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防災特別号

10：00～16：00 LakeTown OUTLET Q駐車場

5/25●・26●土 日

5/25●・26●土 日

5/25●・26●土 日

5/25●・26●土 日

災害警察活動写真展
災害に対する警察の取組や
警察活動を写真パネルで
ご紹介。災害活動車の乗車
体験や子ども用救助服の
試着やパトカー・白バイと
記念撮影もできるよ！

一人ひとりが防災知識を身
につけ、日ごろから災害に備
えることが大切です。
家庭でできる防災対策に
ついてのパネル展示やパン
フレットの配布、備蓄食料の
試食提供を実施。

防衛省自衛隊が
やってくる

各種災害時に活躍する
自衛隊の一部を体験。
高機動車による体験試
乗会。自衛隊員募集、
防衛省北関東防衛局
ブース。

　災害への備え！
～日ごろからの防災対策～ 

オープニングセレモニー オープニング

梯子上り

高橋越谷市長のご
挨拶。実行委員の
紹介。越谷西高等
学校吹奏楽部、消
防音楽隊の演奏。

地元若鳶会による伝統的な
梯子上り披露。

鈴木 あい、粕田 美愉、吉田 
宏志、松本 淳の復興支援
ユニット。日本中の被災地で
支援ライブを実施し、復興を
応援するオリジナル曲や童
謡で人々をつなぐ。

看護師+αで場所にとらわれず多方面で活躍する
現役看護師ユニット。音楽とエンターテイメント
で健康や予防医療のための知識をお届け！

今年初の大規模ライブを開催。
人気のバンドライブ。

10：00～16：00 LakeTown OUTLET  Q駐車場

11：30～

10：00～16：00 LakeTown OUTLET  Q駐車場レイクタウン防災フェス実行委員会主催

防衛省 自衛隊埼玉地方協力本部主催

埼玉県警察本部主催
10：00～16：00 LakeTown OUTLET  Q駐車場

越谷市危機管理課主催

5/25
●土

5/26
●日

※天候もしくは諸事情により予告なくイベント内容が変更、または中止になる場合がございます。予めご了承ください。※詳しくはイオンレイクタウンHPにてご確認ください。

5/25●・26●土 日 イベント
ステージ

イベント
ステージ

防災に関する楽しい企画が盛りだくさん！

ソライロ Crew ナースハウス スーパーベンジャミン

ミニライブステージ

〈メイン会場〉LakeTown OUTLET Ｑ駐車場 他〈メイン会場〉LakeTown OUTLET Ｑ駐車場 他
■ 主　催 ： レイクタウン防災フェス実行委員会
　　　　　　 （埼玉県/越谷市/イオンレイクタウン/越谷市消防本部/越谷・松伏水道企業団/越谷市観光協会/積水ハウス）
■ 後　援 ： 内閣府政策統括官（防災担当）／国土交通省関東地方整備局／防衛省北関東防衛局
■ 協　力 ： 自衛隊埼玉地方協力本部／埼玉県警察本部／日本赤十字社埼玉県支部

■ 主　催 ： レイクタウン防災フェス実行委員会
　　　　　　 （埼玉県/越谷市/イオンレイクタウン/越谷市消防本部/越谷・松伏水道企業団/越谷市観光協会/積水ハウス）
■ 後　援 ： 内閣府政策統括官（防災担当）／国土交通省関東地方整備局／防衛省北関東防衛局
■ 協　力 ： 自衛隊埼玉地方協力本部／埼玉県警察本部／日本赤十字社埼玉県支部

5/25
●土

26
●　日

・

マスコット
キャラクター
大集合！！

マスコット
キャラクター
大集合！！

5/26
●日

5/26
●日

消防ヘリコプター
登場！
消防ヘリコプター
登場！

5/25
●土

26
●　日

・
Stag

e Li
ve

Stag
e eve

nt

防災フェス
スタンプラリー開催！
※詳しくは裏面をご確認ください。※詳しくは裏面をご確認ください。

消防ふれあい体験フェア！
越谷市消防本部開設60周年記念

・消防自動車等の展示。
・消防救急、消防団活動の紹介。
・消防車、救急車、煙、地震、
  はしご車、ロープ渡り、放水等
   各種体験及び乗車。
・防災ヘリコプターの
　展示（25日のみ）
・消防音楽隊による
　演奏（25日のみ）

