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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」）を町田山崎団地（東京都町田市）にて、令和５年３月 11 日（土）～３月 12 日

（日）の２日間にわたり開催いたします。 

DANCHI Caravan では、被災時に役立つ知識を学ぶワークショップや起震車体験、安否確認訓練等の防災

を学ぶ企画、近隣大学の学生による演奏会や作品の展示、地元企業によるスポーツ・ヨガ・特産品販売等、

地域との繋がりを深める企画を実施いたします。町田山崎団地にお住まいの方だけでなく、どなたでもご

参加いただけます。 

今年で６回目の開催となる DANCHI Caravan のサブタイトルは、「暮らしながら、防災を」です。いつ

起きるかわからない災害に対して備えるためには、日常的に使用しているもの、身近にあるものの中か

ら被災時にも使えるものを見つけ、使い方を認識し、防災を自分事として捉えることが大切となります。

東日本大震災から 12 年を迎える日に、改めて「暮らしの中の防災」について考える機会となるよう、本

イベントを実施します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「DANCHI Caravan in 町田山崎」過年度の様子  

 

「DANCHI Caravan in 町田
ま ち だ

山崎
や ま さ き

」～防災まつり～ ３月 11 日～12 日開催 

“暮らしながら、防災を” 

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 園田（電話）080-8822-6179 

（事務局への連絡先は 2023 年３月 12 日までの回線となります。） 

総務部 総務課 広報担当 上杉（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  令和５年３月 11日（土）10 時 00 分～18時 00 分（予定） 

       令和５年３月 12日（日）10 時 00 分～16時 00 分（予定） 

(3) 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、山崎団地名店会、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   FM HOT 839（エフエムさがみ）、ＦＣ町田ゼルビア、桜美林大学、 
株式会社エリアノ x 杏林大学 総合政策学部 三浦秀之ゼミ、 

株式会社くらしの友、一般社団法人グランハート、ぐりーんハウス、 

グリーンヨガフェスタ町田事務局、工学院大学、 

sakana studio（ぼうけんアーティストりゅう）、 

相模女子大学短期大学部、佐藤農場、認定こども園正和幼稚園、 

ソフトバンク株式会社、損害保険ジャパン株式会社、 

株式会社東京・森と市庭
い ち ば

、トヨタモビリティ東京株式会社、 

日本総合住生活株式会社住生活事業企画部、 

日本ユニバーサルモルック協会、ブックオフコーポレーション株式会社、 

まちだベジハブ・マルシェ、町田警察署、町田市防災課、 

ヤマト運輸株式会社、株式会社ＵＲコミュニティ、 

株式会社ＵＲリンケージ、社会福祉法人悠々会、 

株式会社良品計画（無印良品・無印良品キャンプ場・MUJI HOUSE）（50 音順） 

 後  援  町田市 

２ DANCHI Caravan の取材について 

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、「DANCHI Caravan in 町

田山崎 事務局」までお問い合わせください。３月 11 日(土)、12 日(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します。 

３ DANCHI Caravan 関連ページ 

・ＵＲ都市機構 SNS 公式アカウント 

Facebook 

https://www.facebook.com/people/UR%E8%B3%83%E8%B2%B8%E4%BD%8F%E5%AE%85-%E9%A6%96%E9

%83%BD%E5%9C%8F%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2/100063054139065/ 

   Instagram https://www.instagram.com/ur_toshikiko/ 

      Twitter https://twitter.com/UR_TOSHIKIKOU 

・DANCHI Caravan ホームページ 

http://danchicaravan.jimdosite.com 

  ・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/ 

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


 
【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、楽

しみながら学べる構成となっております。各イベントの運営スタッフにはそれぞれの企業・団体

のスタッフのほか、桜美林大学の学生の方々にもご協力いただいております。 

※企画内容は事前の予告なく変更する可能性があります。 

※開催風景は過年度の様子やイメージ写真です。 

■３月 11 日、12 日両日開催のイベント 

１．参加するイベント 

  ①防災ワークショップ「いつものもしも」 

   無印良品は「いつものもしも」という、「ふだん使いできるモノをいざという時の防災用品」

として役立てる提案をしています。備えは日常の中にあることが大切で、それらを使いこなせ

てこそ本当の防災力になります。 

   今回は、大地震発生直後に自力で生き延びる為の心得を、皆さんと楽しくワークショップを

しながらお伝えいたします。 

●企画/運営：無印良品 

  

 

 

 

 

②団地 de キャンプ、 団地 de キャンプファイヤー 

   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。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。 

