
 
 

平成 29 年８月 28 日 

市民局防災・危機管理部 

 

市政記者各位 

 

『備蓄促進ウィーク』期間中のイベントの開催について 

 

福岡市では，９月１日から一週間を「備蓄促進ウィーク」と定め，家庭や企業内での備 

蓄をはじめ，市民のみなさんに防災意識を高めていただくための取組みを行います。 

ウィーク期間中は，下記のとおり多様なイベントを通じて市民のみなさんに向けて災害への備え

の大切さを伝えてまいりたいと考えておりますので，当日の取材方よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．「防災キャンプ IN 舞鶴公園 2017」 

 【日 時】平成 29 年９月３日（日） 10:00 開場・開始，17:00 終了 

 【会 場】舞鶴公園西広場 特設会場（福岡市中央区城内） 

 【そ の 他】小雨実施 

「野外生活の知識を防災に生かす」・「遊びの中で防災を考える」をテーマとした，楽しみながら

防災を学んでいただくイベントです。 

髙島市長と大西熊本市長の対談（13:00～）をはじめ，「子どものいのちを守れるママになる！」

ための防災セミナー『防災ママカフェ』，産学官民連携プロジェクト「防災共創プラットフォーム」

による防災ワークショップ『未来の防災をデザイン！防災アイデアソン』など，盛りだくさんの内

容になっています。このたび，パンフレットが完成しましたので，記者各位にお配りいたします。 

「防災キャンプ IN 舞鶴公園」来場者パンフレット ・・・ 別紙１のとおり 

 

２．備蓄促進キャンペーン 

ウィーク創設の趣旨に賛同いただいた企業の各店舗において，防災グッズ 

の展示・販売コーナーを設けていただき，９月１日から９月７日まで 

「備蓄促進キャンペーン」を実施していただきます。 

このたび実施店舗が決定しましたので，お知らせいたします。 

「備蓄促進キャンペーン」実施店舗一覧 ・・・ 別紙２のとおり 

なお，各店舗の展示・販売コーナーには，のぼり（右のとおり） 

を設置しております。 

 

３．関連イベント 

 「備災のまちづくり＠福岡」プロジェクトにおいても， 

関連イベントを実施します。詳細は別紙３をご確認ください。 

  

News Release 

【問い合わせ先】 
市民局防災・危機管理課 大峰，小田 ℡ 092-711-4964，内線 1786 



MIKIファニットは福岡市を中心に、
イオンや博多阪急・大丸など、モール
の中にある、チアダンスやチアリー
ディング、体育のキッズの教室です。

ＭＩＫＩ・ファニット
2006年「Make Me」でCDデビュー。
福岡ソフトバンクホークスの公式演
出曲を担当するなど、出身地である
福岡を拠点に活動している。

岡部 諒輔
震災支援活動を通じて得られた教訓や知恵
を活かし、いのちを守り、社会に役立つ仕組
みを広める団体。福岡市共催乳幼児ママ向
け防災講座「防災ママカフェ」好評開催中。

（社）スマートサバイバープロジェクト＆福岡備災ママスターズ

私達は福岡県で障害物トレーニングのパル
クール教室を開催しています。
“パルクール”を防災に！ 障害物を登って跳び
越えて、“楽しい防災訓練”してみませんか？

ケントスパルクール

小学生からシルバー世代までの混
成チームです。早良警察署防犯キャ
ンペーンや小中学校創立記念式、夏
まつり等の地域イベントで打ってい
ます。

小田部太鼓

福岡県出身。第14回JACCOM主催
ミュージックフェスティバルにて「内
閣総理大臣賞」を受賞。「九州CMソ
ングの女王」としても有名。

堤田 ともこ

結成より23年、現在60名の団員と
共に県内外そして海外へと活動の幅
を広げております。

野和太鼓 

博多どんたく港まつりへの出演をは
じめ地域の夏祭り・敬老会・文化祭
や新年祝賀会に参加出演しており
ます。

飯原太鼓同好会

GooDay全63店舗では、防
災関連商品特設売場を10/1
まで展開中です。

❹
　株式会社グッデイ

熊本地震で行った災害救護対
応パネルや災害時等に配布
する救援物資を展示します。

12日本赤十字社福岡県支部

熊本地震に関する緊急支援
物資（ゼリー飲料・菓子）を実
施。

防災を「楽しく、わかりやす
く」! !全労済「ぼうさいカ
フェ」!!

