3がつ１１にちから
いつ

おおきい こと

14:46 おおきい じしんが ありました。
19:03 ふくしまだいいちが とても あぶないと
にほんの くにが いいました。
3/11 21:23 にほんの くには、
ふくしまだいいちから ３㎞までの いえの
(きん)
ひとは にげてください と いいました。
10㎞までの いえの ひとは いえの
そとに でないでください と いいました。

3/12
(ど)

05:44 にほんの くには、
ふくしまだいいちから 10㎞までの いえの
ひとは にげてください と いいました。
07:45 ふくしまだいにから 3㎞までの いえの
ひとは にげてください と いいました。
10㎞までの いえの ひとは そとに
でないでください と いいました。
15:36 ふくしまだいいち １ごうき で
すいそ（H) が ばくはつ しました。
17:36 くには、ふくしまだいにから 10㎞までの
いえの ひとは にげてください と
いいました。
18:25 ふくしまだいいちから 20㎞までの
いえの ひとは にげてください と
いいました。

3/13
((にち))

あ

い
あいづ

づ

ち
ほ
う
みなみ あいづ てんき

ＪＲの でんしゃが ぜんぶ
あいづてつどうの で
とまりました。
んしゃが とまりまし
あいづてつどうの でんしゃ
た。
が とまりました。

3/17
(もく)

ごぜん じえいたいが ヘリコプターで
ふくしまだいいち 3ごうきに うみの
みずを かけました。(4かい)

とうほくじどうしゃどうは
うんてん できなく なりま
した。
とうほくしんかんせんの で
んしゃが とまりました。
ＪＲの でんしゃが とまり
ました。
いいざかせんの でんしゃが
とまりました。
あぶくまきゅうこうの でん
しゃが とまりました。

ど

カレンダー

お
り
けんちゅう

とうほくじどうしゃどうは うん
てん できなく なりました。
ばんえつじどうしゃどうは うん
てん できなく なりました。
あぶくまこうげんどうろは うん
てん できなく なりました。
とうほくしんかんせんの でん
しゃが とまりました。
ＪＲの でんしゃが とまりまし
た。

ち

ほ
けんなん

とうほくじどうしゃどう
は うんてん できなく
なりました。
とうほくしんかんせんの
でんしゃが とまりまし
た。
ＪＲの でんしゃが と
まりました。

は

う
てんき

ま ど
そうそう

お

あいづわかまつしの すいど
うが ぜんぶ なおりまし
た。
こうそくバスが はしり は
じめました(わかまつ⇔にい
がた、わかまつ⇔のざわ)

いいざかせんの でんしゃが
やまつりまちの すいど
はしり はじめました。
うが ぜんぶ なおりま
かわまたまちの すいどうが なかどおりの でんきが なおり
した。
した
ぜんぶ なおりました。
ました。
なかどおりの でんきが
なかどおりの でんきが な
なおりました。
おりました。

ばんえつじどうしゃど
うは うんてん でき
じょうばんじどうしゃどう
なく なりました。
は うんてん できなく
じょうばんじどうしゃ
なりました。
どうは うんてん で
ＪＲの でんしゃが とま
きなく なりました。
りました。
ＪＲの でんしゃが
とまりました。

たいら、うちごう、な
こその すいどうが
すこし なおりまし
た。

こうそくバスが はしり は
たなくらまちの すいど
じめました(ふくしま⇔こお こうそくバスが はしり はじめ
うが ぜんぶ なおりま
りやま、ふくしま⇔せんだ
ました(ふくしま⇔こおりやま)
した。
い)

こうこうの ごうかく はっ
ぴょうが ありました。（け
んりつ こうこう ２き せ
んばつ しけん・とくべつ
しえん がっこう ぜんき
せんばつ しけん）
いなわしろまちの すいどう
が ぜんぶ なおりました。

こうそくバスが はしり は
じめました(わかまつ⇔こお
りやま)

こうこうの ごうかく
はっぴょうが ありま
した。
（けんりつ こうこう
２き せんばつ しけ
ん・とくべつ しえん
がっこう ぜんき せ
んばつ しけん）

り
ち ほ
い わ き

09:00 ふたばまちの ひと
が マイクロバスで かわ
またまちに にげ はじめ
ました。
19:30 ふくしまだいいちか
ら 10㎞までの なみえま
ちの 1,800にんぐらいが
つしまちくに にげまし
た。

