
                           平成 29（2017）年１月 31 日 

 

      

独立行政法人都市再生機構（ＵＲ都市機構）東日本賃貸住宅本部は、「無印良品」を展開する 

株式会社良品計画の企画・運営により、イベント「DANCHI Caravan in 町田山崎」（以下「DANCHI 

Caravan」という。）を東京都町田市の町田
ま ち だ

山崎
やまさき

団地にて、平成 29 年３月４日（土）～３月５日（日）

の２日間にわたって開催いたします。 

DANCHI Caravan in  町田山崎では、災害に備える知識や心構えをワークショップ（以下「ＷＳ」

という。）を通して学んだり、起震車を用いた体験型の防災訓練や、被災時には住まいとなるテント

での宿泊体験、団地敷地内でのキャンプファイヤーなどを実施いたします。なお、町田山崎団地に

お住まいの方だけでなく、どなたでも全コンテンツへ参加可能です。宿泊体験は事前に申込みが必

要となります。 

３回目となる今年は、ご自身の健康を確認出来る簡易健康チェックや短時間で出来る健康体操、

多摩産の木材から日用品を作る木育ＷＳを新たに開催致します。 

つきましては、開催両日においてイベントをご案内させて頂きます。お忙しいところ恐縮では

ございますが、是非現地まで足をお運び頂きますようお願い申し上げます。 

 

 
「団地 de キャンプ内のキャンプファイヤー」の様子（平成 28 年３月） 

「ＤＡＮＣＨＩ Ｃａｒａｖａｎ in 町田山崎」～防災まつり～ 

「もしも」のときを、食べて、動いて、楽しく学べる２日間 

お問い合わせは下記へお願いします。 

 ●ＵＲ都市機構 東日本賃貸住宅本部  

「DANCHI Caravan in 町田山崎」事務局   入村
いりむら

（電話）０８０－２５８６－２０２３ 

（事務局への連絡先は 2017 年 3 月 5 日までの回線となります。）

  総務部 総務・法務チーム 広報担当    前田（電話）０３－５３２３－２５５５ 

東日本賃貸住宅本部



１ イベント「DANCHI Caravan」の概要  

(1) 場所    町田山崎団地（東京都町田市山崎町 2130） 

(2) 日時    平成 29 年３月４日（土）11 時 00 分～18 時 00 分（予定） 

      平成 29 年３月５日（日）11 時 00 分～16 時 00 分（予定） 

(3) 当日の企画内容  別紙２のとおり 

(4)主催     町田山崎団地自治会・自主防災会 ＵＲ都市機構 

  企画/運営  無印良品（株式会社良品計画） 

運営協力   株式会社エフエムさがみ 桜美林大学 一般社団法人グランハート 

警視庁町田警察署 コールマンジャパン株式会社   

株式会社ジェイコムイースト町田・川崎局 忠生第 2高齢者支援センター 

株式会社東京・森と市庭 町田紙飛行機倶楽部 株式会社ＵＲコミュニティ 

株式会社ルネサンス（50 音順） 

  後援     町田市 忠生地区協議会  

 

２ プレス向け「DANCHI Caravan」見学会のご案内 

 DANCHI Caravan が開催される両日とも、13：30 から見学会を開催いたします。 

ご参加いただける場合はお手数ですが、別紙１「DANCHI Caravan 見学参加申込書」をご記入

のうえ、２月 15 日（水）までに申込書記載の FAX 番号へ直接お申込みいただきますようお願

い申し上げます。また、「団地 de キャンプ」の様子を取材いただける場合は、別途「DANCHI 

Caravan」事務局までお電話いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ DANCHI Caravan in 町田山崎特設サイト 

