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家の 7 女千世を妻に迎えました。しかし、秀吉の死後、徳川家康は、
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興は、忠隆に離婚するよう命じましたが、忠隆は離婚しようとしませ
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1.来る 9 月 19 日(水)の千田ガバナー公式訪問の出欠票の締め切りは本
（1582 年）の本能寺の変で明智光秀が信長を自刃に追い込んだ際に
日までとなっております。未回答の方は早急にご提出下さるようお
光秀から協力を求められましたが、これを拒んで秀吉側に加勢しまし
願い致します。
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トラフの巨大地震が発生した場合の

地震対策の第一歩です。自動車ですと 2 年か 3 年で車検という法定の

最大震度の推計です。
南海トラフの巨大地震が発生しますと平成 23 年 3 月 11 日の東日

検査があります。建物にも色々な人が利用する病院などの特殊建築物
と言われる建物は毎年法廷点検が必要です。しかし一般の建物にはそ

本大震災を上回る巨大地震になると思われます。南海トラフという海

ういった制度がありませんのでご自身で管理して頂きたいと思います。

溝は日本列島の南沖の海底にある溝で地球を覆っている厚さが 100ｋ
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巨大地震と言うのは東海地震と東南海地震と南海地震の三つが同時に
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