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全国消防長会
仙台市消防局

東北大学・日産自動車・本田技研工業・オートモーティブエナジーサプライ 「災害時対応型電気自動車（ＥＶ）」
電気自動車（ＥＶ）のバッテリーに蓄えられた電力は、車から取り出して様々なことに活用することができます。今回は、東北
大学災害科学国際研究所が災害対応や被災地の研究活動に活用しているＥＶを展示するほか、ＥＶから電気を取り出す機器
や方法と、災害時のＥＶの活用方法をご紹介します。

屋外展示B 終日展示

11月26日（日）

終日展示

せんだい青葉山交流広場 屋外展示

会場マップ

ワークショップ

国際センター駅 せんだい防災パビリオン

総務省 東北総合通信局 「災害時における通信確保のための支援」
東北総合通信局では、地方公共団体からの要請に応じて「災害対策用移動電源車」を無償で貸出し、災害時の通信確保を
支援しています。また、日本地域放送支援機構と連携して「臨時災害放送局用機器」を貸出し、避難住民への情報伝達を支
援しています。

屋外展示B 終日展示

仙台市・NTTドコモ・一般社団法人ドローンテックラボ仙台 「防災・減災ドローンに関する屋外展示」
仙台市では、民間企業・団体と連携し、防災・減災に向けたドローン等のICT技術を活かし、実用化を視野に入れたソリュー
ションの開発実証に取り組んできました。屋外展示では、これまでの取組み内容の紹介と、今後実証に取り組むことも視野
に、国内外の新たな技術を紹介します。

屋外展示B 11月27日（月）

スマートフォン用のアプリ「そなえ」の主な機能は、①災害情報表示＿②避難場所表示：GPSで現在地周辺の避難場所を
平面図やＡＲを使い現実風景に重ねて方向や距離を表示＿③ＳＯＳ位置通知：事前登録したメールアドレスへメッセージと
自分の位置を発信です。インストールは無料。

屋外展示B 終日展示
札幌市 「札幌市防災アプリ そなえ」

ヤマハモーターエンジニアリング株式会社 「災害救援活動二輪車の紹介」
災害時初動バイクです。
家庭用コンセントからメインバッテリを充電でき、いざというときもすぐに出動可能。
シガーソケットから電子機器の充電もでき、災害時の交通規制や情報収集、地域パトロールにも活用できます。

屋外展示B 11月26日（日）

地盤ネット株式会社 「災害リスク無料診断」
1分であなたの地盤しらべます。「家にいれば安全」な世界をつくりたい。このスローガンをモットーに、今いる場所や指定
された場所の災害リスクが手軽にわかる無料サービスを開発しています。当日は地盤にまつわるクイズや、もれなくもらえ
るプレゼント企画などをご用意しています。

屋外展示B 終日展示

TEAM防災ジャパン 「TEAM防災ジャパン　オフラインミーティング＜昼の部＞」
防災に取り組まれている皆さまが、「ぼうさいこくたい」に集まるこの機会に、顔合わせができる場を設けました。皆さまが
日頃より取り組んでいる、「防災・減災活動」の情報や課題の共有など、防災について語り合いましょう。

会議棟：小会議室4

家庭や施設等に簡易に設置ができ災害発生時には直ちに避難完了が可能となる小　型の救命シェルターです。水難災害時、水
上浮遊状態ではハッチが上方になるためハッチの開放が可能で生存者を水上で救助することが可能です。また、内部で気絶した
生存者を外から救助・救命する事も可能な構造となっています。表面色は視認性が高い「国際救難（オレンジ）色」を採用しました。

屋外展示B

日本防火・防災協会 「宮城県婦人防火クラブ連絡協議会による炊き出し」
婦人防火クラブは、全国で8,600クラブ、132万人の自主的な防災組織で、火災予防や防災意識の啓発、阪神淡路大震災
や東日本大震災の時には各種支援物資の調達、炊き出し等を行ってきました。今回、32万人を擁する宮城県婦人防火クラ
ブ連絡協議会が「仙台風芋煮」と「アルファー米」を各500食分提供する予定です。