http://www.ur-net.go.jp/o-ldk/ 

関連リンク 無印良品防災プロジェクト「いつものもしも」 

http://www.muji.net/lab/project/prevention/ 

見学会ご案内時間帯 

３月５日（日）見学会スケジュール 

13：30  町田山崎団地第２集会所集合・概要説明 

13：45  「町田山崎団地自主防災会 防災訓練」ご案内 

14：15  「いつものもしも」ＷＳブースご案内 

  （ＷＳブースはご自由に取材いただき、適宜解散とさせて頂きます。） 

３月４日（土）見学会スケジュール 

13：30  町田山崎団地 第２集会所集合・概要説明 

13：45  「団地 de キャンプ」ご案内 

14：15  「いつものもしも」ＷＳブースご案内 

  （ＷＳブースはご自由に取材いただき、適宜解散とさせて頂きます。） 



別紙１ 

【東京 ＦＡＸ】０３－５３２３－４４９０（DANCHI Caravan 事務局宛） 

 

【DANCHI Caravan 見学参加申込書】 

 

貴社名                  貴社媒体名                      

 

ご芳名                  お電話番号                      

 

ご来場人数           名（スチール：   台 ／ ムービー：   台）  

 

通信欄（お車でのご来場希望等）                           

【案内図】 

 

 

  

小田急小田原線・JR 横浜線「町田」駅  

バス 15 分（バス乗り場④⑤） 

JR 横浜線「古淵」駅バス 10 分 

いずれも「山崎団地センター」下車 

バス停「山崎団地センター（赤丸）」を

下車し、矢印に沿って進むと第２集会所

（青丸）が見えてきます。 

３月４日(土)、５日(日)両日共に 

13：30 までに第２集会所 受付までお越

し下さい。 



別紙２ 

【企画内容】 

１ 町田山崎団地自主防災会による防災訓練（3/5PM のみ） 

町田山崎団地自治会・自主防災会が開催している初期消火訓練のほか、起震車や煙ハウス、

ベランダのバルコニー隔板の蹴破りなど、普段はなかなか体験できない防災訓練を体験でき

ます。 

●主催    町田山崎団地自治会・自主防災会 

●運営協力  桜美林大学 ＵＲ都市機構（50 音順） 

体験メニュー 

 ①起震車体験 

 ②煙ハウス体験 

 ③初期消火訓練 

④バルコニー隔板の蹴破り体験 ほか  

 

 

  起震車体験（昨年度の様子） 

 

２ 防災ワークショップ「いつものもしも」（3/4・5 両日共）（雨天決行） 

身の周りにあるモノを緊急時に役立たせる知識を楽しく学べるワ―クショップです。 

●主催      ＵＲ都市機構 町田山崎団地自治会・自主防災会 

●企画/運営  無印良品（株式会社良品計画） 

●運営協力   桜美林大学 コールマンジャパン株式会社  

        （50 音順） 

 

 

 

 

 



ワークショッププログラム 

＜開催時間 各日 11：00～16：00＞（予定） 

「防災の知恵を学びながらみんなで一緒に作って食べよう」 

① 食事の時の節水の方法 

② お湯を沸かして温かいものを食べる 

③ 乾物サラダレシピ 

④ 節水して歯を磨く 

⑤ もしもの時のトイレ 

⑥ たき火・火おこし体験 

※①から⑤のプログラムを１つのブース内で体験していただきます。⑥たき火・

火おこし体験はワークショップブース外で行います。 

※ワークショッププログラムは変更になる可能性があります。 

 

いつものもしも（昨年度の様子） 

 

