
 

                           平成 31（2019）年 2月 1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」～防災まつり

～（以下「DANCHI Caravan」という。）を町田山崎団地（東京都町田市）にて、平成 31 年３月９

日（土）～３月 10日（日）の２日間にわたって開催いたします。 

DANCHI Caravanでは、給水訓練や起震車等を体験する事で防災を学べるワークショップや、被災

時には住まいとして活用できるテントでの宿泊体験やキャンプファイヤー、東日本大震災の様子を

収めた写真展などを開催いたします。町田山崎団地にお住まいの方だけでなく、どなたでもご参加

頂けます。尚、宿泊体験は事前の申し込みが必要となります。 

今年で５回目の開催となる DANCHI Caravan は、「防災」を通して会場の皆さまが「輪(=Lin)」

のように「繋がっていく（=Linkする）」ことをイメージし、「防災×Lin k」をテーマに開催しま

す。具体的には、イベント会場各所を回るクロスワードパズルや、焚火を囲んでお話ができるサ

ークルベンチなど、ご参加頂いた皆さまが自然とつながる工夫を様々な場所にこらしており、い

ざという時の“つながり”を築き、体験できるイベントです。 

 

 

 

 

 

 

（写    真） 

 

 

 

 

 

 

「DANCHI Caravan in 町田山崎」昨年度の様子 

  

「DANCHI Caravan in 町田
ま ち だ

山崎
やまさき

」～防災まつり～ 

防災×Lin k 人・場所・時間を繋げる防災の輪 

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 林（電話）090-2252-8174 

（事務局への連絡先は 2019年３月 11日までの回線となります。） 

   総務部 総務・法務課 広報担当  前田（電話）03-5323-2555 

東日本賃貸住宅本部 

 



 

１ DANCHI Caravan のイベント概要  

(1) 場所    町田山崎団地（東京都町田市山崎町 2130） 

(2) 日時    平成 31年３月９日（土）10 時 00分～18時 00分（予定） 

      平成 31年３月 10日（日）10 時 00分～16時 00分（予定） 

※同日開催 

      遊団地 vol.2 ～団地はスゴロクである～（３月９日） 

      （※隣接する町田木曽団地内のイベントです） 

      第 29回木曽山崎コミュニティセンターまつり（３月９日・10日） 

      （※町田山崎団地内のコミュニティーセンターのイベントです） 

(3) 当日の企画内容  別紙のとおり 

(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  株式会社良品計画（無印良品） 

運営協力   株式会社アトミックモンキー 株式会社エフエムさがみ 桜美林大学 

株式会社企画室ゆう 木曽山崎コミュニティセンター 木曽山崎図書館 

警視庁町田警察署 一般社団法人グランハート 

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 

医療法人社団創生会町田病院 認定こども園 正和幼稚園 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 忠生第２高齢者支援センター 

東京ガス株式会社 株式会社東京・森と市庭
い ち ば

 日本総合住生活株式会社 

国立研究開発法人防災科学技術研究所 町田パリオ 山崎団地名店会 

株式会社ＵＲコミュニティ 株式会社ＵＲリンケージ 

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 DANCHI Caravan 見学のご案内 

DANCHI Caravanの取材を受け付けております。取材を希望される場合は、ＵＲ都市機構 DANCHI 

Caravan事務局までお問い合わせください。３月９日(土)、10(日)両日で実施するコンテン

ツが異なりますので、詳しくはお問い合わせ時にご案内させて頂きます。 

 

３ DANCHI Caravan 関連ページ 

・DANCHI Caravanホームページ 

https://danchicaravan.jimdofree.com/ 

こちらのＱＲコードからアクセスできます。 

・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/ 

 

 

https://danchicaravan.jimdofree.com/
http://www.muji.net/lab/project/prevention/


 

別紙 

【企画内容】 

会場をテーマ毎に分け、それぞれの会場で多彩なコンテンツを開催します。防災について、い

ちから楽しめる構成となっております。 

※ 開催風景は過年度のものです。 

 