10：00～16：00 LakeTown OUTLET  Q駐車場

越谷市消防本部
（協力：草加八潮消防局）
主催



〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2
TEL.048-934-3000
□ kaze専門店
□ kazeレストラン
□TSUTAYAレイクタウン
□マルエツ越谷レイクタウン店
□イオンシネマ

・・・・・・・・・・9時～22時
・・・・・・11時～23時

・・・9時～23時
・・9時～23時

・・・・・・・・・9時～23時

kaze HP

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1
TEL.048-930-7300
□mori専門店
□mori 1F レストラン
□イオンスタイルレイクタウン
※1F 食品売場は7時～23時営業
TEL.048-930-7000

・・・・・・・・・・9時～22時
・・・11時～23時
・・9時～22時

mori HP

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン4-1-1
TEL.048-940-0700
□OUTLET専門店
□OUTLETレストラン
※一部レストランは11時～営業、
　一部カフェ・レストランは20時30分
　までの営業となります

・・・・・・10時～20時
・・10時～20時

OUTLET
HP

お車・高速道路をご利用の方 東京外環自動車道をご利用ください。 電車をご利用の方 JR武蔵野線「越谷レイクタウン駅」すぐ

※一部専門店では営業時間が異なります ※一部専門店は休業日あり

※シネマご利用の方は、シネマカウンターに駐車券をご提示ください ※時間外は入出庫できません

シネマご利用の方は
最初の5時間まで無料以降30分毎に

100円

5時間+　1時間無料以降30分毎に
100円

延
長

駐車場
料金

駐車場
利用時間

7：00～24：30
8：00～24：30

■事前精算機のご案内
お帰りの際には、駐車場への出入口にあります事前精算機で料金の精算を
お願いいたします。出口ゲートでの出庫がスムーズになります。出口での混雑
緩和にご協力をお願いいたします。ワオンカード、クレジッドカードがご利用に
なれます。※一部ご利用できないクレジットカードがございます。