また団地の広場でキャンプファイヤー＆キッズライブを実施します。大きな火で暖を取りな

がら歌ったり、踊ったり、ライブを楽しんだり、子どもから大人まで楽しめるプログラムです。 

※キャンプファイヤーは３月 11 日（土）夕方のみ 

●企画/運営：無印良品 

●運営協力：株式会社 SOTOLABO 

 

 

  



 
③平時も有事も活躍するトレーラーハウス／「そなえるドリル」ワークショップ 

災害時利用/オフグリッド/平時活用といったそれぞれの場面でのトレーラーハウスの紹介

や循環水型洗面器（オフグリッド）の実用展示、子どもと大人が家族を想定して考える防災ツ

ール「そなえるドリル」のワークショップを開催します。 

●開催日：両日開催  

●企画/運営：株式会社エリアノ x 杏林大学 総合政策学部 三浦秀之ゼミ 

 

 

 

 

 

 

④みんなでＹＯＧＡ！(マット不要) 

和楽器＋ヨガ：和太鼓を中心とした和楽器演奏に合わせて楽しくみんなで身体を動かしま 

す。一体感を楽しもう！ヨガマットは不要です。演奏を聞くだけの時間もあ 

ります。 

ファミリーヨガ：お子さまからシニアまで気楽に楽しめるヨガです。 

３月 11 日(土)10:00 和楽器＋ヨガ / 14:00 ファミリーヨガ 各 45 分程度 

３月 12 日(日)10:00 ファミリーヨガ / 14:00 和楽器＋ヨガ 各 45 分程度 

●企画/運営：グリーンヨガフェスタ町田 

   ●運営協力：一般社団法人日本ボディワーク協会 

 

 

 

 

⑤いまからできる、災害への備え！ 

災害への備えをしていますか！？被災後の生活を楽しく学ぶブースです。身近なものを使っ

たトイレ対策、防災クイズなど体験を通して被災後の生活に役立つ知識を学べるワークショッ

プを行う予定です。 

●企画/運営：工学院大学建築学部まちづくり学科村上研究室 

 

 

 

 

 

 

  



 
⑥森の素材と端材で遊びを作るワークショップ 

奥多摩の森から丸太や端材をお届け。森の素材からおもちゃやゲーム、楽器等を自由につく

り出しましょう。 

●企画/運営：株式会社東京・森と市庭 

 

 

 

⑦モルック体験会 

モルックの体験会や廃材をつかったワークショップで用具を作成し、作成した用具を使って

モルックを楽しむことができます。 

●企画/運営：日本ユニバーサルモルック協会 

 

 

 

 

 

 

 

⑧起震車体験 

   地震を疑似体験することができます。地震を感じたら、まずは、身の安全！ 

●企画/運営：町田市防災課 

 

 

 

 

 



 
⑨縁側 sakana。駄菓子を食べながらお絵かきしよう！ 

魚とアートをテーマとした、出入り自由のコミュニティスペースです。ふらっと立ち寄っ

て、絵を描いたり、本を読んだり、お菓子を食べたり、隣の人とお話したり。人とのつなが

りが、安心感や助け合いのベースになる。日常も、もしもの時も、コミュニティスペースの

ある暮らしを提案します。３月 12 日(日)は駄菓子屋ぐりーんハウスでお買い物をした方限

定で特別な塗り絵をプレゼント。 

※ぐりーんハウスとのコラボレーションは３月 12 日(日)のみ 

●企画/運営：sakana studio 

●運営協力：ぐりーんハウス 

 

 

 

 

 

 

 

⑩相模女子大学短期大学 

山崎団地自治会と一緒に学生が炊き出しを行います。 

●企画/運営：町田山崎団地自治会 

●運営協力：相模女子大学短期大学部 

 

⑪ブックオフの出張買取 in 町田山崎団地 

本や CD だけじゃなく、洋服・アウトドア用品などを出張買取いたします。この機会に身の回り

のご不要なモノを整理し、お部屋をスッキリさせませんか？これも減災対策の 1 つになります。

お気軽にブースへご相談ください。 

●企画/運営：ブックオフコーポレーション株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

⑫よろず相談所 

    ほっと温まる飲み物を飲みながら、お話しませんか？ 

●企画/運営：ＵＲ都市機構 

 



 
⑬『しえんぶっしを届けよう！』（子ども向け荷物配達体験） 

   「ほしいものリスト」をもとに支援物資を箱詰めし、他の出店ブースに配達します（5～

10 才のお子様が対象です）。 

●企画/運営：ヤマト運輸株式会社 

 