①防災ワークショップ「いつものもしも」（3/9・10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。 

●企画/運営  株式会社良品計画（無印良品） 

 

 

 

 

（写     真） 

 

 

 

 

 

“いつものもしも”の様子 

 

②FMHOT839 による会場内放送及びラジオ公開生放送（3/9・3/10 両日共） 

  FMHOT839による会場内放送及び公開生放送を行います。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。ラジオは災害時等のテレビが見られ

ない時に大変重要な情報源となります。それらを改めて感じてもらうためのコンテンツです。 

●企画/運営  株式会社エフエムさがみ 

 

 

（写     真） 

 

 

 

 

 

 

 

会場内放送の様子  



 

③３．１１写真展（3/9・3/10 両日共） 

商店街の空店舗内で、大船渡市の東日本大震災から現在までの様子を収めた写真を展示しま

す。 

●企画/運営  株式会社エフエムさがみ 

写真提供 ニュー清水 清水康雄氏 

 

④Ｊ：ＣＯＭ町田・川崎紹介ブース（3/9 のみ） 

Ｊ：ＣＯＭで提供している、24時間いつでも緊急地震速報をお知らせする情報端末を紹介し

ます。 

●企画/運営  株式会社ジェイコムイースト町田・川崎局 

 

⑤木育ワークショップ（3/9・10両日共） 

  東京・森と市庭の主催による、子どもたちが身近な木材を使って楽しく遊べるワークショッ

プを行います。いざという時に子どもたちが身近な自然物で遊びをつくれるようになること

を目指します。 

●企画/運営  株式会社東京・森と市庭 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

“木育ワークショップ”の様子 

 

  



 

⑥いつも街に花を（3/9のみ） 

  花は生活に彩りと豊かさをもたらし、上を向いて咲く姿は、見る人々を笑顔にしてくれます。

いつもの風景に花を添え、花の持つ魅力を感じることができるコンテンツです。 

●企画/運営  株式会社ＵＲコミュニティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“いつも街に花を”の様子 

 

⑦災害時緊急連絡カード紹介（3/9・3/10 両日共）・シルクスクリーン体験 (3/9

のみ) 

幼稚園にて実際に配っている緊急時の連絡カードを知ってもらうことで、団地全体で防災に

関する意識を共有してもらいます。キッズコーナーでは、木材と戯れることができるカンナ

くずのプールのほか、シルクスクリーンによるコットンバック制作や木材や毛糸を使ったオ

ーナメント制作などのワークショップを開催します。 

●主催    認定こども園 正和幼稚園 

●運営協力  株式会社東京・森と市庭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時緊急連絡カードとワークショップのイメージ 

  



 

⑧飲食コーナー（3/9・10両日共） 

山崎団地名店会のお店を中心に商店街の店先に特別出店します。 

●企画/運営  山崎団地名店会 

 

⑨アウトドアグッズ販売（3/9・10両日共）） 

 防災にも災害時にも役に立つアウトドアグッズの販売を予定しております。 

 

⑩ＰＬＵＳ ＹＵ（3/9・10両日共） 

「ライターやマッチなしで火をおこそう！」 

メタルマッチや火打石を使った火おこし体験を行います。私たちは生活の中で当たり前のよ

うに火を使っています。もしものとき、ライターやマッチ無しで火をおこせたら、誰かを救

えるかもしれません。この貴重な経験を是非体感してみてください。 

  ※指導スタッフがおりますので、初体験・お子さまでも体験いただけます。 

●企画/運営  株式会社企画室ゆう 

 