屋外展示A 11月26日（日）

陸上自衛隊 第6師団 第22普通科連隊 陸上自衛隊が装備する、高機動車、軽装甲機動車、偵察用バイクを展示します。

屋外展示C 11月26日（日）

終日展示

全国消防長会・仙台市消防局 「いろいろな消防車大集合　～乗って・見て・楽しんで　きみも消防士だ！～」

アイリスオーヤマ株式会社 「生活用品で地域貢献を目指します」

特殊な災害に対応する消防車を展示することにより、様々な消防の任務について紹介するとともに、地震体験等を通じて
防災意識の普及啓発を図ります。

屋外展示D 11月26日（日）

飛鳥特装株式会社 「地震体験」
いつやって来るか分からない地震だから、その恐怖に今から備えませんか？過去の大地震、そして今後予測される地震、そ
れらの揺れを体験し、万全の備えを。（3次元起動装置搭載　地震体験車）

屋外展示D

11月26日（日）

内閣府・経済産業省（おもてなしプラットフォーム） 「Touch&Payでスタンプラリー」

アウトドア用品は、厳冬期の高峰や灼熱の荒野など、過酷な自然環境での使用を想定して開発されています。アウトドアメー
カーとして皆さんに提案したい「災害への備え」を、改めてご紹介します。

屋外展示B

大人気の参加型アトラクション「謎解き宝探しゲーム」が「防災」とコラボレーション！親子で楽しみながら防災が学べます！
最後まで謎を解いた、ちびっこ名探偵には、なんと・・・「大賢者の秘宝」をプレゼント！

屋外展示B

仙台管区気象台 「大雨防災ワークショップ　～経験したことのない大雨　その時どうする？～」
日頃からの防災意識を高め、実際の行動につなげていただくため、“自らの問題”として日頃からの備えや適時適切な防災
気象情報の入手とその情報を活用した安全行動を事前にシミュレートしていただきます。（小学校高学年から一般の方対
象）※定員制となりますが、空きがあれば当日参加も可能です。

屋外テントA 11月26日（日）

日本赤十字社 「日本赤十字社による救急法体験」
Let's enjoy 赤十字笑劇団と学ぶ「AED操作」

屋外テントA

10:30～12:00

12:00～17:00 10:00～13:00

11月27日（月） 10:00～17:00

11月26日（日） 13:00～16:00

11月26日（日） 10:00～12:00

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 「防災ジャパンダプロジェクト　防災ワークショップ」
災害時に身を守るためには、防災についての行動や知識を学ぶことが重要です。
このワークショップでは、車用のジャッキなど身近にあるものを活用したワークショップ体験やカードゲームなどを通して、
いざという時の技や知識を、親子で楽しく身につけることができます。

屋外テントB

わしん倶楽部 「PUSHプロジェクト 『胸骨圧迫＆AEDの使い方を学ぶ』」
「もし、あなたの目の前で人が突然倒れたら、あなたはどうしますか？」PUSHプロジェクトでは簡易キットを活用し「胸骨圧
迫とAEDの使い方」の普及を通じて突然倒れた方を救命できる地域づくりを目指し、学校に於ける心肺蘇生教育の実施に
より「命を大切にするこころ」を育くんでいます。※定員制となりますが、空きがあれば当日参加も可能です。

屋外テントC

認定特定非営利活動法人アフタースクールぱるけ「地域における自助・共助の活動　障害児者の家族からのメッセージ」
平成２３年３月１１日の東日本大震災後、障がい児者の保護者がぱるけの職員と協働で「困っている人をちょこっと見守って
手助けをしてくれる人が増える」ことを願い、啓発の冊子と紙芝居を作成し、児童館や親子通園施設などで出前ワークショッ
プと定例会を行っています。※定員制となりますが、空きがあれば当日参加も可能です。