13
熊本地震後、被災地で正式採
用された防災ずきんを展示
致します。

熊本地震の翌日も営業し、地
域の皆様の「くらし」を守りま
した！

気軽に楽しむ大名の隠
れ家フレンチ。今も熊本
炊き出し支援継続中。

百道浜で話題のイタリ
アンカフェ。東北、熊本、
九州豪雨被災地へ物資
支援活動中。

伊サルデーニャ島やマ
ルケ地方の料理×九州
がテーマのオステリア。

ベジフルスタジアムで
も好評のかき氷を、是非
ご賞味ください。

❶まるいし商店 ベジフル亭
いとより鯛で作った博
多伝統の味「博多揚げ」
を是非揚げたてで！

百道浜から美味しい焼
きそばや飲み物、楽しい
輪投げをお持ちします！

❻❼❽❾ビックバナナ

❷立石蒲鉾店

熊本地震発災後、各避難
所にお届けし喜ばれた
湧水アイスコーヒー。

熊本地震の際にはキッ
チンカーで炊き出し支
援に駆けつけました！

13シノリ屋
スムージーを販売。大
分、熊本災害に義援金支
援をしました。

11MARU
みんなが大好きなマン
ボウをそのまま焼き菓
子にした博多萬宝焼き。

12㈲エム綜合企画 
本場の手作り、コラーゲンたっぷりの
徐福小龍包は、「アサデス」のテレビ番
組に紹介され、おすぎさんにも大絶賛
です。どうぞ味わってくださいませ。

14包子王

10
災害に強く、安心して暮らせる家
づくりをお手伝いしています。

ALOHAの心を大切に、日々楽しく、
真面目にレッスンしています。

Moani Hula Studio（モアニ・フラ・スタジオ）

大規模災害時には、国内各地
のYMCAと連携し、人的・物資
の支援に加え、心のケアのプ
ログラムを行なっています。

福岡市キャンプ協会・　　 公益財団法人 福岡YMCA
10:00～12:00　防災紙芝居
12:00～15:00　防災クイズ・

非常持ち出し品クイズ
15:00～17:00　防災腹話術

博多あん・あんリーダー会

平成28年、熊本地震の際に被災
地へキャンピングカーを提供。
●防災車輌としてのキャンピ
ングカーの展示
●レンタルキャンピングカー
の展示

株式会社 RVトラスト

●ソーラーシステムハウス
の展示
●ソーラー快適トイレ「やす
らぎ」の展示

株式会社 ダイワテック 東日本大震災、熊本地震の
際、避難所や介護施設、病院
で使用された水のいらない
自動ラップ式トイレ「ラップ
ポン・トレッカー」の展示。

日本セイフティー株式会社
災害時に必要となるトイレ
の上屋、便器等を展示。
その他、災害時に役立つ商
品の展示。

日之出水道機器株式会社
自転車に乗って、移動し、輸
送し、食事をし、宿泊をする
「サバイバルサイクリング」
の体験。

チャリdeサバイバル

防災防災
会場／舞鶴公園西広場
大濠公園の東隣(福岡大濠郵便局裏）9/3 時間／１０：００～１７：００

ステ－ジエリアステ－ジエリア

福 岡 市

★福岡市長と熊本市長の防災ト－ク（J：COM企画）
★歌やダンス、和太鼓などの各種アトラクション
★福岡市長と熊本市長の防災ト－ク（J：COM企画）
★歌やダンス、和太鼓などの各種アトラクション

★備蓄食料・グッズの展示・販売★備蓄食料・グッズの展示・販売

消防車・自衛隊特殊車両の
試乗体験!
制服を着用しての
記念撮影(お子様向け)

消防車・自衛隊特殊車両の
試乗体験!
制服を着用しての
記念撮影(お子様向け)

飲食エリア飲食エリア
焼きそば、焼き鳥、パスタ、
スペアリブ、小龍包、肉まん、
揚げかまぼこ、かき氷、
スイ－ツ、各種ドリンクなど

焼きそば、焼き鳥、パスタ、
スペアリブ、小龍包、肉まん、
揚げかまぼこ、かき氷、
スイ－ツ、各種ドリンクなど

ママたちの
フリーマーケット
「マママルシェ」も
開催します!