⑪ＵＲの災害対応支援展示・Ｄｒ．ナダレンジャーのサイエンスショー  

（3/9・10両日共 ※サイエンスショーは 3/9 のみ開催） 

ＵＲ都市機構は、東日本大震災被災をはじめ近年頻発する大規模災害に対して様々な支援を

実施しており、その取り組みについてパネル展示にて情報発信を行います。また、Ｄｒ．ナ

ダレンジャーが身近なものを使って様々な自然災害の現象をわかりやすく楽しく解説するサ

イエンスショーを行います。 

●企画/運営  ＵＲ都市機構 

●運営協力  国立研究開発法人防災科学技術研究所 

 

⑫防災ビンゴ（3/9・10両日共） 

  災害に備えて用意しておくべき防災グッズの中からアイテムを選び、ビンゴゲーム形式で防

災の知識を楽しく学べるワークショップです。ビンゴの特典として、いざという時に役立つ

オリジナル防災グッズのプレゼント＆使い方のミニレクチャーを行います。 

●企画/運営  株式会社ＵＲリンケージ 

 

  



 

⑬防災訓練(3/9のみ) 

町田山崎団地自治会・自主防災会によるスタンドパイプを利用した消火栓確認のほか、起震

車体験や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  日本総合住生活株式会社 

 

体験メニュー   

   ⅰ 起震車体験 9：00～11：30 / 13：30～16：00 

   ⅱ 煙ハウス体験 

   ⅲ バルコニー隔板の蹴破り体験（先着 10名） ほか  

 

 

 

 

 

 

（写    真） 

 

 

起震車体験の様子 

 

⑭健康チェック(3/9・3/10両日共) 

  健康に暮らす為には健全な体が必要です。体脂肪や血圧、骨密度などを測定できる健康チェ

ックを、団地近隣の医療・福祉・介護の専門の方々などが行います。自分の健康を知る事が

健康の第一歩に繋がります。 

●企画/運営  一般社団法人グランハート 医療法人社団創生会町田病院  

忠生第２高齢者支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  健康チェックの様子 



 

⑮防災ジャパンダプロジェクト ワークショップ（3/9 のみ） 

  損害保険ジャパン日本興亜株式会社が開催する、将来を担う子どもたち（およびその保護者

の方）を対象に、防災について学び・体験する場を防災紙芝居やカードゲーム等のレクリエ

ーションを通じて提供し、災害から身を守るための知識や安全な行動について身につけても

らうことを目的としたプロジェクトです。 

当日はパンダの着ぐるみも登場する予定です。 

●企画/運営 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 

⑯saxoUR による演奏会（3/9 のみ） 

「まちを音楽で盛り上げる」を合言葉に、ＵＲ都市機構の有志メンバーで結成された「サッ

クス＋パーカッション」の音楽グループによる演奏会を行います。元気の出る音楽を通じて、

イベント全体で一体感・つながりを感じることのできる企画です。 

●企画/運営  ＵＲ都市機構 saxoUR 

 

⑰つくろう！クロスウィービング！（3/9・10 両日共） 

団地で集めた木の枝と毛糸を使って、クモの巣型のオブジェを作ります。 

素敵なオブジェを作っておうちにもって帰ろう！ 

●企画/運営  ＵＲ都市機構 

 

⑱ま輪ろう！クロスワード！（3/9・10両日共） 

来場された方にクロスワードパズルの問題用紙を配布します。各ブースを回って最後に本部

ブースで答え合わせを行い、正解した方には記念品を差し上げます。 

遊団地開催日は町田山崎団地を飛び出して、向かいの町田木曽住宅でも出題する予定です。 

●企画/運営  ＵＲ都市機構 

 

⑲ＵＲ復興支援・災害対応パネル展示（3/9・10両日共） 

ＵＲ都市機構がこれまでの事業で培った災害対応（災害時の復旧・復興支援・事前防災）に

関する説明パネルを展示します。 

●企画/運営  ＵＲ都市機構 

 

  



 

⑳団地 de キャンプ（3/9PM～3/10AM）、キャンプファイヤー（3/9 夕方）（雨天決行） 

震災時等に、屋外で過ごさなければならない場合を想定したプログラムです。普段はレジャ

ー用のキャンプ道具やアウトドアの知識が、緊急時にどのように役立つのかを楽しみながら

学ぶことができます。初心者の方にも使いやすい Coleman 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やキャンプ経験の少ない方でもお楽しみ頂けます。 