屋外テントD 11月26日（日）

10：00～16：1011月26日（日）

10:00～10:30 13:15～13:4511月26日（日）

10:30～11:00 13:45～14:1511月26日（日）

11:00～11:3011月26日（日）

11:30～12:00 15:00～15:3011月26日（日）

12:00～12:35 15:30～16:0511月26日（日）

12:35～13:1511月26日（日）

14:15～15:00

ミニステージ

ミニステージ

ミニステージ

ミニステージ

ミニステージ

ミニステージ

ミニステージ11月26日（日）

10:00～15:0011月26日（日）

10:00～15:0011月26日（日）

10:00～15:0011月26日（日）

仙台市 「せんだい防災パビリオン」
防災・減災をテーマに、防災実験やゆるキャラ達によるミニステージショー、防災ランタン・スイーツ
作りやクイズ、ゲームなど、気軽に楽しく学べるいろいろなイベントが国際センター駅に集結。「クイズ
×メイロ×ボウサイ」が同時に体験できる段ボール迷路で、クイズを解いて迷路をクリアした方には景
品をプレゼント！
防災に取り組む学生たちのミニプレゼンテーションもあります。

11月26日（日） 13:30 ～ 14:30
防災ジオラマ推進ネットワーク 「みんなで作ろう！段ボールジオラマ ワークショップ」
組立式の段ボールジオラマキットを活用したワークショップ型の防災学習プログラムを体験いただけます。皆でジオラマを
組み立て、楽しみながら地形の特徴や災害リスクを学びます。本来は自分の住むまちが対象となりますが、当イベントでは
宮城県石巻市を題材とし、東日本大震災の被災状況や安全な暮らしについて考えます。※定員制となりますが、空きがあれ
ば当日参加も可能です。

屋外テントC

防災レンジャーの「減災○×クイズ」に挑戦！

2階「青葉の風テラス」多目的スペース

2階「青葉の風テラス」屋外テラス

1階インフォメーションコーナー

宮城教育大学 幼児教育講座  「紙芝居『じしんのときのおやくそく』」
しまじろうと地震の時のおやくそくを学ぼう！

ＫＨＢ東日本放送 「防災ぐりり～ず劇場」
ぐりりとその仲間たちの歌や踊り、クイズもあるよ！

特定非営利活動法人防災士会みやぎ 「減災紙芝居『リオン』～リオンと一緒に地球をたびしよう～」
災害に対する準備の大切さを楽しく学ぼう！

八木山防災パフォーマンスチーム 「ぼうさいダンス」
災害時に大切な動きを楽しいダンスで覚えよう！

ミヤテレ震災復興プロジェクト 「ミヤテレおまもり教室」
だよんと一緒に歌って踊って！「防災○×クイズ」で楽しく防災について学ぼう！

防災と科学（サイエンス）が合体！ 身近なものを使った楽しい科学ショー！

10:00～16:00 手仕事品販売11月26日（日）
仙台市沿岸 編み会・縫い会／りんくる「被災地の女性たちによる手仕事品販売」
仙台市沿岸 編み会・縫い会：アクリルたわし、編みぐるみ等　　りんくる：木製のキーホルダー、ガラスのペンダント等

東北福祉大学 「減災カルタ・クイズ」
楽しみながら一緒に「減災・防災」を学ぼう！

仙台市（都市整備局建築指導課・青葉区街並み形成課）
「ペーパークラフト“紙ぶるる”で地震に強いおうちを作ろう！」
“紙ぶるる”を組み立てて、地震のゆれの違いを体験しよう！

仙台市地域防災リーダー(SBL)有志 「カラフル防災ランタンと防災スイーツを作ろう！」
身近なものを使った防災グッズ作りや災害時用のクラッカーを楽しくおいしくデコレーションしよう！

10:00～12:00 13:00～15:00

体験型イベント

体験型イベント

体験型イベント

体験型イベント

体験型イベント

11月26日（日）

クイズを解きながら、迷路を攻略し、景品をゲットしよう！

14:15～15:00 15:10～15:5511月26日（日）
わしん倶楽部 「災害対応カードゲーム『クロスロード』」
カードを使ったシミュレーションゲームをみんなで体験しよう！