チラシに関するお問い合わせは、各モールにお問い合わせください。

登録してね！

1F

3

4
5

1F
2

どのポイン
トから

スタートし
てもOK！

10：００～16：００
防災フェススタンプラリー

（　　　　　）プレゼントの引換は
16：30まで

駅前広場1

知っておこう！身を守る、
命を守る防災情報！

防災気象情報などに関す
るパネル展示。リーフレッ
トの配布、気象観測器の展
示。竜巻発生装置及び雨粒
モニターの実演など実施。

10：00～16：00

LakeTown OUTLET Q駐車場

1階  木の広場　　mori  1階  水の広場　　LakeTown OUTLET Q駐車場

5/25●・26●土 日

熊谷地方気象台 主催

災害時に
困るのはトイレ！

災害時やドライブ、アウトド
ア時に水がなくても使える災
害用トイレや美味しい備蓄食
など、防災用品を数量限定で
特別価格にて販売します。

まいにち（株）

10：00～16：00

主催

beyond2020に向けて
防災力を高める

女性用防災セットや携帯
トイレ（多言語対応）、感震
ブレーカー・ヤモリ等の
展示や販売。備蓄氷糖の
サンプル配布など実施。

防災安全協会

10：00～16：00

主催

図書の販売、
チラシ配布、
災害食
コーナー。

近代消防社

10：00～16：00

主催

「いっしょに逃げても
    いいのかな？展」

人とペットの防災
を考えるミニ巡回
展。ペットとともに
大規模災害を乗り
越えていくために
必要なグッズの展
示やペット防災に
関して貴重な情報
を発信。

リオニマル防災プロジェクト

10：00～16：00

主催

ロゴスの防災グッズ！
10：00～16：00

毎日の食事が非常食にかわる！
ローリングストック

防災をテーマ
にイオンが取
り組んでいる
ローリングス
トックの説明
パネルなどの
展示。エアー
テント展示。　

イオンリテール（株）

10：00～16：00

主催

LakeTown OUTLET Q駐車場

5/25●・26●土 日

特定非営利活動法人
シャプラニール

主催

アジアの
防災活動から

アジア各地で取り組む防災
事業をわかりやすく紹介。レ
ストエリアとしても使えます
ので、お茶でも飲みながら
ほっこりと聞いて下さい！

10：00～16：00

LakeTown OUTLET Q駐車場

水陸両用車両「Argo」展示

災害時用水陸両用車両
Argoの展示。普段見るこ
とのない車両の展示。J5、
ATC、T3motion等の車両展示。

10：00～16：00

LakeTown OUTLET 1F 空の広場　　LakeTown OUTLET Q駐車場

（有）サポートマーケティングサービス主催

いのちを守る
赤十字体験！

災害からいのちを守る赤十
字の体験や、地元ボランティ
アによる手作りブローチ作成
ワークショップもあるよ！

日本赤十字社 埼玉県支部

10：00～16：00

主催

ドローンバードで
防災大作戦！

自動操縦によって津波で
浸水した町の上や、人が
入れないエリアに行き映像
など撮影できる小型飛行
機ドローンの展示・実演。

NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパン

10：00～16：00

主催

踏切事故防止キャンペーン
「踏切事故０」運動開催

JR社員による踏切
設備や踏切を通行
する際のマナーの
解説のほか、踏切
非常ボタン体験を
実施。また、新幹線
電車パネルをバッ
クに子供駅長制服
撮影会も実施。

東日本旅客鉄道（株） 大宮支社

10：00～16：00

主催

緊急災害支援の
現場から

被災現場や緊急支援活動の
実際について、クイズや写真を
使って分かりやすく紹介。

NGOジャパンプラットホーム

10：00～16：00

主催

キャンプグッズは防災グッズ！遊びに
使えて、いざという時役に立つグッズ
の展示・実演を行います。
（株）ロゴスコーポレーション主催

消防地震体験車

地震体験車を展示し、実際
に体験してもらう。

越谷市消防本部

10：00～16：00

主催

5/25●・26●土 日

特定非営利活動法人
CWS JAPAN

主催

災害時に強い住まいの秘
密や、地盤調査、太陽光、蓄
電池など、被災時にも日常
と変わらない生活をする為
の方法を展示。防災グッズの
巨大抽選会も行います！

10：00～16：00

積水ハウス株式会社主催

排水ポンプ車の
展示

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動状
況についてパネルで紹
介。実際に現場で活躍し
た排水ポンプ車を展示。

10：00～16：00

国土交通省関東地方整備局主催

10：00～16：00

越谷・松伏
水道企業団展示

水道企業団のPR。パネル
や給水車、耐震管模型の
展示で大切な水につい
ての活動を紹介。

越谷・松伏水道企業団主催

10：00～16：00

高所作業車の展示と
防災グッズの紹介

電気の安定供給を守るために働く
高所作業車の紹介と、万一の停電
の際に役立つ可搬式太陽光パネ
ルで充電できる蓄電池等の紹介。

東京電力パワーグリッド株式会社
 川口支社

主催

お子さまの
救護服・ナース服
試着体験

 大人気！
AEDを使った
人命救助体験

来るよ！来るよ！ハー
トラちゃんもハー
トラちゃんも

はれ
るんも登場！はれ
るんも登場！

5/25
●土

26
●　日

・

いぬとねことわたしの防災

消防・防災・
減災・危機管理

災害に強い
住まいづくり

防災ジャパンダ
プロジェクト

防災カードゲーム２種類、
ジャッキアップゲームを行って
おります。参加者には防災大
判ハンカチをプレゼントします。

10：00～16：00

LakeTown OUTLET 
Q駐車場 kaze  1階  翼の広場　　

5/25●土5/25●・26●土 日

損害保険ジャパン
日本興亜（株）

主催

バルーンアート
工作教室

積水ハウスの防災住宅パネ
ル展示・紹介。バルーンアー
トでハウスも展示。お子さま
にはバルーンアート体験会。

積水ハウス株式会社 
埼玉東支店

10：00～16：00

主催

mori  1階 木の広場　

●●●●●●
●●●●

●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●

●●●●●●●●●
●●●●●

0：00～00：00

主催

学ぼう！
備え備え

しよう！
体験体験

作ろう！
学び学び

学ぼう！
見て見て

※天候もしくは諸事情により予告なくイベント内容が変更、
または中止になる場合がございます。予めご了承ください。
※詳しくはイオンレイクタウン HPにてご確認ください。