ママたちの
フリーマーケット
「マママルシェ」も
開催します!

歌やダンスの
楽しいイベントが
満載です!!

歌やダンスの
楽しいイベントが
満載です!!

ご家族そろって
出かけましょう!
ご家族そろって
出かけましょう!

消防はしご車に
試乗体験!!
消防はしご車に
試乗体験!!

トップバリュを活用した家庭での災害への備えや、熊本地震の対応。

ご家庭でもお役立ちの防災
グッズを展示してご紹介いた
します。

❶
　株式会社 博多大丸

防災体験
エリア
防災体験
エリア

飲食販売
エリア
飲食販売
エリア

ステージ（出演者紹介）ステージ（出演者紹介）

防災グッズ
展示・販売エリア
防災グッズ

展示・販売エリア

日
❺
　森永製菓株式会社

★防災ママカフェ
★防災共創ワークショップ
★スタンプラリー＆
アイデアコンテスト

★防災ママカフェ
★防災共創ワークショップ
★スタンプラリー＆
アイデアコンテスト

防災グッズ等の
展示・販売エリア
防災グッズ等の
展示・販売エリア

非常時に役立つ
防災体験が
できます!!

非常時に役立つ
防災体験が
できます!!

防災セミナー
ワ－クショップエリア
防災セミナー
ワ－クショップエリア

防災体験エリア防災体験エリア

キャンプキャンプ20172017

小雨実施

出展企業・出演団体紹介出展企業・出演団体紹介防災防災キャンプキャンプ20172017

ウォーターサーバーがあれ
ば、災害時の為の水確保に役
立ちます！

❷
　プレミアムウォーター株式会社

●火おこし体験
●スローイングロープ体験
●ロープワーク体験
●ロープ皿体験

❸ 博仏ダイニング KINOSHITA ❹　　  Restaurant & Cafe Lily ❺　　　　　Osteria e Vino PORCO ROSSO

建設機械レンタルを通じて、
災害復旧・復興に協力してい
ます。

❸
　株式会社 アクティオ九州支店

熊本地震で離乳食炊き出し
他ママと子供のために様々
な支援活動を実施。
美味しい熊本物産をお届け。

❽ 春陽食堂

❾ 11旭化成ホームズ株式会社

❻❼
イオン株式会社　イオン九州株式会社
マックスバリュ九州株式会社

★インストラクタ－の指導による
テントの設営や火おこしなどの
アウトドア体験!
★非常用トイレや
キャンピングカーの展示

★インストラクタ－の指導による
テントの設営や火おこしなどの
アウトドア体験!
★非常用トイレや
キャンピングカーの展示

マママルシェマママルシェ
10　　  Smile Coffee

「野外生活の知識を防災に生かす」、「遊びの中で防災を考える」を
テ－マとした楽しみながら防災を学んでいただくイベントです。
「野外生活の知識を防災に生かす」、「遊びの中で防災を考える」を
テ－マとした楽しみながら防災を学んでいただくイベントです。

