
 

       

２０１７年８月某日 

 

公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 

イ オ ン 株 式 会 社 

イ オ ン モ ー ル 株 式 会 社 

 

『全国防災キャラバン』ＪＡＸＡ宇宙飛行士 野口聡一さんと 

いっしょに防災について考えてみよう！ 

イオンモール幕張新都心 ８月３０日（水）１３：００～１７：００ 
 

イオンは、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟（以下、ボーイスカウト日本連盟）とともに、

“防災”をテーマにした「全国防災キャラバン」を４月よりスタートし、現時点で全国のイオン

モールやイオンショッピングセンターなど２１会場にて開催。今後も約５０箇所において開催を

予定しております。  

本イベントは、全国のボーイスカウト連盟協力のもと、未来を担う小学生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実施、今

回はボーイスカウトのアンバサダーである、｢ＪＡＸＡ宇宙飛行士の野口聡一さん｣をお招きし、

ボーイスカウト体験と宇宙飛行士及び防災との関わりのお話や実際に防災キャラバンプログラム

を体験頂くなど、地域の皆さまとともに「防災」についてあらためて考える機会をご提供するも

のです。 

 

 

【ＪＡＸＡ宇宙飛行士 野口聡一さんといっしょに防災について考えてみよう！概要】 

■日 時：２０１７年８月３０日（水） １３：００～１７：００ 

■会 場：イオンモール幕張新都心 グランドモール１階 グランドコート／ホビーコート 

■主 催：公益財団法人ボーイスカウト日本連盟・イオンモール株式会社 

■内 容：【 グランドコート：全国防災キャラバン 】 

・防災ステージトークショー 

・防災キャラバンプログラム体験 

      ‣身近にあるもので、誰でも簡単応急救護体験・役立つロープワーク体験 等 

     ・防災キャラバンへの応援メッセージ 

     【 ホビーコート：同時開催 千葉工業大学 惑星探査研究センター特別企画 】 

     ・千葉工業大学の宇宙研究最前線トークイベント 

     ・ロケット発射体験教室 等 

                                  
                        ＪＡＸＡ宇宙飛行士 野口聡一さん  

                                           （Ｃ）ＪＡＸＡ/ＮＡＳＡ  

【 お問い合せ先 】 

イオンモール株式会社 広報部 ＴＥＬ：０４３－２１２－６７３３ 

 



＜参考＞ 

 

 

 

 

 



＜参考資料＞ 

※実施内容一例（熊本会場参考写真） 

  

    
 

 

 

 
 

 

 

※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。 

＜ボーイスカウトメンバーによる防災宣言＞  ＜幼児向け防災ゲーム＞ 

＜防災クイズゲーム＞ ＜簡単担架作りと搬送体験＞ 



＜『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。 

No 都道府県 会場名称 開催日程 No 都道府県 会場名称 開催日程

1 熊本県 イオンモール熊本 4/8（土）・4/9（日） 終了 36 徳島県 イオンモール徳島 9/10（日）

2 大分県 イオンモール三光 4/16（日） 終了 37 福岡県 イオンモール八幡東 9/10（日）

3 福井県 敦賀きらめきみなと館 5/21（日） 終了 38 長崎県 イオン時津ショッピングセンター 9/10（日）

4 和歌山 イオンモール和歌山 6/4（日） 終了 39 山形県 イオンモール三川 9/24（日）

5 奈良県 イオンモール橿原 6/11（日） 終了 40 大阪府 イオンモール大日 9/24（日）

6 大阪府 イオンモール堺北花田 6/11（日） 終了 41 福島県 イオンタウン郡山 9/24（日）

7 秋田県 イオンモール秋田 6/17（土） 終了 42 島根県 イオンモール出雲 9/24（日）

8 群馬県 イオンモール太田 6/18（日） 終了 43 栃木県 イオンモール佐野新都市 9/30（土）

9 静岡県 イオンモール浜松志都呂（しとろ） 7/1（土） 終了 44 北海道 イオンモール旭川駅前 10/1（日）

10 愛知県 イオンモール長久手 7/2（日） 終了 45 埼玉県 イオンモール春日部 10/1（日）

11 福岡県 イオンモール福岡 7/2（日） 終了 46 滋賀県 イオンモール草津 10/1（日）

12 宮崎県 イオンモール宮崎 7/2（日） 終了 47 沖縄県 イオンモール沖縄ライカム 10/1（日）

13 富山県 イオンモール高岡 7/9（日） 終了 48 千葉県 イオンモール柏 10/1（日）

14 愛知県 イオンモール木曽川 7/9（日） 終了 49 埼玉県 イオンモール浦和美園 10/7（土）

15 福岡県 イオンモール大牟田 7/9（日） 終了 50 新潟県 イオンモール新潟南 10/14（土）

16 千葉県 イオンモール木更津 7/23（日） 終了 51 広島県 イオンモール広島祇園 10/15（日）

17 千葉県 イオンモール津田沼 8/6（日） 終了 52 長野県 イオンモール松本 10/15（日）

18 千葉県 イオンモール八千代緑が丘 8/19（土） 終了 53 兵庫県 イオンモール姫路リバーシティー 10/15（日）

19 三重県 イオンモール鈴鹿 8/19（土） 終了 54 青森県 イオンモールつがる柏 10/15（日）

20 愛媛県 イオンモール今治新都市 8/20（日） 終了 55 鹿児島県 イオンモール鹿児島 10/15（日）

21 茨城県 イオンモール下妻 8/27（日） 終了 56 宮城県 イオンモール石巻 10/22（日）

22 千葉県 イオンモール幕張新都心 8/30（水） 57 鳥取県 イオンモール日吉津 10/29（日）

23 愛知県 イオンモール岡崎 9/2（土） 58 京都府 イオンモール京都桂川 10/29（日）

24 東京都 イオンモール日の出 9/2（土） 59 秋田県 イオン能代店 10/29（日）

25 岐阜県 イオンモール大垣 9/3（日） 60 愛媛県 イオンモール新居浜 11/3（金・祝）

26 香川県 イオンモール綾川 9/3（日） 61 佐賀県 イオンモール佐賀大和 11/3（金・祝）

27 神奈川県 イオン戸塚店 9/3（日） 62 山形県 イオンモール天童 11/5（日）

28 岩手県 イオンタウン釜石 9/3（日） 63 秋田県 イオンモール大曲 11/12（日）

29 兵庫県 イオン明石ショッピングセンター 9/9（土） 64 千葉県 イオンモール成田 11/19（日）

30 神奈川県 イオン秦野ショッピングセンター 9/30（日） 65 群馬県 イオンモール高崎 11/19（日）

31 兵庫県 イオンモール伊丹昆陽（こや） 9/10（日） 66 石川県 イオンモール新小松 11/19（日）

32 大阪府 イオンモール茨木 9/10（日） 67 山口県 イオンタウン防府 11/26（日）

33 大阪府 イオンモール鶴見緑地 9/10（日） 68 高知県 イオンモール高知 12/2（土）

34 大阪府 イオンモール堺鉄砲町 9/10（日） 69 山梨県 会場調整中 調整中

35 岡山県 イオンモール倉敷 9/10（日）