３ 団地 de キャンプ（3/4PM～3/5AM）、キャンプファイヤー（3/4 夕方）（雨天決行） 

緊急時等に、屋外で過ごすことになった場合を想定したプログラムです。キャンプ道具やア

ウトドアの知識が、緊急時にも役立つことを体験できます。 水や食器が潤沢に無い状況下で

飲食や調理をする方法を学び、夜はキャンプファイヤーを行います。ご家族皆さまで楽しめ

るレクリエーションもございます。テント等のキャンプ道具一式をご用意致しますので、道

具をお持ちで無い方も無料でご参加頂けます。 

なお、DANCHI Caravan in 町田山崎 特設サイト（http://www.ur-net.go.jp/o-ldk/）で一般

参加枠として５組程度(一組最大５名まで)の参加者を募集を致します。申込方法等の詳細は

特設サイトでご案内させて頂きます。 

●主催    ＵＲ都市機構   

●企画/運営 コールマンジャパン株式会社 無印良品（株式会社良品計画） 

（50 音順） 

●運営協力  桜美林大学 町田山崎団地自治会・自主防災会 

 株式会社ルネサンス（50 音順） 



スケジュール 

＜３月４日（土）＞ 

13：00  集合・オリエンテーション 

13：30  テント設営 

15：00  キャンプ道具の説明（防災的視点も含む） 

17：00   キャンプファイヤータイム 

18：00  夕食づくり開始 

18：30  夕食開始 

20：00  参加者同士のコミュニケーションタイム 

22：00  就寝 

＜３月５日（日）＞ 

7：30   起床・朝食 

9：00   テント撤収 

10：00   終了・解散 

※参加人数（予定）：40～50 名（テント 15 張分程度）  

※スケジュールは現時点での予定です。また、時間は進行状況によって前後します。 

 

団地 de キャンプ（昨年度の様子） 

 

４ エフエムさがみによる会場内放送及びラジオ生放送（3/4・5 両日共） 

 エフエムさがみによる会場内放送を行います。さらに両日午後０時から午後３時までの間、イ

ベントの様子をラジオ番組で生放送します。ラジオはテレビが見れない時に重要な情報源とな

ります。 

●企画/運営 株式会社エフエムさがみ 

●運営協力 株式会社 stage21 

 



 

エフエムさがみによる会場内放送（昨年度の様子） 

 

５ 発見！お外で遊ぶ楽しさ（3/4・5 両日共） 

桜美林大学の学生や、近くに暮らす“町田紙飛行機倶楽部”の方々による遊びのワー

クショップ。折り紙やあやとりをしたり、紙飛行機を作り広場で飛ばして遊ぶコーナー。

スマートホンやゲーム機とは異なり、折り紙などで遊び道具をご自身で作り楽しめます。

紙飛行機の折り方や飛ばし方は、町田紙飛行機倶楽部の方々が分かりやすく説明します

ので、お子様からご年配までどなたでもお楽しみ頂けます。被災時は子供の遊び道具が

少なく、ストレスを抱えがちになります。折り紙やあやとりは、身近なもので遊ぶ事が

出来、心のゆとりを作るきっかけとなります。 

●企画/運営 桜美林大学 町田紙飛行機倶楽部 

 

 

あやとりや紙飛行機つくりを楽しむ子供たち（昨年度の様子） 

 

６ 木育ワークショップ（3/4・5 両日共） 

 森と都市とのつながりを伝える“東京・森と市庭”により、まな板や箸などの日常品

は多摩産の木材から作り、自然に触れ、自然から学ぶ木育ワークショップを開催します。 

いざと言う時に、木材から必要なものを作れる感性と、都市の中に自然がある心的一体

感を醸成し、空間的豊かさを育みます。 

●企画/運営 株式会社東京・森と市庭 



 

木育ワークショップイメージ 

 

７健康体操、簡易健康チェック（3/4・5 両日共） 

 運動機能低下防止や認知機能低下予防に繋がる簡単な健康体操や、簡単な健康チェックを行い

ます。健康体操の様子をエフエムさがみでも放送し、会場に来れない方でも体操の仕方を学ぶ事

が出来ます。被災時には、正しく身体を動かす事でエコノミークラス症候群の防止にも繋がりま

す。 

 

健康体操イメージ 

●企画/運営 株式会社エフエムさがみ 

●運営協力  一般社団法人グランハート 忠生第 2高齢者支援センター  

 

８ 復興支援への取組展示など（3/4・5 両日共） 

 ＵＲ都市機構では、東日本大震災に係る復興支援事業を 22 の被災公共団体で実施しており、そ

の取り組みについてパネル展示などを行います。 

    ●企画/運営 ＵＲ都市機構 

 

※詳細につきましては、今後変更になる場合があります。詳しくは DANCHI Caravan 特設サイト

「http://www.ur-net.go.jp/o-ldk/」をご覧ください。 