 

 

 

 

 

２．見るイベント 

①MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクト 新プラン内覧企画展示 

「感じ良い暮らしがもしもに役に立つ」～お部屋の整理整頓術～ 

2018 年以来５年ぶりとなる 2023 年、町田山崎団地に MUJI×UR 団地リノベーションプロ

ジェクトの新プラン・モデルルームが完成しました。 

今回、内覧会に合わせて、DANCHI Caravan と共同で、「感じ良い暮らしがもしもに役に

立つ」～お部屋の整理整頓術～と称し、日常の暮らしの中で、いざという時に本当に役立つ

防災術を、リアルな団地住戸内で企画展示を行います。 

●企画/運営：無印良品 

●運営協力：MUJI HOUSE、ＵＲ都市機構 

 

 

 

 

 

 

 



 
②「その時のために」 

    地元ラジオ局による会場内放送及びラジオの公開生放送です。その他、ラジオに連動した

防災に関するステージや演奏、写真展等を開催します。 

・地域演者による音楽ステージ 

・防災情報の発信 

・会場内のコンテンツ紹介 

・災害写真展    

●企画/運営：FM HOT 839（エフエムさがみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③はやお防災プロジェクト 

防災×つながり×遊びをテーマにした、災害時に限られたスペースと物を使ってできる遊

びのブースです。学生が制作した作品を展示します。 

 ●企画/運営：桜美林大学芸術文化学群 オールラウンド・アートサークル・はやお 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
④災害用備品展示 

    いざという時に役立つ災害用備品を展示します。 

●企画/運営：町田警察署 

 

⑤お片付けで防災減災 

    在宅避難をするうえで、お部屋が散乱している状況での避難生活をすることは難しいです。

また、被害を最小限にするためには、家具転倒防止等だけでなく、日ごろから所有する物を

少なくし、整理整頓をしておくことが大切です。そこで、日常のお片づけについて、防災減

災の視点からアプローチする取り組みを紹介します。 

●企画/運営：町田市防災課 

３．買い物イベント 

①山崎団地名店会 

    名店会では、DANCHI Caravan に来場されたみなさまのお腹を満たす温かいご飯を販売い

たします。 

メニュー：フランクフルト、ビール、お弁当、餃子、チャーハン、たこ焼き、焼きそば等 

 ●企画/運営：山崎団地名店会 

 

②佐藤農場 

町田で収穫したサツマイモの焼き芋、干し芋の販売。 

 ●企画/運営：佐藤農場 

 

 



 
③キッチンカー J Smile wagon 

ＪＳ日本総合住生活が運営するキッチンカーです。台湾で人気の豆花（トウファ）などを

販売します。 

●企画/運営：日本総合住生活株式会社住生活事業企画部 

 

 

 

 

 

 

 

 

■３月 11 日のみ開催のイベント 

１．参加するイベント 

①安否確認訓練 

   災害発生を想定した安否確認訓練を実施します。窓から黄色の旗を掲げて安全を確認する訓   

練で、通信網が機能しない場合に、目視で安否の確認が可能です。 

※実施号棟…7-31，7-32 号棟 

●企画/運営：町田山崎団地自治会・自主防災会 

●運営協力：相模女子大学短期大学部 

   

②ＦＣ町田ゼルビア健康体操教室／ＦＣ町田ゼルビアと一緒にボールで遊ぼう！ 

   ・健康体操教室 

  ＦＣ町田ゼルビアスタッフによるストレッチと手遊び教室です。ぜひ一緒に体を動かして

気持ちよく１日を過ごしましょう。 

   ・一緒にボールで遊ぼう！ 

 ご来場いただいた方々が自由にボールを使って遊ぶことができるとともに、ボールを使っ

た遊び方をご紹介します。 

●企画/運営：ＦＣ町田ゼルビア 

 

  



 
③しっとりささみサークル（桜美林大学芸術文化学群） 

しっとりささみサークルのメンバーが、日頃から創作してきたアニメ作品を上映します。

奇想天外なアニメーションをお楽しみください。 

「防災に関わるアニメを描こう」のコーナーでは、消防自動車や消防の隊員が火事を消した

り、救急車が被災した人を病院へ搬送したり、警察犬が子どもを背中に乗せて救助したり等、

色々な状況を想像して絵やアニメの原画を作ることができます。アニメの原画の完成後、撮

影してコンピュータで自分が描いた動画を見てみましょう。 

 ●企画/運営：桜美林大学芸術文化学群 しっとりささみサークル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④スマホでマイナンバーカード利用紹介・マイナンバーカード申込・かんたんスマホ体験会 

