
【会場】新宿区立大久保公園 

    (歌舞伎町2－43) 

 

多文化防災コーナー 

国際交流コーナー 

♪起震車体験～地震を体験してみよう～  ♪消防服試着～あなたも憧れの消防士に～  

♪救急救命・AED体験  ♪消防車展示   ♪消火器体験 

 

♪国際交流ステージ(歌・ダンス・民族楽器の演奏) 

♪おおくぼとしょかん しゅっちょうおはなしかい(絵本の多言語読み聞かせ等) 

♪外国人向け消費者講座「消費者トラブルに気を付けましょう！」  

スタンプラリー 
やります！ 

 

防災グッズ 
プレゼント(先着順)  

【主催】 新宿区 新宿区多文化共生連絡会   東京消防庁新宿消防署  

歌舞伎町タウン・マネージメント 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合新宿支部  ほか 

◆お問合せ 新宿区立しんじゅく多文化共生プラザ  ☎０３(５２９１)５１７１ (月～金、9～17時、※第2,4水曜休み)  

 

【協力】 

ステージは楽しい 

企画がいっぱい！  

 

各国の料理も販売します！  
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HP：http://www.city.shinjuku.lg.jp/tabunka/file03_00001.html  E-mail:tabunka-plaza@city.shinjuku.lg.jp    

 

しんじゅくくりつ た ぶ んか き ょ う せ い  げつ   きん        じ      だい   すいようやす 

むりょう 

あの“ゆげじい”もくるよ！ 



Multicultural Disaster Prevention Festival 2015    To survive an earthquake! 

  

１ Date：February 7,2015 10:00～15:00 (Cancelled in case of rain.) 

２ Place：Okubo Park(2-43 Kabukicho, Shinjuku) 

３ Contents： 
(1) Multicultural Disaster Prevention Corner 

♪Experience tremors in an earthquake simulation truck♪Try on a fireman uniform 

♪Emergency first-aid drill・ＡＥＤ drill♪Display of a fire engine 

♪Fire extinguisher drill  

*You’ll get survival goods for disaster for free.（first-served basis） 
*Stamp rally will be held as well! 

(2) International Exchange Corner 

   ♪International exchange performance (song, dance and folk music),♪Storytelling 

by Okubo Library staff in various languages♪Lecture on consumer issues for foreign residents “Watch out for 

consumer problems!” 
【Organizer】Shinjuku City 

【Inquiries】Shinjuku Multicultural Plaza ☎03（5291）5171（Mon-Fri,9:00-17:00※Closed on the second and forth 

Wednesdays） 
HP : http://www.city.shinjuku.lg.jp/tabunka/file03_00001.html 

      E-mai l: tabunka-plaza@city.shinjuku.lg.jp 

   

  

 

新宿区2015年多文化防灾节  即使发生大地震，也能生存！ 

  

１ 日期 ：平成27年2月7日(星期六) 上午十点到下午3点 (下雨中止) 

２ 会场 ：新宿区立大久保公園(新宿区歌舞伎町2-43) 

３ 内容 ： 
(1) 多文化防灾一角 

♪体验地震车体震感♪试穿消防服♪紧急救命・体验自动体外式除细动器（AED）、♪消防车展示♪体验灭火器（盖章
竞走！赠送和奖励防灾小品（以前后顺序为主） 
(2) 国际交流一角 

    ♪国际交流舞台（唱歌，舞蹈，民族乐器演奏）♪和大久保图书馆分所一同对话（给大家读各种语言的绘画书）
♪为外国人士举办消费者讲座。 

     「小心！不要引起消费者纠纷。」 
【主办】新宿区 

【咨询】新宿区多文化共生广场 

 ☎03（5291）5171（星期一～星期五 上午９点到下午5点  ※第２，４星期三休息。） 
网站 : http://www.city.shinjuku.lg.jp/tabunka/file03_00001.html 

      邮件 : tabunka-plaza@city.shinjuku.lg.jp 

   

  

  

다문화 방재페스타 신주쿠2015 대지진이 일어나도 살아남는다！ 

  

１ 일시：헤세이27년2월7일(토) 10:00～15:00 (우천시 중지) 

２ 회장：신주쿠구립 오오쿠보공원(신주쿠구 카부키쵸2-43) 

３ 내용： 
(1) 다문화방재 코너 

♪起震車(기진차)체험～지진을 체험하자～、♪소방복 시착、♪구급구명・ＡＥＤ체험、♪소방차 전시、♪소화기 체
험（스탬프랠리 있음！방재용품 선물（선착순） 
(2) 국제교류 코너 

    ♪국제교류스테이지（노래・댄스・민족악기연주）오오쿠보도서관출장 이야기회（그림책을 다언어로 읽고 들
려주기 등）、♪외국인을 위한 소비자강좌「소비자 트러블에 주의하자」 
【주최】 신주쿠구 

【문의처】신주쿠구립 신주쿠다문화공생프라자 ☎03（5291）5171（월～금、９～１７시、※제２，４수요일 휴일） 
HP : http://www.city.shinjuku.lg.jp/tabunka/file03_00001.html 

      E-mail : tabunka-plaza@city.shinjuku.lg.jp 

 


