
刈谷市末広町1-23-7　定休日：火曜日・第2月曜日
営業時間 17：00～0：00／【日】16：00～23：00

TEL:0566-22-4248

リーズナブルな価格で家庭料理を中
心に楽しんで頂けるアットホーム感
漂うレトロなお店です。気さくなス
タッフ一同、暖の想いで
お待ちしております。

イベント！お祭り！
まるごとレンタル
イベント！お祭り！
まるごとレンタル

〒448-0862　愛知県刈谷市野田新町2-205
TEL：0566-24-7843　　URL：http:www.kk-san-ai.biz
Email：event.party@kk-san-ai.com

株 式 会 社株 式 会 社

☆大学生アルバイト募集中☆

ケータリングケータリング

ディスプレイディスプレイイベントイベント

サ ン ア イサ ン ア イ

居酒屋 おてもやん居酒屋 おてもやん

B級グルメでお馴染みの
静岡おでん

介護タクシーあゆみ

刈谷市東刈谷町 1-19-15
営業時間　7:00～24:00（予約制）
電話番号　090-2947-3338
定休日 /不定休　　　駐車場 /なし

・病院や施設の送迎を始め、どのような
　ご利用も OK!
※車イスやストレッチャーの貸出し可。

・病院や施設の送迎を始め、どのような
　ご利用も OK!
※車イスやストレッチャーの貸出し可。

〈 親切・丁寧・安全 〉
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刈谷市メール配信サービス

みずから守る防災情報メールサービス

愛知県　川の防災情報 NHK ニュース・防災アプリ

刈谷市では防災ラジオを販売しています 野田市民館(仮称)がオープン！

大雨　警戒レベルとは

刈谷市役所　危機管理課TEL:0566-62-1190お問合わせは・・・

刈谷市役所　3階危機管理課
TEL:0566-62-1190

お問合わせは・・・

刈谷市役所　企画政策課
TEL:0566-95-0003

お問合わせは・・・

台風や大雨に関する警報・注意報 台風がくる前に！

KARIYA FREE Wi-Fi

必要な情報がプッシュ通知で届く

配信情報

登録方法

●注意報、警報　●地震情報、津波情報　●竜巻情報など

分野から情報を検索

目的地をマップで検索

「刈谷市メール配信サービス」とは、台風・大雨時の警報、地震に
関する情報、その他災害に関する情報、防犯情報、学校情報などを、
登録していただいた携帯電話等にメールで配信するサービスです。

市からの情報があなたのスマホに届く、市公式ポー
タルアプリ「あいかり」を配信しています。アプリ
ならではのプッシュ通知機能やイベントカレンダー、
お得なクーポンの配信など、さまざまな機能があり
ます。「あいかり」を使って、より便利で楽しい生活
をスタートさせましょう。

「子育て」、「催し」、「健康・医療」、「スポーツ」
など、希望する情報の種類を選択することで、
随時新着のお知らせが届きます。刈谷市メール
配信サービスの内容も受信できます

必要に応じて「防災」、「子育て」、「健康ガ
イド」、「公共施設連絡バス」、「ごみ出し」、
「広 報」、「KARIYA FREE Wi-Fi」の 7 つ
の分野から情報を探すことができます。

子育て支援施設をはじめ、避難所や KARIYA 
FREE Wi-Fi、公共施設連絡バスのバス停などの
場所を地図上で確認できます。目的ごとに異な
るアイコンで分かりやすくなっており、施設情
報も確認できます。

警　戒
レベル

既に災害が
発生している状況

5
警　戒
レベル4
警　戒
レベル3
警　戒
レベル2
警　戒
レベル1

命を守るための
最善の行動をとる

利用には、アプリのダウンロードが必要です。
AndroidOS4.4 以上を搭載したスマートフォンやタブレット端末、iOS10 以上の iPhone、iPad で、
無料で利用できます。App Store またはGoogle play で「あいかり」と検索