イベントのお問合せはコチラ！
5/25●・26●土 日

みやぎジョネット
女性の手作り品やワカメなどの
南三陸特産品を届けます。
お買い物と一緒に、今の町の
様子もお聞きください。

10：00～16：00

クラフトリンク
つながる、手しごとの
ある暮らし
ネパール大地震で被災
した生 産 者 が作った
手工芸品をはじめ、南ア
ジアのフェアトレード
商品を販売。

10：00～16：00

Q 駐車場
LakeTown OUTLET 

メイン会場

水辺のまちづくり館 Lakeエリア

イザ！かえるキャラバン
防災クイズやタンカで
ゲームポイントを集めて
おもちゃのかえっこに参
加しよう！楽しみながら
震災時に必要な知恵や
技を身に着けよう。

①10：00～12：00　②13：00～15：00
獨協大学高松ゼミ/NPO法人とよあしはら主催

ペットボトルで
液状化

地震で発生する液状化現象を体感！ペットボトルに
砂・マップピン・水を入れて液状化現象を再現します。
10：00～15：00

NPO法人越谷ふるさとプロジェクト主催

ぱくぱくポストを作って
楽しもう！

家族とのメモのやりとり！
被災地でもみんなとメモの
やりとり！アイデアを考え
て他にも色々使えるよ。
ハサミと牛乳パック、
マジックがあればどこ
でも作れます。

10：00～15：00 NPO法人ファミリーリンク越谷主催

5/26●日

5/26●日

5/25●土

真っ暗になっても見つかる！
蓄光キーホルダー作り

蓄光の折り紙を使用して、停電時に暗闇で
光るキーホルダーを作ります。

NPO法人越谷ふるさとプロジェクト
10：00～15：00
主催

ディンギーパーク
エコでユニバーサルデザインな
小型ヨット「ハンザディンギー」の
セーリング体験。１艇に2人乗る
ことができます。
カヌー・カヤックもあります。

一般社団法人越谷市観光協会
(実施:NPO法人セイラビリティ越谷)10：00～16：00 主催

越谷市指定有形文化財
「旧東方村中村家住宅」見学
（浅間山噴火と越谷）をテーマに天明
期（18世紀末）の浅間山噴火の様子と
復興、当時の越谷で記録された影響を
展示。両日ともに入場料無料です。

越谷市教育委員会9：00～16：30 主催

5/25●・26●土 日

5/25●・26●土 日

災害時に強い！
水陸両用車両
「Argo」試乗会
災害時に威力を発揮する水陸両用
車両「Argo」の体験試乗会。大相
模調節池にて、普段見ることのな
い水陸両用車両に親子で試乗！

10：00～16：00 （有）サポートマーケティングサービス主催

防災に役立つ調節池の
自然観察会
大相模調節池と防災、植物と防災の関係を
解説。大相模調節池ビオトープエリアを
歩きながら生き物の観察をします。
水辺のまちづくり館に集合してください。

NPO法人越谷ふるさとプロジェクト11：00～12：30 主催

5/25●土

Break time!

Break time!

workshop

prepared experience

exhibition

1 5

5/25●・26●土 日

みやぎ女性復興支援ネットワーク主催

レイクタウン
防災フェス実行委員会

主催

※整理券の購入が必要です。無くなり次第終了。
　　　　中学生以上：税込500円/1回  小学生：税込300円/1回。 他無料。
（料金の一部は平成30年西日本豪雨の災害復興に充てられます。）

5/25●・26●土 日

5/26●日

参加費
参加費
※中学生未満の方のみでのご乗船はできません。

１組 税込1,000円/30分

荒天中止

荒天中止

当日無料

会場内のスタンプポイントは5か所　　～
　　　　　   3つ以上のスタンプを集めて
　　　　　　　防災グッズをゲットしよう！

会場内のスタンプポイントは5か所　　～
　　　　　   3つ以上のスタンプを集めて
　　　　　　　防災グッズをゲットしよう！
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