備蓄促進
 ウィーク
備蓄促進
 ウィーク
災害に備えて3日分以上

備蓄しましょう

9/1～9/7

01032
テキストボックス
別紙１
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1

3

3

飲食販売
エリア
飲食販売
エリア

ゴミ箱

ゴミ箱

仮設
トイレ

ゴミ箱

ゴミ箱

本部 休憩所

職員控室

ゴミ箱

ゴミ箱

ゴミ箱

開放エリア
防災体験エリア防災体験エリア

防災セミナー・
ワークショップエリア
防災セミナー・

ワークショップエリア

仮設
トイレ

ゴミ
ステーション

案内看板

案内看板

案内看板 キャンピングカー展示キャンピングカー展示
自衛隊
特殊車
自衛隊
特殊車飲食移動販売車飲食移動販売車

14
13

12
11

10

インフォメーション

自衛隊制服撮影自衛隊制服撮影

ステージステージ

食事・休憩所食事・休憩所

防災紙芝居、防災クイズ、
非常持ち出しクイズ、
防災腹話術

防災紙芝居、防災クイズ、
非常持ち出しクイズ、
防災腹話術

スローイングローブスローイングローブ

ロープワーク・
ロープ皿
ロープワーク・
ロープ皿

テント設営体験テント設営体験

火おこし火おこし

マンホール
トイレ
マンホール
トイレソーラーシステム

ハウス
ソーラーシステム
ハウス

ラップポン（トイレ）ラップポン（トイレ）快適トイレ
（1台）
快適トイレ
（1台）

防災グッズ展示・販売エリア防災グッズ展示・販売エリアステージイベントタイムスケジュールステージイベントタイムスケジュール

防災セミナー・ワークショップエリア防災セミナー・ワークショップエリア

❶ まるいし商店 ベジフル亭
 ●フルーツ入りかき氷　●宇治金時　●いちごミルク

❷ 立石蒲鉾店
 ●揚げ蒲鉾

❸ 博仏ダイニング KINOSHITA
 ●マグロのトマトマン　●牛肉100%ホットドック

❹ Restaurant & Cafe Lily
 ●有機野菜のペペロンチーノ　●クリームパスタ

❺ Osteria e Vino PORCO ROSSO
 ●サルシッチャドック　●ポークスペアリブ
 ●ノンアルコールビール　●ミネラルウォーター（ガス入り）

❻❼❽❾ ビックバナナ
 ●輪投げゲーム　●焼きそば　●焼とり各種
 ●トウモロコシ　●フランクフルト　●お茶・ジュース・ラムネ等

10 Smile Coffee
 ●アイスコーヒー　●フレンチソーダ　●ワッフル

11 MARU
 ●スムージー　

12 ㈲エム綜合企画
 ●博多萬宝焼き（あずき・カスタード・ベーコン）

13 シノリ屋
 ●富士宮やきそば　●カルビやきそば　●かき氷

14 包子王
 ●小龍包　●肉まん

❶ 株式会社　博多大丸
 【展示・販売品目】●防災・避難用品
  ●長期保存飲料水　●長期保存食

❷ プレミアムウォーター株式会社
 【展示・販売品目】●ウォーターサーバー  ●南阿蘇の天然水

❸ 株式会社　アクティオ　九州支店
 【展示・販売品目】●非常食（いざめし）　●消火器
  ●ダッシュバック　●非常袋

❹ 株式会社　グッデイ
 【販売品目】●家具転倒防止棒　●避難リュックセット
  ●転倒防止粘着マット　●飛散防止フィルム
  ●非常用保温アルミシート

❺ 森永製菓株式会社
 【展示品目】●森永ビスケット　●シールド乳酸菌タブレット
  ●森永ミルクキャラメル　●ウイダーinゼリー各種
  ●ビフィズス菌チョコレート

❻❼ イオン㈱・イオン九州㈱・マックスバリュ九州㈱
 【展示品目】●イオングループの推進するローリングストック商品
  ●熊本地震に関するイオン九州の取り組み
  　（パネル、ポスター）
 【そ の 他】●ビデオ映像

❽ 春陽食堂
 【販売品目】●水俣和紅茶 お茶  ●熊本雑穀米
  ●熊本米粉  ●熊本天草新米  ●熊本焼き米

❾ 株式会社　学校良品
 【展示品目】●防災ずきん　●組み立てトイレセット 
  ●防災安心セット　●折り畳みヘルメット 
  ●缶入りパン　●救命胴衣

10 株式会社　新生堂薬局
 【展示品目】●熊本地震時のドラッグストアの店内状況の写真パネル
  ●電子お薬手帳の案内パネル
 【販売品目】●災害時備蓄日用品

11 旭化成ホームズ株式会社
 【展示品目】●災害に強い家づくりの紹介
  ●住宅に関する相談受付
  ●親子ワークショップ など

12 日本赤十字社福岡県支部
 【展示品目】●救援物資（毛布、安眠セット等）  
  ●災害対応パネル
  ●業務用無線（衛星携帯電話）  
  ●赤十字事業紹介パネル

13 全労済福岡
 【展示品目】●災害写真パネル  
  ●紙ぶるる(お子さま向け工作)
  ●ストローハウス(お子さま向け工作) 
  ●新聞スリッパ工作

飲食販売エリア飲食販売エリア

防災防災
野外生活の
知識を防災に
生かす!