おおたまむらの すいどうが
ぜんぶ なおりました。

06:10 ふくしまだいいち 2ごうきで ばくはつの
おとが しました。
06:14 ふくしまだいいち 4ごうきの かべが
こわれているのが わかりました。
09:38 ふくしまだいいち 4ごうきが かじに
なりました。(11:00に きえました)
11:00 くには、ふくしまだいいちから 20～30㎞ま
での いえの ひとは、そとに でないでく
いいました
ださい と いいました。

3/16 08:30 ふくしまだいいち 3ごうきから けむりが
(すい)
でました。

な
か
けんぽく

できごと

あいづてつどうの で
あいづてつどうの でんしゃ
んしゃが はしり は
が はしり はじめました。
じめました。

3/14 11:01 ふくしまだいいち 3ごうきで
(げつ)
すいそ（H)が ばくはつ しました。

3/15
(か)

２６にちまで

とうほくしんかんせんの で
んしゃが はしり はじめま
した（とうきょう⇔なすしお
ばら）

とうほくしんかんせんの でん
しゃが はしり はじめました
（とうきょう⇔なすしおばら）
あぶくまこうげんどうろ（ふくし
まくうこう⇔おの）で うんてん
が できるように なりました。

とうほくしんかんせんの
でんしゃが はしり は
じめました（とうきょう
⇔なすしおばら）

こうこうの ごうかく はっ
ぴょうが ありました。
（けんりつ こうこう ２き
せんばつ しけん・とくべつ
しえん がっこう ぜんき
せんばつ しけん）

こうこうの ごうかく はっぴょ
うが ありました。
（けんりつ こうこう ２き せ
んばつ しけん・とくべつ しえ
ん がっこう ぜんき せんばつ
しけん）

こうこうの ごうかく
はっぴょうが ありまし
た。
（けんりつ こうこう
２き せんばつ しけ
ん・とくべつ しえん
がっこう ぜんき せん
ばつ しけん）

もとみやしの すいどうが
ぜんぶ なおりました。
こおりまちの すいどうが
ぜんぶ なおりました。

なかじまむらの すいど
こうそくバスが はしり はじめ
うが ぜんぶ なおりま
ました(わかまつ⇔こおりやま)
した。

にほんまつしが なみえま
ち つしまちくの ひとた
ちに きてください と
いいました。

おなはまこう（みな
と）を たすけるふね
が つかえるように
なりました。

とみおかまちと かわうち
むらの 250にんぐらいが
さいたまけん すぎとまち
に にげました。

う
てんき

3がつ１１にちから
いつ

おおきい こと

あ

い
あいづ

づ

しょうがっこうの そ
つぎょうしきを しま
した（ひのえまたむ
ら）。

3/18
(きん)

3/19
(ど)

ち
ほ
う
みなみ あいづ てんき

２６にちまで
な
か
けんぽく

できごと
ど

カレンダー

お
り
けんちゅう

ち

ほ
けんなん

は

う
てんき

ま ど
そうそう

お

り
ち ほ
い わ き

みなみそうましの ひとが
にいがたけんと ぐんまけ
んに にげ はじめまし
こうそくバスが はし
た。
り はじめました(いわ
ふたばまちの やくばが
き⇔とうきょう)
さいたまけんに いくこと
に なりました。

こうそくバスが はしり はじめ
ました(こおりやま⇔しんこしが
こうそくバスが はしり は や)
じめました(ふくしま⇔しん みはるまちの すいどうが ぜん
じゅく)
ぶ なおりました。
おのまちの すいどうが ぜんぶ
なおりました。

いいだてむらの 700にん
ぐらいが とちぎけんへ
にげ はじめました。
ふたばまちが さいたまス
-パ-アリ-ナに やくばを
つくりました。
そうまこう（みなと）が
すこし なおりました。

ふくしまだいいち 3ごうきに とうきょうの しょう
ぼうしゃが みずを かけました。

3/20
(にち)

だてしの すいどうが ぜん こうそくバスが はしり はじめ
ぶ なおりました。
ました(こおりやま⇔いわき)

こうそくバスが はし
り はじめました(いわ
き⇔こおりやま)