災害発生
情　報

避難準備
高齢者等避難開始

洪水注意報
大雨注意報

警報級の可能性

避難勧告・
避難指示

避難に備え、
ハザードマップなどにより、

防災気象情報などの
最新情報に注意するなど、

高齢者　障がい者
乳幼児 などと、

全員避難

その支援者は避難、他の住民は準備

※身に危険を感じた時は警報レベルに関わらず避難してください。
※必ずしも段階的に、レベル１から順番に発令されるとは限りません。

（緊急）

（早期注意情報）災害への心構えを高める

自らの避難行動を確認

●緊急地震速報や避難勧告等、災害時の緊急情報を
　お知らせします。
●１台 2,000 円（在庫に限りあり）

「あいかり」 配信中
刈谷市公式ポータブルアプリ

大雨注意報

大雨警報

強風注意報

暴風警報

洪水注意報

洪水警報

大雨による浸水災害や土砂災害などが発生するおそれがあ
る場合に発表。雨が止んでも、土砂災害などのおそれが残っ
ている場合は発表を継続します。

甚大な被害が出る台風。停電や断水の恐れがあるため、台風が上陸する
前に被害を最小限に抑える対策をとっておきましょう。

台風や大雨の際に出される注意報・警報がどのような意味なのかを知って
おきましょう

大雨による重大な土砂災害や浸水害が発生するおそれがあ
ると予想したときに発表します。特に警戒すべき事項を標
題に明示して「大雨警報（土砂災害）」、「大雨警報（浸水
害）」又は「大雨警報（土砂災害、浸水害）」のように発
表します。雨が止んでも重大な土砂災害等のおそれが残っ
ている場合には発表を継続します。

強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに
発表。

暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想した
ときに発表。

河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水に
より洪水害が発生するおそれがあると予想したときに発表
します。対象となる洪水害として、河川の増水及び堤防の
損傷、並びにこれらによる浸水害があげられます。

河川の上流域での大雨や融雪によって下流で生じる増水や
氾濫により重大な洪水害が発生するおそれがあると予想し
たときに発表します。対象となる重大な洪水害として、河
川の増水・氾濫及び堤防の損傷・決壊、並びにこれらによ
る重大な浸水害があげられます。
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物干し竿や植木鉢を
家の中に入れましょう

停電に備えて、
スマホやモバイ
ルバッテリーを
充電しておきま
しょう

懐中電灯の準備。電
池も確認しておこう

湯船に満タンの水を
貯めよう。
飲料水（１人１日３ℓが目安）

家の近くの避難所を
確認。家族と情報を
共有しよう

火を使わずに食べられ
るレトルト食品や非常
食の用意をしよう

停電に備えて保冷剤
を冷凍庫へ入れよう

自動車がある方は、
ガソリンを満タンに

少しの現金を手元に
持っておこう
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知っておきたい
注意報・警報

東刈谷商店街協同組合

①携帯電話から「kariya@entry.mail-dpt.jp」へ空メールを送信します。
　（QRコードを読み取っていただきますと、アドレス入力が省けます）
②本登録をするためのメールが返ってきます。
③メールを受診して、添付されてるアドレスにアクセスし、
　本登録用のページを開き、登録してください。

1回の接続で利用できる時間は 60分です。
なお、接続回数に上限はありませんので、何度でもご利
用いただけます。

洪水予報河川情報・水位周知河川情報
土砂災害警戒情報
気象情報 (気象警報・注意報 )
津波情報 (津波警報・注意報 )
地震情報 (地震速報 )
水位情報・雨量情報

ニュース・速報・天気予報・災害や
気象情報・避難情報提供サービス

App store またはGoogle Play で
NHKニュース・防災　 と検索

刈谷市総合文化センター
刈谷市民ボランティア活動センター
刈谷市産業振興センター

岩ケ池公園
刈谷ハイウェイオアシス

刈谷駅南口

みなくる広場
刈谷市役所
刈谷市歴史博物館
ウイングアリーナ刈谷
夢と学びの科学体験館
刈谷市交通児童遊園

１階
１階
１階観光案内所付近、2階ロビー付近
ジャブジャブ噴水付近、
大型遊具・有料遊具付近、 
テント広場付近
バス停・ロータリー付近
ステージ付近
1・2階吹き抜けロビー

1階エントランス

1階総合受付付近
1・2階
芝生広場付近

災害情報メール配信
アプリの紹介

〈保存版〉

災害時に
役立つ情報警報・注意報の

意味とは？

野田
東刈谷
半城土

2020年4月オープン予定！

●地域のみなさんのための場所です
　地区の皆様に楽しんでいただける事業
　を色々と思案しているので楽しみにし
　ていてください！

2019年12月1日現在