野外生活の
知識を防災に
生かす!

消防はしご車体験（午後1時半～4時半）消防はしご車体験（午後1時半～4時半）

防災グッズ
展示・販売エリア
防災グッズ

展示・販売エリア

マママルシェマママルシェ

消防制服
写真撮影
消防制服
写真撮影

サバイバルサイクリングサバイバルサイクリング

どなたでもお持ちのテント
を設置して、休憩ができる
フリースペースです。

❶ 防災ママカフェ
 子どものいのちを守れるママになる！ 「防災ママカフェ」
 「あの日」のこと、そして子どもの笑顔を守るために今、ママとして出来る
 ことを、親子で楽しく学びます。 
 ①11:20～　②13:45～　③15:00～　（予定） 

❷ 防災共創プラットフォーム
 “未来の防災”の共創を目指す、産学官民連携プロジェクトです。
 ●未来の防災をデザイン！ 防災アイデアソン（事前登録）
 ●キッズ・スタンプラリー（参加賞＋ガラポン、先着365名）

❸ Pop-up Commons準備委員会
 平時から活用出来る移動可能な支援拠点を使った防災の取り組み
 ●大型の木材を使った屋根付き休憩所の展示 
 ●その他、小型の木材を使った作品も展示予定。

10:00

10:40～11:10

11:25～11:55

12:15～12:45

12:50～13:00

13:00～13:30

14:00～14:20

14:35～14:55

15:10～15:40

16:10～17:00

17:00

開場・開始

MIKI FUNNIT
（ミキファニット）

岡部諒輔

（社）スマートサバイバープロジェクト

髙島市長挨拶

髙島市長と大西熊本市長の対談（J:COM企画）

ケントスパルクール

Moani Hula Studio
（モアニ・フラ・スタジオ）

堤田ともこ

小田部太鼓

飯原太鼓同好会

野和太鼓

終了

キッズダンス
【演目】
１．Coconut
２．Ole！
３．じしんだんごむし体操
４．じしんだんごむし体操（全員）
５．Cool for the Summer

【曲目】
・タカラモノ
・With
・Baby Baby Baby 他

防災ママカフェスペシャル
「その時」のために、今ママが
出来ること

「パルクール」…
フランス発祥のスポーツ
様々な障害物を越える、
飛び移る、登る等の動き

フラダンス
【曲目】
１．Hawaii No O E Ka Oi
２．Lei Nani
３．He Aloha No O Waianae
４．He Nani Kū Kié Kié
５．Ku’u Leo Aloha

歌・トーク
【曲目】※変更になる場合あり
１．ありがとう
２．CMソング（多数）
３．サマーヒットソングメドレー
４．All For You
５．世界に一つだけの花

小田部太鼓【演目】
１．大地
２．秀花
飯原太鼓同好会【演目】
１．飯原八木節　２．回天
３．雨疾風　４．シング（Swig）
野和太鼓【演目】
１．活祭　２．韻尽　３．男魂
４．響　５．一閃　６．うらら

6

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

13

消防はしご車の
整理券配布
消防はしご車の
整理券配布

消防・撮影用
着替え室
消防・撮影用
着替え室

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ハンドメイド雑貨など約20店が集合！
ワークショップも開催。
ハンドメイド雑貨など約20店が集合！
ワークショップも開催。遊びの中で

防災を考える
遊びの中で
防災を考える
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住　　　　　　所

吉塚店 福岡市東区馬出６-１-10

土井店 福岡市東区青葉７-61-１

姪浜店 福岡市西区内浜１-７-18

橋本店 福岡市西区橋本１-10-72

ホームプラザナフコ　西福岡店 福岡市西区拾六町２-１-１

ナフコ　福岡空港店 福岡市博多区大井２-３-72

ロイヤルホームセンター株式会社
 　(1店舗)

