
 

 

２０１９年４月９日 

報道関係各位 

イオンモール株式会社 

イオンモール倉敷 

 

～「そなえよつねに」みんなでつくる準備のこころ～ 

「全国防災キャラバン２０１９」 
イオンモール倉敷でキックオフイベントを開催 

 

イオンモール株式会社（以下、「当社」）は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟と協働で、

“防災”をテーマにした「全国防災キャラバン２０１９」を全国４７都道府県のイオングループ

の店舗で実施します。その開催に先立ちキックオフイベントを下記の通り実施します。 

全国防災キャラバンは、地域の未来を担う子どもたちとその保護者を対象に、万が一の有事の

際に役立つ「防災」に関する知識やスキルを得て頂くことを目的に２０１６年より実施、昨年も

全国のイオンモールやイオンショッピングセンターなど約７０箇所で開催しました。 

４年目となる本年は、４月１４日（日）のイオンモール倉敷でのキックオフを皮切りに全国 

４７都道府県約７０箇所で開催を予定、防災について考えるきっかけ作りの場を提供します。 

この度のキックオフイベントでは、倉敷市長にご参加いただき、市の取り組みをご紹介いただ

くほか、各種団体と協力して防災体験プログラムを実施します。 
 

ついては、ご多忙中とは存じますが、この機会に是非ご取材いただきたくご案内します。 
 

【「全国防災キャラバン２０１９」キックオフイベントについて】 

■日 時：４月１４日（日）１０：００～１６：００ 

■主な内容： 

１． キックオフセレモニー 

・時間：１４：４５～ 

・場所：１Ｆセントラルコート 

・内容：倉敷市長 伊東香織さま ご挨拶 

        ボーイスカウト岡山連盟 各種防災体験プログラム 

        リフレクボックス、チャイルドビジョンなど （協力：ＪＡＦ岡山支部） 
    

２． 各種展示・着衣体験 

・時間：１０：００～１６：００ 

・場所：１Ｆワクワクコート 

・内容：ミニ消防者展示、子供用防火着衣体験など  （協力：倉敷消防署） 

        パネル展示など          （協力：自衛隊岡山地方協力本部） 
 

  ３．車両展示 ほか 

・時間：１０：００～１６：００（車両引き起こし体験１１：００～ 、１４：００～） 

・場所：Ｆ駐車場（屋外） 

・内容：横転車両引き起こし体験     （協力：ＪＡＦ岡山支部） 

水上ジェットスキー展示     （協力：：岡山吉備ライオンズクラブ） 

（平成３０年７月豪雨の際に、救助で使用した実機）             

        ミニパト展示、撮影会      （協力：倉敷警察） 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

イオンモール株式会社 イオンモール倉敷 担当：曽根・内海 ＴＥＬ：０８６－４３０－５２０１ 



 

 

【ご参考】 

防災体験プログラム 

 

※実施内容一例（過去の和歌山会場参考写真） 

  
 

 

  
 

 

※もしもの時の“待ち合わせカード” 

震災時の家族の待ち合わせ場所を決めていなかったことから、家族がすぐに合流出来なかったと

のお声から、家族で防災に関して話し合うきっかけ作りの一助として、ご来店のお客さまにご案

内しております。 

 

  

 

 
 

【公益財団法人ボーイスカウト日本連盟について】 

ボーイスカウトは世界１６２の国と地域、３,６００万人に広がった世界最大級の青少年運動です。１９０７年にイギリスで誕

生し、日本では、１９２２年（大正１１年）に日本連盟が創設されました。現在では、全国４７都道府県に県連盟が設置され、

日本連盟と一帯となって青少年の社会教育を全国で推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

■『全国防災キャラバン実施店舗リスト』 

 

※開催店舗は変更になる場合がございます。予めご了承願います。 

エリアNo エリア 会場No. モール名称 エリアNo エリア 会場No. モール名称

1 北海道 1 調整中 24 三　重 36 イオンモール桑名

2 青森 2 調整中 25 滋　賀 37 イオンモール草津

3 岩　手 3 イオン前沢 38 イオンモール京都桂川

4 宮城 4 イオンモール石巻 39 イオン福知山

5 イオンモール秋田 27 兵　庫 40 イオンモール神戸南

6 イオンモール大曲 奈良県 41 イオンモール橿原

7 イオン能代 29 和歌山 42 イオンモール和歌山

8 イオンモール三川 43 イオンモール茨木

9 イオンモール天童 44 イオンモール鶴見緑地

7 福　島 10 調整中 45 イオンモール大日

8 茨城 11 イオンモールつくば 46 イオンモール日根野

9 栃木 12 イオンモール佐野新都市 31 鳥　取 47 イオンモール日吉津

10 群馬 13 イオンモール高崎 48 イオン松江ショッピングセンター

14 イオンモール浦和美園 49 イオンモール出雲

15 イオンモール与野 33 岡　山 50 イオンモール倉敷

16 ゆみ～る鎌取ショッピングセンター 34 広　島 51 イオンモール広島祇園

17 イオンモール船橋 35 山　口 52 イオンタウン防府

18 イオンモール柏 36 徳　島 53 イオンモール徳島

19 イオンモール木更津 37 香　川 54 イオンモール綾川

13 神奈川 20 イオン相模原ショッピングセンター 38 愛　媛 55 イオンモール新居浜

14 山　梨 21 調整中 39 高　知 56 イオンモール高知

15 東　京 22 調整中 57 イオンモール八幡東

16 新　潟 23 イオンモール新潟南 58 イオンモール筑紫野

17 富　山 24 イオンモール高岡 59 イオンモール香椎浜

18 石　川 25 イオンモール新小松 41 佐　賀 60 イオンモール佐賀大和

19 福　井 26 調整中 42 長　崎 61 イオン島原店

20 長　野 27 イオンモール松本 43 熊　本 62 イオンモール熊本

28 イオンモール各務原 44 大　分 63 イオンモール三光

29 イオンモール大垣 45 宮　崎 64 イオンモール宮崎

30 イオンモール浜松志都呂 46 鹿児島 65 イオンモール鹿児島

31 イオン清水 47 沖　縄 66 調整中

32 イオンモール大高

33 イオン春日井ショッピングセンター

34 イオンモール木曽川

35 イオンモール常滑

5 秋田

6 山形

12 千葉

埼玉11

21 岐　阜

22 静　岡

23 愛　知

40 福　岡

26 京　都

30 大　阪

32 島　根

 
 

 

※２０１９年４月８日現在のものであり、会場が変更になる可能性がありますのでご了承ください。 

 


