋の祭典in板取」

秋 の イ ベ ン ト 特 集

日時

日時

日時

日時

場所

場所

場所

場所
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岐阜県百年公園岐阜県百年公園
美濃・飛騨紅葉33選の地

期　間

10/
18 19

午前9時～午後4時（小雨決行）午前9時～午後4時（小雨決行）

日土

18日（土）

19日（日）

　両日9:00～16:00
●やきいもコーナー
●くじ引きコーナー（特産品他）

　

　両日9:00～16:00
●化石クリーニング他

●鮎の塩焼き●五平餅
●ひだ牛めし●赤飯
●SEKIおんさいからあげ
●ブルーベリー焼きドーナツ
●新鮮野菜●黒豆おこわ
●栗きんとん●みたらし団子
●鶏ちゃんから揚げ
●鶏ちゃん焼きそば
●うなぎ丼●白神しょうゆラーメン
・・・etc

■１０：００
■１０：４５
■１１：３０
■１２：２０
■１３：１５
■１４：００
■１５：００

倉知保育園
長良特別支援学校（清流舞隊）
LOVE　Belly　Dance
Blend Coffee
FC岐阜クイズ大会
岐阜県警察音楽隊
フラ・オ・レイ・ミキオラ

和太鼓演奏
よさこい踊り
ベリーダンス
アコースティックユニット
クイズに答えよう！
吹奏楽演奏
フラダンス

■９：３０
■１０：１０
■１０：５５
■１１：４０
■１２：３０
■１４：００
■１５：００

CHEER+「Pinkys」
ラウバナギーノ
avexDanceMaster DoWELL一宮
アヤノジョーとフレンズ
紙ひこうき大会
関市消防音楽隊

）トーモーニア（tromynA

キッズチアダンス
ハワイアンバンド&フラ
キッズHIPHOPダンス
J-POPライブ
紙ひこうきを飛ばそう
吹奏楽演奏
アコースティックデュオ

■１０：００
■１０：４５
■１１：３０
■１２：２０
■１３：１５
■１４：００
■１５：００

倉知保育園
長良特別支援学校（清流舞隊）
LOVE　Belly　Dance
Blend Coffee
FC岐阜クイズ大会
岐阜県警察音楽隊
フラ・オ・レイ・ミキオラ

和太鼓演奏
よさこい踊り
ベリーダンス
アコースティックユニット
クイズに答えよう！
吹奏楽演奏
フラダンス

■９：３０
■１０：１０
■１０：５５
■１１：４０
■１２：３０
■１４：００
■１５：００

キッズチアダンス
ハワイアンバンド&フラ
キッズHIPHOPダンス
J-POPライブ
紙ひこうきを飛ばそう
吹奏楽演奏
アコースティックデュオ

里山ステージ

特産品市コーナー

催し物案内

CHEER+「Pinkys」
ラウバナギーノ
avexDanceMaster DoWELL一宮
アヤノジョーとフレンズ
紙ひこうき大会
関市消防音楽隊

）トーモーニア（tromynA

関＊はもみん

●
 9:00～16:00

●

　　　　  
●消防ふれあいコーナー　
19日（日） 9:00～16:00
●国立乗鞍青少年交流の家 木片ペンダント作り
19日（日） 9:00～16:00

●警察ふれあいコーナー　
18日（土） 9:00～16:00
●ＦＣ岐阜スピードガンアトラクション
18日（土） 9:00～16:00

●岐阜県瓦葺組合青年部会
粘土で手形を作ろう！
両日 9:00～16:00

●岐阜県立関有知高校生活福祉科 
　ゆずパウンドケーキ販売（数量限定）
18日（土） 9:00～売り切れ終了
●紙ひこうき大会　
19日（日）受付：  9:00～12:00
　　　　  大会：12：30～13:45
●消防ふれあいコーナー　
19日（日） 9:00～16:00
●国立乗鞍青少年交流の家 木片ペンダント作り
19日（日） 9:00～16:00

オータム
フェスティバル
オータム
フェスティバル

その他

テントコーナー

野点お点前
●野点(お抹茶)
　10:00～15:00
18日（土）関市立上之保中学校有志

　19日（日）関市立旭ケ丘中学校有志

けんぱくワークショップ（岐阜県博物館）
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照会先 岐阜県百年公園事務所 ☎ 28-2166
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