吉塚店 福岡市博多区千代１−２−７

西福岡店 福岡市西区福重２-31-４

東福岡店 福岡市東区松島５-13-６

桧原店 福岡市南区桧原５-10-３

長尾店 福岡市城南区長尾２-８-11

南福岡店 福岡市博多区西月隈１-11-26

姪浜店 福岡市西区姪の浜２-22-25

土井店 福岡市東区土井１-１-21

東急ハンズ
　（1店舗）

博多店
福岡市博多区博多駅中央街１-１
JR博多シティ４階

ロフト
　（1店舗）

天神ロフト 福岡市中央区渡辺通４−９−25

株式会社赤ちゃん本舗
　(1店舗)

福岡マリナタウン店
福岡市西区豊浜３-１-10
イオンマリナタウン店内

岩田屋本店 福岡市中央区天神２−５-35

福岡三越 福岡市中央区天神２−１−１

イオンマリナタウン店 福岡市西区豊浜３-１-10

イオン福重店 福岡市西区拾六町１-７-１

イオン野芥店 福岡市早良区野芥２-１-６

イオン原店 福岡市早良区原６-27-52

イオン福岡伊都店 福岡市西区北原１-２-１

イオン笹丘店 福岡市中央区笹丘１-28-74

イオンショッパーズ福岡店 福岡市中央区天神４-４-11

イオン香椎浜店 福岡市東区香椎浜３-12-１

ホームワイド和白店 福岡市東区塩浜１-９-19

店　　　　　名

「 備 蓄 促 進 キ ャ ン ペ ー ン 」 実 施 店 舗 一 覧

株式会社ミスターマックス
　（4店舗）

株式会社グッディ
　（7店舗）

イオン九州株式会社
　（9店舗）

岩田屋三越
　（2店舗）

株式会社ナフコ
　（2店舗）
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住　　　　　　所店　　　　　名

「 備 蓄 促 進 キ ャ ン ペ ー ン 」 実 施 店 舗 一 覧

マックスバリュ千早店 福岡市東区千早２-26-45

マックスバリュ筥崎宮前店 福岡市東区馬出４-９-15

マックスバリュ吉塚店 福岡市博多区千代１-２-８

マックスバリュ周船寺西店 福岡市西区周船寺１-17

マックスバリュ次郎丸店 福岡市早良区次郎丸４-９-５

マックスバリュ雑餉隈店 福岡市博多区竹丘町３-１-１

マックスバリュエクスプレス大橋店 福岡市南区大橋１-27-８

マックスバリュエクスプレス井尻駅前店 福岡市南区井尻４-１-34

マックスバリュ博多祇園店 福岡市博多区祇園町７-20

マックスバリュエクスプレス港町店 福岡市中央区荒戸１-10-20

マックスバリュエクスプレス姪浜駅前店 福岡市西区内浜１-１-５

マックスバリュエクスプレスJR南福岡店 福岡市博多区寿町２-９-30

マックスバリュエクスプレス片江店 福岡市城南区片江４-３-１

マックスバリュエクスプレス内野店 福岡市早良区早良１-14-53

マックスバリュ南片江店 福岡市城南区南片江６-18-30

マックスバリュエクスプレス野芥店 福岡市早良区野芥４-45-61

薬院 福岡市中央区白金１-１-３白金ｵ-ｸﾏﾝｼｮﾝ１Ｆ

中尾 福岡市南区中尾３-26-１

南大橋 福岡市南区大橋４-24-17

高宮駅前 福岡市南区高宮３-３-１

向野 福岡市南区向野１-３-５

弥永 福岡市南区柳瀬１-31-15

井尻 福岡市南区井尻３-14-20

福重 福岡市西区石丸１-15-５

室見 福岡市早良区南庄５-11-15

ももち浜 福岡市早良区百道浜２-３-２ TNC放送会館１F

港 福岡市中央区港２-９-９

室見駅 福岡市早良区室見５-１-22

早良飯倉 福岡市早良区飯倉５-16-41

土井 福岡市東区土井１-17-10

千早 福岡市東区千早２-26-45

＜実施店舗数＞１１企業，５９店舗

新生堂
　(15店舗)

マックスバリュ九州株式会社
　(16店舗)



 

２０１７年８月２８日 

報道関係者各位 

イ オ ン 株 式 会 社  

  イオン九州株式会社 

 