ミニプレゼンテーション13:00～14:0011月26日（日）
13:00～13:15 仙台市立南吉成小学校 4年 堀内 夕太朗くん 2年 堀内 津麦さん
 「小学生の僕が今できる『防災・減災』」
13:15～13:30 宮城県多賀城高等学校
 「防災減災の取り組み ～“都市型津波に備える”震災の記憶の伝承と未来への発信～」
13:30～13:45 仙台白百合学園高等学校
 「災害時における外国人への支援体制について」
13:45～14:00 特定非営利活動法人東北福祉大学 防災士協議会 Team Bousaisi
 「次の自然災害に立ち向かうために学生防災士から伝えていきたい防災活動」

東北福祉大学 減災・防災サークルPASS 
「防災レンジャーショー！！ ～一緒に減災・防災について学ぼう～」

埼玉県防災学習センター・仙台市 「段ボール迷路 ～BOUSAI QUIZ☆ラビリンス～」

阿部清人（サイエンスインストラクター・防災士） 
「防災エンスショー ～楽しく科学・伝える防災～」

株式会社モンベル 「モンベルが提案する災害への備え」

13:00～15:00

株式会社光レジン工業 「防災・救命シェルターＣＬ-ＨＩＫＡＲｉ」

陸上自衛隊 第6師団 第22普通科連隊 「自衛隊車両（展示）」

株式会社Round Table　協力：国土防災技術株式会社、一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター
「防災×謎解き宝探しゲーム ～ピクトグラムと大賢者の秘宝～」

11月26日（日） 15:00～17:00

●誰もが参加する防災 ●防災について学ぶ

●誰もが参加する防災

●誰もが参加する防災●誰もが参加する防災

●誰もが参加する防災

●誰もが参加する防災

●防災について学ぶ

●誰もが参加する防災

●誰もが参加する防災

●防災について学ぶ

●防災について学ぶ

●防災について学ぶ

●防災について学ぶ

　●地域における連携を深める

　●地域における連携を深める

　●地域における連携を深める

●誰もが参加する防災

●防災について学ぶ

●誰もが参加する防災

●防災について学ぶ

●防災について学ぶ
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電気自動車（ＥＶ）のバッテリーに蓄えられた電力は、車から取り出して様々なことに活用することができます。今回は、東北
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屋外展示B 終日展示

11月26日（日）

終日展示

せんだい青葉山交流広場 屋外展示

会場マップ

ワークショップ

国際センター駅 せんだい防災パビリオン

総務省 東北総合通信局 「災害時における通信確保のための支援」
東北総合通信局では、地方公共団体からの要請に応じて「災害対策用移動電源車」を無償で貸出し、災害時の通信確保を
支援しています。また、日本地域放送支援機構と連携して「臨時災害放送局用機器」を貸出し、避難住民への情報伝達を支
援しています。

屋外展示B 終日展示

仙台市・NTTドコモ・一般社団法人ドローンテックラボ仙台 「防災・減災ドローンに関する屋外展示」
仙台市では、民間企業・団体と連携し、防災・減災に向けたドローン等のICT技術を活かし、実用化を視野に入れたソリュー
ションの開発実証に取り組んできました。屋外展示では、これまでの取組み内容の紹介と、今後実証に取り組むことも視野
に、国内外の新たな技術を紹介します。

屋外展示B 11月27日（月）

スマートフォン用のアプリ「そなえ」の主な機能は、①災害情報表示＿②避難場所表示：GPSで現在地周辺の避難場所を
平面図やＡＲを使い現実風景に重ねて方向や距離を表示＿③ＳＯＳ位置通知：事前登録したメールアドレスへメッセージと
自分の位置を発信です。インストールは無料。

屋外展示B 終日展示
札幌市 「札幌市防災アプリ そなえ」

ヤマハモーターエンジニアリング株式会社 「災害救援活動二輪車の紹介」
災害時初動バイクです。
家庭用コンセントからメインバッテリを充電でき、いざというときもすぐに出動可能。
シガーソケットから電子機器の充電もでき、災害時の交通規制や情報収集、地域パトロールにも活用できます。

