
 

 

２ ０ １ ６ 年 ６ 月 ２ ３ 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４７都道府県で「全国防災キャラバン」を開催します 
～「そなえよつねに」みんなでつくる準備のこころ～ 

 

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計６０箇所で開催します。  

 

近年は、東日本大震災や本年の熊本地震など、多大な被害がもたらされる災害が全国で

発生しています。イオンでは、災害時においても暮らしを支え、地域を支えるライフライ

ンとして責任を果たせるように様々な取り組みを行っています。 

 

本キャラバンは、ボーイスカウト連盟協力のもと、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

とを目的に実施いたします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【「全国防災キャラバン」について】 

名 称： 全国防災キャラバン～「そなえよつねに」みんなでつくる準備のこころ～ 

 

期 間： ２０１６年６月～１２月の期間 

 

会 場： 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６０施設 

 

主 催： 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 

 

内 容： ・防災体験プログラム（主な実施内容） 

 いざという時に何を持って出る？防災用品持ち出しゲーム 

 身近にあるもので、誰でも簡単応急救護体験 

 これ一本で何でもできる。役立つロープワーク体験 

・もしもの時の待ち合わせ約束カードの配布 等 
 

 

 

  



 

＜実施店舗リスト＞ 

 

 
 

 

※開催店舗・開催日程等は変更になる場合がございます。 

 

 

  

都道府県 モール名 会場名 住所 実施日程

1 奈　良 イオンモール橿原 サンシャインコート 奈良県橿原市曲川町7-20-1 6月12日

2 和歌山 イオンモール和歌山 サークルコート 和歌山県和歌山市中字楠谷573番地 6月12日

3 福　井 （ハピリン） 駐車場 福井県福井市中央1丁目2番1号 6月12日

4 石　川 イオンモールかほく グリーンコート 石川県かほく市内日角夕25番 6月19日

5 三　重 イオンモール東員 カブキコート 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510－1番地 6月26日

6 鹿児島 イオンモール鹿児島 かぜの広場 鹿児島市東開町7 6月26日

7 岩　手 イオンモール盛岡南 センターコート 岩手県盛岡市本宮7丁目1番1号 7月3日

8 秋　田 イオンモール秋田 セントラルコート 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1 7月9日

9 静　岡 イオンモール浜松市野 シンフォニーコート 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981－3 7月9日

10 愛　知 イオンモール名古屋茶屋 センターコート 愛知県名古屋市港区西茶屋二丁目11 7月10日

11 千　葉 イオンモール木更津 サウスアトリウム 千葉県木更津市築地1－4 7月16日

12 千　葉 イオンモール富津 アゼリアコート 千葉県富津市青木1丁目5番地1 7月16日

13 山　口 イオンタウン防府 イーストコート 山口県防府市鐘紡町7-1 7月16日

14 大　分 イオンモール三光 セントラルコート 大分県中津市三光佐知1032 7月17日

15 東　京 イオンモールむさし村山 サウスコート 東京都武蔵村山市榎1-1-3 8月6日

16 富　山 イオンモールとなみ ３か所のコート 富山県砺波市中神土地区画整理事業地内31街区1 8月27日

17 群　馬 イオンモール太田 セントラルコート 群馬県太田市石原町81番地 9月3日

18 新　潟 イオンモール新潟南 マリンコート 新潟県新潟市江南区下早通柳田1－1－1 9月3日

19 愛　知 イオンモール常滑 サウスコート 愛知県常滑市りんくう町2丁目20番3 9月3日

20 山　形 イオンモール三川 レーヴルモニタ前 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128－1 9月4日

21 福　島 イオンタウン郡山 イベント広場 福島県郡山市日和田町字小原１ 9月4日

22 岐　阜 イオンモール大垣 太陽の広場 岐阜県大垣市外野2丁目100番地 9月4日

23 岡　山 イオンモール倉敷 カワセミコート 山県倉敷市水江１ 9月4日

24 愛　媛 イオンモール今治新都市 きらめきコート 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１ 9月4日