「備災のまちづくり＠福岡」プロジェクト 

外部機関と連携し「ローリングストック」啓発セミナーを開催 
～無理ない備蓄で、一つでも多くの命を守り、安心できるまちに！～ 

 
イオンは、９月２日（土）福岡市と一般社団法人スマートサバイバープロジェクト（以下 SSPJ）と

協働する「備災のまちづくり＠福岡」プロジェクトの一環として、福岡市民の防災・減災対策のさら

なる充実・強化を図るべく福岡市が本年より創設する「備蓄促進ウィーク」に賛同し、イオンが推進

する備蓄促進策「ローリングストック」の啓発セミナーを開催します。 

 

イオングループはこれまで、地震や集中豪雨など多様な災害を想定し、店舗の防災訓練や災害安全対策

に取り組んできました。９月１日より福岡市が初めて開催する「備蓄促進ウィーク」は、本年４月に地域

と行政、企業、専門団体が協働し、平時から災害時の支援・復旧までをスムーズにつなぎ、無駄なく

動ける「備災のまちづくり＠福岡」プロジェクトの一環として、地域の中心である「イオンモール香

椎浜」にて、福岡市、（社）SSPJ、福岡市のママ支援団体ママリンクなどの外部パートナー、イオン九州

（株）、マックスバリュ九州（株）、イオントップバリュ（株）、イオン(株)が連携し、地域の皆さまへ

いざという時にご安心いただける具体的な備蓄促進策「ローリングストック」について啓発、推進を目的

に開催します。 

 

イオンが推進する備蓄法「ローリングストック」とは、ご家庭で非常食を定期的に飲食し、使用し

た分を補充する備蓄方法で、この度のセミナーではイオンのＰＢブランド「トップバリュ」の推奨商

品を紹介します。また福岡市も「備蓄促進ウィーク」創設に伴い、この方法を市民に広く推奨してい

くことに賛同し、地域の皆様が家族を守るための備蓄を始めるきっかけになればとの想いから企画し

ました。 

 

イオンは、グループの店舗・施設を公共性あるプラットフォームとして、地域社会に広くご活用い

ただき、今後も産官学民が一体となった防災訓練や、備災啓発セミナーを継続的に実施することで、

地域の皆さまの防災意識の醸成の一助となるよう、様々な取り組みを行ってまいります。 

是非ともご取材の機会を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

福岡市「備蓄促進ウィーク」創設記念イベント  

家族のために始めよう！「イオンでローリングストック」 
 

日  時：９月２日（土） １１：００～１２：００ ※報道受付は１０：３０から開始します 

場  所：イオンモール香椎浜  専門店街セントラルコート（福岡県福岡市東区香椎浜３丁目１２） 

登壇者 ：福岡市市民局防災・危機管理課長 大峰 善道様 

（社）スマートサバイバープロジェクト：かもん まゆ様（全国ママ防災の第一人者） 

イオン九州(株)：中福岡事業部長 田口 喜和子 

イオントップバリュ(株)：有本 幸泰（「ローリングストックの伝道師」） 

実施内容：「地震は心配だけど、何から備えていいか分からない」そんな不安にお応えして、今知っ 

ておきたい備蓄に関する最新情報をご紹介。加熱材で調理体験し、ローリングストック推 

奨商品の試食も致します。 

・11:00～「ローリングストック啓発ステージ」 

被災地のママの声から学ぶ今出来ること／個人の備蓄の大切さ／ローリングスト 

ックについて／福岡市の備えについて／加熱材による玉子がゆ調理、試食など 

・12:00    終了 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 
イオン株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 北川 TEL０４３-２１２-６０６１ 
イオン九州株式会社 渉外・秘書・広報 G         甲斐 TEL０９２-４７２-０３２４ 
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取材お申し込み票 
 

【ＦＡＸ送付先】 

 

イオン九州株式会社 渉外・秘書・広報 G 甲斐 宛 

 ＦＡＸ ０９２－４７２－０４１２ 
 

ご連絡については、恐れ入りますが８月３１日（木）までにお願い申し上げます。 

御社名 
 

ご出席者氏名 
 

ご連絡先 
 

  

＜ご案内地図＞ 

 

【受付場所・時間】 

・９月２日（土）１０：３０より受付開始 

 

・受付場所 イオンモール香椎浜 イベントコート （福岡県福岡市東区香椎浜３丁目１２） 
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