屋外展示B 11月26日（日）

地盤ネット株式会社 「災害リスク無料診断」
1分であなたの地盤しらべます。「家にいれば安全」な世界をつくりたい。このスローガンをモットーに、今いる場所や指定
された場所の災害リスクが手軽にわかる無料サービスを開発しています。当日は地盤にまつわるクイズや、もれなくもらえ
るプレゼント企画などをご用意しています。

屋外展示B 終日展示

TEAM防災ジャパン 「TEAM防災ジャパン　オフラインミーティング＜昼の部＞」
防災に取り組まれている皆さまが、「ぼうさいこくたい」に集まるこの機会に、顔合わせができる場を設けました。皆さまが
日頃より取り組んでいる、「防災・減災活動」の情報や課題の共有など、防災について語り合いましょう。

会議棟：小会議室4

家庭や施設等に簡易に設置ができ災害発生時には直ちに避難完了が可能となる小　型の救命シェルターです。水難災害時、水
上浮遊状態ではハッチが上方になるためハッチの開放が可能で生存者を水上で救助することが可能です。また、内部で気絶した
生存者を外から救助・救命する事も可能な構造となっています。表面色は視認性が高い「国際救難（オレンジ）色」を採用しました。

屋外展示B

日本防火・防災協会 「宮城県婦人防火クラブ連絡協議会による炊き出し」
婦人防火クラブは、全国で8,600クラブ、132万人の自主的な防災組織で、火災予防や防災意識の啓発、阪神淡路大震災
や東日本大震災の時には各種支援物資の調達、炊き出し等を行ってきました。今回、32万人を擁する宮城県婦人防火クラ
ブ連絡協議会が「仙台風芋煮」と「アルファー米」を各500食分提供する予定です。

屋外展示A 11月26日（日）

陸上自衛隊 第6師団 第22普通科連隊 陸上自衛隊が装備する、高機動車、軽装甲機動車、偵察用バイクを展示します。

屋外展示C 11月26日（日）

終日展示

全国消防長会・仙台市消防局 「いろいろな消防車大集合　～乗って・見て・楽しんで　きみも消防士だ！～」

アイリスオーヤマ株式会社 「生活用品で地域貢献を目指します」

特殊な災害に対応する消防車を展示することにより、様々な消防の任務について紹介するとともに、地震体験等を通じて
防災意識の普及啓発を図ります。

屋外展示D 11月26日（日）

飛鳥特装株式会社 「地震体験」
いつやって来るか分からない地震だから、その恐怖に今から備えませんか？過去の大地震、そして今後予測される地震、そ
れらの揺れを体験し、万全の備えを。（3次元起動装置搭載　地震体験車）

屋外展示D

11月26日（日）

内閣府・経済産業省（おもてなしプラットフォーム） 「Touch&Payでスタンプラリー」

アウトドア用品は、厳冬期の高峰や灼熱の荒野など、過酷な自然環境での使用を想定して開発されています。アウトドアメー
カーとして皆さんに提案したい「災害への備え」を、改めてご紹介します。

屋外展示B

大人気の参加型アトラクション「謎解き宝探しゲーム」が「防災」とコラボレーション！親子で楽しみながら防災が学べます！
最後まで謎を解いた、ちびっこ名探偵には、なんと・・・「大賢者の秘宝」をプレゼント！

屋外展示B

仙台管区気象台 「大雨防災ワークショップ　～経験したことのない大雨　その時どうする？～」
日頃からの防災意識を高め、実際の行動につなげていただくため、“自らの問題”として日頃からの備えや適時適切な防災
気象情報の入手とその情報を活用した安全行動を事前にシミュレートしていただきます。（小学校高学年から一般の方対
象）※定員制となりますが、空きがあれば当日参加も可能です。

