
僕の名前はともすけです。「ともすけの防災レポート」

は、公園を管理する立場から、防災についてのいろいろ

な情報をお伝えするコーナーです。第 2回目は、ともす

けの名前の基である「共助」についてレポートします。 

木場大橋から東京スカイツリーを望む 

（上）卓上コンロで炊飯、（下）災

害用灯りづくりの様子 
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第 2 号 

ともすけの防災レポート② 

「とも(共)すけ(助)」は、共助(きょうじょ)の精神をはぐくむ、 

防災公園のかわら版です。 

○○○○「「「「自助自助自助自助」「」「」「」「共助共助共助共助」「」「」「」「公助公助公助公助」」」」    

 みなさん、地震などの災害の被害を少なくするキー

ワードとして、「自助」、「共助」、「公助」という言葉

を知っていますか？「自助」は、日頃から自分で防災

用品を備えておくなど、自分自身や家族の安全を守る

こと。「公助」は、東京都や区市、警察、消防、自衛

隊などが救助活動を行なうこと。そして、「共助」は、

地震が起こったときに、地域のみなさんでお互いに助

け合うことです。 

○○○○共助共助共助共助（（（（きょうじょきょうじょきょうじょきょうじょ））））のののの精神精神精神精神ををををはぐくはぐくはぐくはぐくもうもうもうもう！！！！    

防災公園の大きな役割のひとつは延焼火災からみな 

さんを守るなど、避難場所となることです。そのため 

に防災公園には「災害対応トイレ」や「かまどベンチ」、「揚水ポンプ」などの防災施設が整備されていま

す。こうした防災施設を活用し避難支援活動を行なうためには、「共助」による地域のみなさんとの協力が

不可欠です。 

もうひとつの役割は、自衛隊や消防・警察などが行なう救助活動である「公助」の拠点となることです。

そして、救助活動がスムーズに行なわれるためには、地域のみなさんにも救助のお手伝いなどをおこなっ

ていただく「共助」との連携がとても大切です。 

帰宅困難者の支援も防災公園の役割のひとつです。3 月 11

日の大震災でも、多くの帰宅困難者の方々が公園に集まりま

した。帰宅困難者の支援にも「共助」の精神で、地域のみな

さんの協力が求められます。防災公園での「共助」の力を発

揮するため、地域のみなさんとの協力関係を築いていきたい

と思います。 

＜アクセス＞東京メトロ東西線「木場駅」から徒歩 5 分、都営新宿線「菊川駅」から徒歩 15 分、都営大江戸線「清澄白河駅」から

徒歩 15 分、（有料駐車場有） ＜木場公園サービスセンター＞東京都江東区平野 4-6-1 電話：03-5245-1770 

 

◆◆◆◆盛況盛況盛況盛況「「「「みどりみどりみどりみどりカフェカフェカフェカフェ」」」」        

アトリウムでは８月末、リニューアルを記念して「みどりカフェ」イベントを開催し

ました。テーマは、防災と緑の体感。緑のカーテンで覆われた快適な空間で、災

害時用の灯りづくりや卓上コンロづくりなどが行なわれました。 

作り方は簡単。わざわざ材料を買うのではなく、アルミホイル、ティッシュペーパ

ー、空き缶、食用油といった、家庭にあるものを利用しました。小さなお子さんも、

職員が説明した手順沿って、あっという間に、灯りと卓上コンロを完成させていま

した。 

また、この卓上コンロで、炊飯にもチャレンジ。40 分後、良い香りがし始めたら

炊き上がりです。なべの蓋を開けたとたん、勢いよく湯気が立ち、歓声が。ふっく

らとした出来栄えと、卓上コンロの想像以上の火力に、みなさん驚かれたようで

す。「材料いらずで便利」「緊急用品として、さっそく家で作り置きしたい」という声

がたくさん聞かれました。 

木場公園では、こうした防災に関する取り組みを積極的に 

行なっています。水や緑などの自然に触れていただくとともに、 

防災拠点としての木場公園にも、ぜひ注目してください。 

木場公園木場公園木場公園木場公園    ～～～～リニューアルリニューアルリニューアルリニューアルしたしたしたした「「「「アトリウムアトリウムアトリウムアトリウム」」」」がががが、、、、オススメオススメオススメオススメ～～～～    

