ICC Field Trip: “Sona Area Tokyo”
Disaster Prevention Experience Tour
ICC フィールド・トリップ :
「そなエリア東京」防災体験ツアー
Can you Survive the Tokyo Direct-hit Earthquake?
Can you survive the Tokyo Direct-hit Earthquake?
あなたは首都直下地震を生き抜けるか？

Experience
Disaster
Evacuation
避難の過程を実体験

Get FREE
Emergency
Essentials!
防災用品がもらえます !

Learn
Practical
Information

すぐ使える知識を得よう

Further information
(English website)

詳細はこちら
(日本語版ウェブサイト)

Register here
参加登録はこちらから

What would you do if there was suddenly a massive earthquake right now?
今、
急に首都直下地震が起こったら、
あなたはどうしますか？大災害時、
国や自治体
During a huge disaster, it is said that it would take the country's rescue services などの支援体制が十分に整うまでには72時間かかると言われています。その72時
at least 72 hours to arrange aid and support to affected people. Could you 間、あなたは自力で生き延びることができるでしょうか。ちょっと不安になったみ
survive for those 72 hours by yourself? Find out at “Sona Area Tokyo”, a place なさん！お台場にある防災学習体験施設「そなエリア東京」で自分の力を試してみ
in Odaiba where you can experience and practice disaster preparation!
ませんか？
Programme: 1. "Tokyo Direct-hit Earthquake 72 Hour Tour": 30 min.
2. Display area tour: 30 min.

プログラム：1.「東京直下72h TOUR」:30分
2. 展示エリア見学：30分

3. Anime Video Screening: 30min.
”Tokyo Magnitude 8.0 -Tokyo Direct-hit Earthquake 72 Hours”

3. 防災啓発アニメ視聴：30分

「東京マグニチュード8.0~東京直下72h~」

*Afterwards you are free to look around the facility as you like until 3:30PM.

Date & Time:
Meeting:

June 27th 2020 (Sat.) 10:55 -12:40 ( Meet up at 10:40)
10:40, In front of the main entrance of SONA AREA TOKYO,
in the Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park

※終了後、
15:30まで施設内での自由見学が可能です。

日

時：2020年6月27日(土)

集

合：10:40 東京臨海広域防災公園内 そなエリア東京正面入り口前
「国際展示場駅」
より徒歩約4分、
ゆりかもめ線
「有明駅」
より徒歩2分
※りんかい線

*4 min. from Rinkai Line Kokusai Tenjijo Sta./ 2 min. from Yurikamome Line Ariake Sta.
Eligibility: Waseda Students
Language: MC in English and Japanese.
Guided Tour in simple Japanese. (English explanations available.)
Fee : Free (Please bring your student ID.)
*Please pay the travel cost to the meeting place by yourself.

Registration: Required. (Please apply via QR code or MyWaseda.)
Deadline: June 22nd (Mon.) 9:00AM
Capacity: 40
*A lottery will be held if applicants exceed the capacity.
Results announced on the deadline day via email.

*This event includes a disaster simulation experience.

If you have had traumatic experiences in the past or feel you may be affected by such things,

10:55〜12:40 ( 集合 10:40)

対
言

象：早大生
語：司会は日英。
ガイドツアーは簡単な日本語（逐次英語解説あり）。

*現地までの交通費は自己負担
参 加 費：無料
（学生証提示必要）

事 前 登 録：必要(ポスター記載のQRコードまたはMyWasedaより)
応 募 締 切：6月22日
（月) 9:00AM
定
員：40名
※応募者多数の場合は抽選を行います。結果は締切日当日にメールでお知らせします。
※本イベントは災害の体験プログラムが含まれます。
過去に経験があり、
ご気分が悪くなる可能性のある方は充分検討された上でご登録ください。

please think carefully before signing up.

お問い合わせ: 早稲田大学ICC (異文化交流センター) Tel: 03-5286-3990 E-mail: ﬁeld-trip@list.waseda.jp