屋外テントA 11月26日（日）

日本赤十字社 「日本赤十字社による救急法体験」
Let's enjoy 赤十字笑劇団と学ぶ「AED操作」

屋外テントA

10:30～12:00

12:00～17:00 10:00～13:00

11月27日（月） 10:00～17:00

11月26日（日） 13:00～16:00

11月26日（日） 10:00～12:00

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 「防災ジャパンダプロジェクト　防災ワークショップ」
災害時に身を守るためには、防災についての行動や知識を学ぶことが重要です。
このワークショップでは、車用のジャッキなど身近にあるものを活用したワークショップ体験やカードゲームなどを通して、
いざという時の技や知識を、親子で楽しく身につけることができます。

屋外テントB

わしん倶楽部 「PUSHプロジェクト 『胸骨圧迫＆AEDの使い方を学ぶ』」
「もし、あなたの目の前で人が突然倒れたら、あなたはどうしますか？」PUSHプロジェクトでは簡易キットを活用し「胸骨圧
迫とAEDの使い方」の普及を通じて突然倒れた方を救命できる地域づくりを目指し、学校に於ける心肺蘇生教育の実施に
より「命を大切にするこころ」を育くんでいます。※定員制となりますが、空きがあれば当日参加も可能です。

屋外テントC

認定特定非営利活動法人アフタースクールぱるけ「地域における自助・共助の活動　障害児者の家族からのメッセージ」
平成２３年３月１１日の東日本大震災後、障がい児者の保護者がぱるけの職員と協働で「困っている人をちょこっと見守って
手助けをしてくれる人が増える」ことを願い、啓発の冊子と紙芝居を作成し、児童館や親子通園施設などで出前ワークショッ
プと定例会を行っています。※定員制となりますが、空きがあれば当日参加も可能です。

屋外テントD 11月26日（日）

10：00～16：1011月26日（日）

10:00～10:30 13:15～13:4511月26日（日）

10:30～11:00 13:45～14:1511月26日（日）

11:00～11:3011月26日（日）

11:30～12:00 15:00～15:3011月26日（日）

12:00～12:35 15:30～16:0511月26日（日）

12:35～13:1511月26日（日）

14:15～15:00

ミニステージ

ミニステージ

ミニステージ

ミニステージ

ミニステージ

ミニステージ

ミニステージ11月26日（日）

10:00～15:0011月26日（日）

10:00～15:0011月26日（日）

10:00～15:0011月26日（日）

仙台市 「せんだい防災パビリオン」
防災・減災をテーマに、防災実験やゆるキャラ達によるミニステージショー、防災ランタン・スイーツ
作りやクイズ、ゲームなど、気軽に楽しく学べるいろいろなイベントが国際センター駅に集結。「クイズ
×メイロ×ボウサイ」が同時に体験できる段ボール迷路で、クイズを解いて迷路をクリアした方には景
品をプレゼント！
防災に取り組む学生たちのミニプレゼンテーションもあります。

11月26日（日） 13:30 ～ 14:30
防災ジオラマ推進ネットワーク 「みんなで作ろう！段ボールジオラマ ワークショップ」
組立式の段ボールジオラマキットを活用したワークショップ型の防災学習プログラムを体験いただけます。皆でジオラマを
組み立て、楽しみながら地形の特徴や災害リスクを学びます。本来は自分の住むまちが対象となりますが、当イベントでは
宮城県石巻市を題材とし、東日本大震災の被災状況や安全な暮らしについて考えます。※定員制となりますが、空きがあれ
ば当日参加も可能です。