・スマホでマイナンバーカード機能を利用する設定や操作方法を案内 

（マイナポイント申込、オンライン診察、保険証登録、公金口座登録など） 

・マイナンバーカード申込手続きできます。 

・スマホ未使用者向けにかんたんスマホを用意します。 

   ●企画/運営：ソフトバンクスマホアドバイザー 

⑤防災ジャパンダプロジェクト 

防災ワークショップを実施します。 

 ●企画/運営：損害保険ジャパン 

⑥森の素材でペン立て作りワークショップ 

森の素材でペン立て作りを行います。ワークショップは予約制です。 

 ●企画/運営：株式会社東京・森と市庭、 

学校法人正和学園 幼保連携型認定こども園 正和幼稚園 

⑦避難生活お身体の健康セミナー 

●企画/運営：一般社団法人グランハート 

⑧災害時の健康チェック 

●企画/運営：社会福祉法人悠々会 

 



 
２．見るイベント 

①上田ゼミによるジャズ・ポピュラー演奏（桜美林大学芸術文化学群） 

上田ゼミではジャズ・ポピュラー演奏研究をしています。今回は、学生のギターデュオに

ヴォーカルも加わり、ジャズ、ソウル、ポピュラーのスタンダードを演奏します。 

  ●企画/運営：桜美林大学芸術文化学群 上田ゼミ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．買い物イベント 

   ①まちだベジハブ・マルシェ（町田市産の野菜や加工品等の販売） 

    町田市では、｢農がそこにある暮らし｣をコンセプトに、まちづくりの視点から都市農地の

保全や都市農業の活性化を目指し、市民と農をつなぐ取り組みを「まちだベジハブ」と名付

けて推進しています。 

今回は市民や来訪者の方に、地元野菜や野菜を使った加工品等の販売を通じて、町田の農

や野菜をより身近に感じていただきたいと考えております。 

 ●企画/運営：株式会社ＵＲリンケージ 

●運営協力：まちだ里のマルシェ、河合農園、特定非営利活動法人町田フレンズサポート、 

玉川大学 地域体験型サークル OKOSHI 

 

 

 

 

 

 

  



 
■３月 12 日のみ開催のイベント 

１．体験イベント 

   ①いつも暮らしに花を 

    種まきイベント+ウサギ探しラリー。 

※種まきをした方、会場内にいるウサギの耳をつけた当社社員を見つけた方に、花の種や

防災備品をプレゼント。 

●企画/運営：株式会社ＵＲコミュニティ 

②かまどベンチでオリジナルポップコーンを作ろう  

    団地内にある「かまどベンチ」は知っていますか？普段はベンチ、災害時にはかまどの役

割を果たすものです。 

実際に組み立て→火起こし→ポップコーン作りを体験し、もしもの時に備えましょう！！ 

※安全面を考慮し、参加人数を絞らせていただきます。参加者は後日募集します。 

●企画/運営：ＵＲ都市機構 

 

２．見るイベント 

①松岡ゼミ生による管楽器演奏 

音楽専修学生による管楽アンサンブルの演奏です。皆さまに楽しんでもらえる努力をしま

したので、よろしくお願いします。 

   ●企画/運営：桜美林大学芸術文化学群 松岡ゼミ 

 

 

 

 

 

 

 

②トヨタの給電車両を体感してみよう！ 

非常時に、移動する電源として役立つトヨタの給電車両。スマホの充電など実際にクルマ

からの給電デモンストレーションを実施、様々な可能性を体感いただけます。 

 ●企画/運営：トヨタモビリティ東京株式会社 

 

 

  



 
 

＜本件が取り組むSDGs＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＵＲ都市機構について＞ 

ＵＲ都市機構の歩みは戦後の住宅不足解消に端を発しています。1955年から様々なステークホルダーと

ともに、時代時代の多様性に即し、安全・安心・快適なまちづくり・くらしづくりを通して、「人が輝く

“まち”」の実現に貢献してまいりました。そしてこれからも、変化する社会課題に挑戦し続けることで

皆さまにお応えし、「人が輝く“まち”」づくりに不可欠な存在でありたいと考えております。これまで

培ってきた持続可能なまちづくりのノウハウをいかし、都市再生事業・賃貸住宅事業・災害復興支援・

海外展開支援に全力で取り組んでまいります。 

 

https://www.ur-net.go.jp/ 

 