2月に、「DANCHI Caravan」特設ページにて参加者を募集致します。詳しい申込方法等は後日

そちらの特設ページをご覧下さい。 

●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 株式会社良品計画（無印良品） 

●運営協力  コールマンジャパン株式会社 株式会社ルネサンス 

スケジュール 

＜3月 9日（土）＞ 

15：00  集合・オリエンテーション 

15：15  テント設営 

16：30  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 10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（キャンプファイヤー）”の様子 



 

○21東京ガスの火育（3/9のみ） 

災害時にライフラインが寸断された場合を想定し、身近な材料である「鍋と金網ザル」を使

って「かまど」をつくり、上手に火をおこす体験をします。また、おこした火を利用し、温

かいおしるこをご提供します。火について学び、正しく扱い、火がもたらす様々な恵みを楽

しむ体験を通して「災害時に生き抜く力」を育むためのプログラムです。 

●企画/運営  東京ガス株式会社 

 

【実施概要】 

◆実施時間：約 60分  

①１１：００～ ②１２：３０～ ③１４：００～ ④１５：３０～ 

◆対象：小学生以上のお子さまとその保護者 

◆参加人数：6組 12名（各回） 

◆申込み方法：先着順 

◆体験のながれ 

・災害時の火の役割 

・火をおこす場合の場所選び             （写   真）？ 

・燃やす順番を考える 

・身近にある道具でかまどづくり 

・火をおこそう 

・おしるこを温めて食べよう 

・消火方法を覚える 

※火を扱うことから、サンダル等での参加はできません。 

     

 

 

 

 

 

  



 

○22団地 de シネマ！（3/9のみ 夜間予定） 

町田市内の架空の団地を舞台とした映画「みなさん、さようなら」の上映を行います。 

●企画/運営  ＵＲ都市機構 

みなさん、さようなら 作品紹介 

    「ぼくは一生、団地の中だけで生きていく！」 

    『アヒルと鴨のコインロッカー』の中村義洋監督が温め続けた、驚きと笑いがちりばめ

られた異色の青春映画！ 

 

    監督：中村義洋 

    脚本：林民夫、中村義洋 

    原作：久保寺健彦「みなさん、さようなら」（幻冬舎文庫刊） 

    出演：濱田岳 倉科カナ 永山絢斗 波瑠 田中圭 ベンガル 大塚寧々 

    配給：ファントム・フィルム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （Ｃ）2012「みなさん、さようなら」製作委員会 

  



 

○23昔ながらの紙芝居（3/9 のみ） 

町田山崎団地に隣接する木曽山崎図書館には、紙芝居の蔵書が 490点もあります。 

もし被災したときでも、絵本や紙芝居などがあれば、子どもたちが少しでも楽しく過ごすこ

とができます。図書館には様々な図書がある事を知っていただきたく、図書館からお借りし

た紙芝居を、テレビアニメ「ドラえもん」のしずかちゃんでおなじみの声優、かかずゆみさ

んが読み聞かせを行います。 

●企画/運営  ＵＲ都市機構 

●運営協力 株式会社アトミックモンキー 

 

かかずゆみさんプロフィール 

【趣味・特技】お菓子作り、着付け 

 

【主な出演作品】 

『ドラえもん』 源しずか役 

『キラキラハッピー★ ひらけ!ここたま』 おジョウ役 

『機動新世紀ガンダム X』 サラ･タイレル役 

『創聖のアクエリオン』 シルヴィア役 他 

その他多数 

 

【読み聞かせ活動】 

世界が愛した絵本(テレビ朝日) 

よ・み・き・か・せ（TOKYO FM・アポロン内） 

NPO法人「声と未来」 会員 

ほか多数 

     