屋外テントC

防災レンジャーの「減災○×クイズ」に挑戦！

2階「青葉の風テラス」多目的スペース

2階「青葉の風テラス」屋外テラス

1階インフォメーションコーナー

宮城教育大学 幼児教育講座  「紙芝居『じしんのときのおやくそく』」
しまじろうと地震の時のおやくそくを学ぼう！

ＫＨＢ東日本放送 「防災ぐりり～ず劇場」
ぐりりとその仲間たちの歌や踊り、クイズもあるよ！

特定非営利活動法人防災士会みやぎ 「減災紙芝居『リオン』～リオンと一緒に地球をたびしよう～」
災害に対する準備の大切さを楽しく学ぼう！

八木山防災パフォーマンスチーム 「ぼうさいダンス」
災害時に大切な動きを楽しいダンスで覚えよう！

ミヤテレ震災復興プロジェクト 「ミヤテレおまもり教室」
だよんと一緒に歌って踊って！「防災○×クイズ」で楽しく防災について学ぼう！

防災と科学（サイエンス）が合体！ 身近なものを使った楽しい科学ショー！

10:00～16:00 手仕事品販売11月26日（日）
仙台市沿岸 編み会・縫い会／りんくる「被災地の女性たちによる手仕事品販売」
仙台市沿岸 編み会・縫い会：アクリルたわし、編みぐるみ等　　りんくる：木製のキーホルダー、ガラスのペンダント等

東北福祉大学 「減災カルタ・クイズ」
楽しみながら一緒に「減災・防災」を学ぼう！

仙台市（都市整備局建築指導課・青葉区街並み形成課）
「ペーパークラフト“紙ぶるる”で地震に強いおうちを作ろう！」
“紙ぶるる”を組み立てて、地震のゆれの違いを体験しよう！

仙台市地域防災リーダー(SBL)有志 「カラフル防災ランタンと防災スイーツを作ろう！」
身近なものを使った防災グッズ作りや災害時用のクラッカーを楽しくおいしくデコレーションしよう！

10:00～12:00 13:00～15:00

体験型イベント

体験型イベント

体験型イベント

体験型イベント

体験型イベント

11月26日（日）

クイズを解きながら、迷路を攻略し、景品をゲットしよう！

14:15～15:00 15:10～15:5511月26日（日）
わしん倶楽部 「災害対応カードゲーム『クロスロード』」
カードを使ったシミュレーションゲームをみんなで体験しよう！

ミニプレゼンテーション13:00～14:0011月26日（日）
13:00～13:15 仙台市立南吉成小学校 4年 堀内 夕太朗くん 2年 堀内 津麦さん
 「小学生の僕が今できる『防災・減災』」
13:15～13:30 宮城県多賀城高等学校
 「防災減災の取り組み ～“都市型津波に備える”震災の記憶の伝承と未来への発信～」
13:30～13:45 仙台白百合学園高等学校
 「災害時における外国人への支援体制について」
13:45～14:00 特定非営利活動法人東北福祉大学 防災士協議会 Team Bousaisi
 「次の自然災害に立ち向かうために学生防災士から伝えていきたい防災活動」

東北福祉大学 減災・防災サークルPASS 
「防災レンジャーショー！！ ～一緒に減災・防災について学ぼう～」

埼玉県防災学習センター・仙台市 「段ボール迷路 ～BOUSAI QUIZ☆ラビリンス～」

阿部清人（サイエンスインストラクター・防災士） 
「防災エンスショー ～楽しく科学・伝える防災～」

株式会社モンベル 「モンベルが提案する災害への備え」

13:00～15:00

株式会社光レジン工業 「防災・救命シェルターＣＬ-ＨＩＫＡＲｉ」

陸上自衛隊 第6師団 第22普通科連隊 「自衛隊車両（展示）」

株式会社Round Table　協力：国土防災技術株式会社、一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター
「防災×謎解き宝探しゲーム ～ピクトグラムと大賢者の秘宝～」

11月26日（日） 15:00～17:00

●誰もが参加する防災 ●防災について学ぶ

●誰もが参加する防災

●誰もが参加する防災●誰もが参加する防災

●誰もが参加する防災

●誰もが参加する防災

●防災について学ぶ

●誰もが参加する防災

●誰もが参加する防災

●防災について学ぶ

●防災について学ぶ

●防災について学ぶ

●防災について学ぶ

　●地域における連携を深める

　●地域における連携を深める

　●地域における連携を深める

●誰もが参加する防災

●防災について学ぶ

●誰もが参加する防災

●防災について学ぶ

●防災について学ぶ
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