
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日時 

  平成 28 年８月 27 日(土) 午前 10時 30 分から午後５時まで 

28日(日) 午前 10 時 30 分から午後５時まで 

 

２ 場所 

  横浜赤レンガ倉庫イベント広場（中区新港１－１） 
  
３ 主催 

  横浜市、株式会社アール・エフ・ラジオ日本 
 

４ 主な実施内容 

(1) 防災関係車両の展示、防災指導車による地震の揺れ体験 
(2) ヘリコプターや消防艇、消防船による水上訓練 
(3) 横浜市消防音楽隊による演奏 
(4) ステージイベント 
(5) 防災関連事業者等によるブース出展  
(6) 災害対応型巡視船「いず」の一般公開 

（横浜海上防災基地内 28 日（日）午後 0 時～４時） 
※主なタイムスケジュールについては裏面を参照ください。 

平成 28 年８月 22 日 
総 務 局 危 機 管 理 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

消消防防・・防防災災関関係係車車両両のの展展示示ややヘヘリリココププタターー救救助助訓訓練練ななどど、、楽楽ししみみななががらら  
防防災災・・減減災災ににつついいてて学学べべるるイイベベンントトがが盛盛りりだだくくささんん。。  

夏夏のの思思いい出出にに『『横横浜浜防防災災フフェェアア 22001166』』にに、、是是非非おお越越ししくくだだささいい。。  
（（参参考考  昨昨年年度度来来場場者者実実績績  ２２日日間間延延べべ約約 6633,,２２0000 人人））  

大人も子どもも見て知って学んで遊べる２日間！ 

 この夏は「横浜防災フェア２０１６」へ！ 

－学ぼう やってみよう 自助・共助－ 

災害対応型巡視船「いず」を見よう！！ 

～  災害時に役立つ   

    イベントが勢ぞろい  ～ 

 
非常食・防災グッズ体

験コーナーも開催！ 

裏面あり 



 

 

５ 主なタイムスケジュール（予定） 

※スケジュールは変更になる場合があります。詳細はホームページでご確認ください。 

８月 27 日(土) 

午前 10 時 30 分から ○オープニングセレモニー 

○横浜市消防音楽隊による演奏 

午後０時 15 分から ○消防艇、消防船による放水訓練 

○ヘリコプター水難救助訓練デモンストレーション 

午後１時 00 分から ○東大地震研究所助教 青木 陽介 氏によるラジオ日本公開録音 

午後２時 30 分から ○はしご車デモンストレーション 

午後３時 30 分から ○サンミュージックお笑いライブ 

 

８月 28 日(日) 

午後０時から ○横浜市消防音楽隊「ポートエンジェルス１１９」によるドリル演技 

午後０時 30 分から ○消防艇、消防船による放水訓練 

○ヘリコプター水難救助訓練デモンストレーション 

午後２時から ○はしご車デモンストレーション 

午後３時 30 分から ○夏江紘実エンタメドライブ！ ラジオ日本公開録音 

午後０時から午後４時まで ○災害対応型巡視船「いず」一般公開（午後３時半最終入場） 

  
６ 取材について 

(1) 取材をご希望する場合は、当日、会場内の横浜市ブースまでお越しください。 

(2)  荒天時や大規模な災害が発生した場合には、イベントの開催を中止し、又は一部縮小する場合があります。 

 

＜出展協力団体＞ 

自衛隊神奈川地方協力本部・陸上自衛隊第 31 普通科連隊・第三管区海上保安本部・横浜海上保安部・国土交通

省京浜河川事務所・国土交通省横浜国道事務所・神奈川県警察・米海軍日本管区司令部消防隊・日本赤十字社神

奈川県支部・神奈川県赤十字血液センター・横浜市アマチュア無線非常通信協力会、横浜赤レンガ（順不同） 

 