ふくしまだいいち 2、3ごうきから けむりが でま
3/21 した。
(げつ) ぎゅうにゅう、ホウレンソウ、カキナを うることが
できなく なりました。

にほんまつしの すいどうが
なおりました（だけ、とう
わ、おばま）。

じょうばんじどうしゃ
どうで うんてんが
できるように なりま
した（いわきちゅうお
う⇔みと）。

3/22
(か)

ふくしまだいいち 2、3ごうきから けむりが でま
した。

ふくしまだいいち 2、3ごうきから けむりが でま
した。
3/23 キャベツ、ブロッコリー、カブ、サニーレタスなどを
(すい) うることが できなく なりました。
ゆうびんきょくの ゆうパックが はじまりました。
こうこう やきゅうの しあいが はじまりました。

ふくしまだいいち 3ごうきで ほうしゃのうで あし
3/24 に けがを した ひとが ふたり でました。ふく
(もく) しまけんりついかだいがく から ほうしゃせんいが
くけんきゅうじょ へ ふたりを おくりました。

こうそくバスが はしり は
じめました(わかまつ⇔しん
じゅく)

しょうがっこうの そつぎょう
しきを しました（あいづわか
まつし、きたかたし、きたしお
ばらむら、にしあいづまち、ば
んだいまち、いなわしろまち、
あいづばんげまち、ゆかわむ
ら、やないづまち、みしまま
ち、かなやままち、しょうわむ
ら）。

こうそくバスが はしり は
じめました(わかまつ⇔せん
だい)
ばんえつじどうしゃどうで
うんてんが できるように
なりました。

にほんの くには、ふくしまだいいちから 20～30㎞ こうそくバスが はしり は
3/25
の いえの ひとは にげた ほうが いい と い じめました(わかまつ⇔ふく
(きん)
いました。
しま)

3/26
(ど)

ばんえつさいせんの でん
しゃが はしり はじめまし
た。

ふくしましの すいどうが
ぜんぶ なおりました。

しょうがっこうの そ
つぎょうしきを しま
した（しもごうまち、
ただみまち、みなみあ
いづまち）。

くにみまちの すいどうが
ぜんぶ なおりました。
しょうがっこうの そつぎょ
うしきを しました（だて
し、おおたまむら）。

しょうがっこうの そつ
ぎょうしきを しました
（にしごうむら、いずみ
ざきむら、たなくらま
ち、やまつりまち、はな
わまち）。

とうほくじどうしゃどうで うん
てんが できるように なりまし
た。
ばんえつじどうしゃどうで うん
とうほくじどうしゃどうで
てんが できるように なりまし
うんてんが できるように
た。
なりました。
にほんまつしの すいどうが あぶくまこうげんどうろで うん
ぜんぶ なおりました。
てんが できるように なりまし
た。
てんえいむらの すいどうが ぜ
んぶ なおりました。

とうほくじどうしゃどう
で うんてんが できる
ように なりました。
あぶくまこうげんどうろ
で うんてんが できる
ように なりました。
いずみざきむらの すい
どうが ぜんぶ なおり
ました。

こうそくバスが はしり は
こうそくバスが はしり はじめ
じめました(ふくしま・こお
ました(ふくしま・こおりやま⇔な
りやま⇔なりた、ふくしま⇔
りた)
わかまつ)
ばんえつさいせんの でんしゃが
はしり はじめました。

こうこうの ごうかく
はっぴょうが ありまし
た。
（けんりつ こうこう ２
き せんばつ しけん・と
くべつ しえん がっこう
ぜんき せんばつ しけ
ん）

こうこうの ごうかく
はっぴょうが ありま
した。
（けんりつ こうこう
２き せんばつ しけ
ん・とくべつ しえん
がっこう ぜんき せ
んばつ しけん）

いいだてむらの すいどう
の みずから、ざんていき
せいち（あぶないと いわ
れている りょう）の ３
ばいの ヨウそ（ほうしゃ
のうの なかの ひとつ）
が みつかりました。

しんど５＋ の つよ
い じしんが ありま
した(07:12ごろ、7:36
ごろ、18:55ごろ)。

ばんえつじどうしゃど
うで うんてんが で
きるように なりまし
た。

う
てんき