25 大　阪 イオンモール茨木 ジョイプラザ 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 9月11日

26 大　阪 イオンモール堺鉄砲町 ノースコート 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 9月11日

27 愛　媛 イオンモール新居浜 サウスコート 愛媛県新居浜市前田町8-8 9月11日

28 島　根 イオンモール出雲 オーソリティ前 島根県出雲市渡橋町1066 9月18日

29 山　梨 イオンモール甲府昭和 さくら広場 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区 9月19日

30 兵　庫 イオンモール神戸北 さざんかコート 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 9月19日

31 神奈川 イオンモール大和 ライトコート 神奈川県大和市下鶴間1-2-1 9月22日

32 広　島 イオンモール広島府中 スターギャラリー 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 9月24日

33 大　阪 イオンモール鶴見緑地 グリーンコート 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 9月25日

34 大　阪 イオンモール大日 サニーコート 大阪府守口市大日東町1－18 9月25日

35 徳　島 イオンタウン上板 駐車場予定 徳島県板野郡上板町椎本字中ノ内3 9月25日

36 埼　玉 イオンモール春日部 藤の広場 344-0122 埼玉県春日部市下柳420-1 10月1日

37 滋　賀 イオンモール草津 セントラルコート 滋賀県草津市新浜町300番地 10月1日

38 山　形 イオンモール天童 グリーンコート 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区 10月15日

39 栃　木 イオンモール佐野新都市 セントラルコート 栃木県佐野市高萩町1324－1 11月5日

40 山　形 イオンモール山形南 センターコート 山形県山形市若宮三丁目７番８号 11月6日

41 沖　縄 イオンモール沖縄ライカム スクエアアクア 沖縄県中頭郡北中城村アワセ土地区画整理事業区域内4街区 12月4日

42 北海道 イオンモール札幌平岡 センターコート 北海道札幌市清田区平岡3条5丁目3-1 調整中

43 青　森 イオンモールつがる柏 シャコちゃん
コート 青森県つがる市柏稲盛幾世41 調整中

44 青　森 イオンモール下田 西コート 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 調整中

45 宮　城 イオンモール石巻 緑の広場 宮城県石巻市茜平四丁目１０４番地 調整中

46 茨　城 イオンモールつくば センターコート 茨城県つくば市稲岡66-1 調整中

47 茨　城 イオンモール水戸内原 メインコート 茨城県水戸市内原2丁目1番地 調整中

48 富　山 イオンモール高岡 セントラルコート 富山県高岡市下伏間江383 調整中

49 長　野 イオン南松本 確認中 長野県松本市双葉5－20 調整中

50 京　都 イオンモール京都桂川 竹の広場 京都府京都市南区久世高田町376番1 調整中

51 鳥　取 イオンモール鳥取北 センターコート 鳥取県鳥取市晩稲348番地 調整中

52 島　根 イオン松江ショッピングセンター 吹き抜け広場 島根県松江市東朝日町151 調整中

53 香　川 イオンモール綾川 グリーンコート 香川県綾歌郡綾川町萱原822－1 調整中

54 高　知 イオンモール高知 南コート 高知県高知市秦南町1-4-8 調整中

55 福　岡 イオンモール筑紫野 イーストコート 福岡県筑紫野市立明寺434-1 調整中

56 福　岡 イオンモール福津 ノースコート 福岡県福津市日蒔野6丁目16番地の1 調整中

57 佐　賀 イオンモール佐賀大和 特設会場 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535 調整中

58 長　崎 イオン大塔ショッピングセンター 憩いの広場 長崎県佐世保市大塔町14-2 調整中

59 熊　本 イオンモール宇城 オアシスコート 熊本県宇城市小川町河江1-1 調整中

60 宮　崎 イオンモール宮崎 ウエストコート 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 調整中



＜参考資料＞ 

※実施内容一例（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。 

＜全体写真＞ ＜防災用品持ち出しゲーム＞ 

＜役⽴つロープ知識体験＞ ＜誰でも簡単応急救護体験＞ 