＜案内図＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お問合せ先 

総務局危機管理課地域防災支援担当課長 佐藤 匡広 Tel 045－671－2019 

●電車 

JR・市営地下鉄「桜木町」より汽車道経由で徒歩約 15 分 

JR・市営地下鉄「関内駅」より徒歩約 15 分 

みなとみらい線「馬車道駅」または「日本大通り駅」より徒歩約６分 

みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩約 12 分 

●バス 

観光スポット周遊バスあかいくつで「赤レンガ倉庫」下車 

桜木町駅前より市営バスで「赤レンガ倉庫」下車 



第 40 回 ラ ジ オ 日 本

防 災 キ ャ ン ペ ー ン

連絡先・血液型などが
記載された顔写真付き
身分証明書カードを
無料で作成します。

小学生のお子さんを対象に、
簡単に組み立てられる
「ラジオ工作教室」を行います。

サバイバルカードの配布…

ラジオ工作教室…………

8/27㈯ 午前10時30分～

心肺蘇生法やAEDの取扱い体験が
できます。

震度７クラスの揺れが体験できます。

オープニングセレモニー…

応急手当の実演 …………

防災指導車の体験 ………

※参加人数制限あり

会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場

大人も子どもも
見て知って学んで
  遊べる2日間！

88
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土

28
日

88

はしご車
デモンストレーション

時間●10：30～17：00

消防音楽隊
演 奏
ドリル演技

放水
訓練

消防船・
消防艇による

8/27 土 午後 0：15～、
8/28 日 午後 0：30～

ヘリコプター
水難救助訓練
デモンストレーション

災害対応型
巡視船 いず
海上保安庁巡視船の

一般公開

8/27 土 午後 0：15～、
8/28 日 午後 0：30～

8/27 土 午後 2：30～、
8/28 日 午後 2：00～

8/28 日
午後 0：00～4：00
最終入場 午後 3：30

8/27 土 午前 10：45～、
8/28 日 午後 0：00～
※ドリル演奏は 8/28 日のみです

東大地震研究所助教 青木陽介氏に聞く
ラジオ日本 番組公開録音

「直下地震の傾向と対策」

青木陽介

東京大学地震研究所地震火山噴火予知研究推進センター助教。73年横
浜生まれ。96年東京大学理学部地球惑星物理学科卒。01年同大大学院
理学系研究科地球惑星科学科博士課程修了。コロンビア大学博士研究
員を経て03年より現職。専門はGPS･合成開口
レーダーなど衛星測地技術を用いた、地震･火山活
動にともなう地殻変動の観測。地震波を用いた地
下構造のモニタリングについての研究も行う。

中央特設ステージ　　　　　 青木陽介

8/27 ㈯ 午後 1：00～1：30（予定）

サンミュージックお笑いライブ 
GETライブ at ラジオ日本
「横浜防災フェア 2016」

横浜赤レンガ倉庫イベント広場ステージ
ぽ～くちょっぷ　アメリカンコミックス
新鮮なたまご　SLOWRUN
8/27 ㈯ 午後 3：30～4：30

SLOWRUN新鮮なたまごぽ～くちょっぷ アメリカンコミックス

－学ぼう　やってみよう　自助・共助－

主催：ラジオ日本・横浜市

非常食・
防災グッズ
体験コーナー
 開催!
体験
開催!!

災害時に役立つ
イベントが勢ぞろ

い!災
イイ

ナー

!

東京都、神奈川県、川崎市、小田原市、神奈川県警察、内閣府政策統括官（防災担当）、国土交通省、読売新聞東京本社横浜支局、横浜観光コンベンション・ビューロー（順不同）

自衛隊神奈川地方協力本部、陸上自衛隊第31普通科連隊、第三管区海上保安本部、横浜海上保安部、国土交通省京浜河川事務所、国土交通省横浜国道事務所、神奈川県警察、
米海軍日本管区司令部消防隊、日本赤十字社神奈川県支部、神奈川県赤十字血液センター、横浜市アマチュア無線非常通信協力会、横浜赤レンガ（順不同）

NTT東日本、公益社団法人神奈川県LPガス協会、神奈川県住宅供給公社、神奈川県食肉事業協同組合連合会、神奈川トヨタ、写光レンタル販売、創価学会、ダイイチ、
㈱東急百貨店通信販売、ニッソウ、パルシステム生活協同組合連合会、阪和興業、株式会社ファンケル、横浜タクシー無線集中基地管理委員会、ラジオ日本クリエイト、
他各社（五十音順）


	【確定】【記者発表資料】（８月22日）この夏は「横浜防災フェア2016」へ！
	横浜防災フェア2016チラシ（第2弾）