紹介・防災公園－２ 

ともすけ 
presents 

 いくつもの高層ビルが建ち並ぶ現在も、「角乗り」の伝統

文化が息づく木場の街。地域に暮らす人、そこで働く人、

ふらっと立ち寄った旅人など、さまざま人が木場公園を訪

れています。 

開園面積は、約 24 ヘクタール。南北に長く、仙台堀川を

中心に、南地区、中地区、北地区に分かれています。仙台

堀川には、木場公園のシンボル、全長 250 メートルの木場

大橋がかかっており、ここから東京スカイツリーを望むこと

ができます。また、都市緑化植物園、ドッグラン、テニスコー

ト、バーベキュー広場など、園内施設も充実。この夏には、

「木場ミドリアム」内の多目的スペース「アトリウム」をリニュー

アルしました。 

ともすけ 

問問問問    題題題題    

左の写真のベンチには、災害時に使用する特別な機

能がついています。それは、次のうちどれでしょう。 

➊かまど ➋トイレ ➌防災用具入れ 

（答えは最終面)  

ともすけ 
presents 

答答答答    ええええ    
➊かまど 
座面を取り外すと、調理の 
できるかまどになります。 
ガスや電気などが遮断されたときに、炊き出し
などに使用します。 

ともすけ 

[[[[自助自助自助自助] ] ] ] 日頃日頃日頃日頃からからからから自分自分自分自分でででで地震地震地震地震へのへのへのへの備備備備えをえをえをえを！！！！    

[[[[共助共助共助共助] ] ] ] 発災時発災時発災時発災時にはにはにはには地域地域地域地域でででで協力協力協力協力してしてしてして助助助助けけけけ合合合合おうおうおうおう！！！！    

[[[[公助公助公助公助] ] ] ] 公的救助活動公的救助活動公的救助活動公的救助活動にににに協力協力協力協力しようしようしようしよう！！！！    

特特特特にににに「「「「共助共助共助共助」」」」のののの精神精神精神精神をををを大切大切大切大切にににに！！！！    



秋のイベント 
                 小金井公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｽﾎﾟｰﾂの秋、外遊びの秋 

代々木公園 

11 月 3 日（祝）に、代々木公

園では「あそび万博」を開催

します。代々木公園で、大き

な広場を使ってめいっぱい

外遊びができる数少ない機

会です。どなたでも自由に

参加できます。当日、どうぞ

代々木公園にお越し下さ

い。 

防災スプリンクラー 

木場公園 

 

木場公園には、防災スプリ

ンクラーと、葉が厚い・水分

を多く含む・枝葉が密生して

いる等の耐火樹木とを使っ

た、周辺火炎の園内侵入を

防ぐ仕組みがあります。スプ

リンクラーは高さ 8.0m、散水

半径 15m、散水角度は 180

度です。 

実りの秋のどんぐりイベント 

善福寺川緑地 

秋は公園の樹木も様々な実

をつけます。今年も好評の

どんぐりイベントを 10 月 22

日（土）･23 日（日）杉二小前

広場で開催します。園内の

どんぐりを探して、工作して

親子で楽しめます。どなた

でも参加できます。ご来園を

おまちしています。 

秋は木の実の色づきと共に 

城北中央公園 

城北の秋は木の実の色づきと

共にやって来ます。カリンや

ザクロの大きな実から、どんぐ

りの小さな実まで、さまざまな

実りを園内各所でご覧になれ

ます。さらに季節が進むとイチ

ョウとケヤキの黄葉が。自然豊

かな公園にどうぞお越しくださ

い。 

食 の 秋 

光が丘公園 

11 月 5 日（土）･6 日（日）に「J

Ａあおば・第 14 回農業祭」を

開催します。地元練馬区や板

橋区などで作られた野菜の販

売や品評会を行ないます。 

皆様のご来園、お待ちしてお

ります。 

どんぐりイベント 

舎人公園 

 

 

 

 

 

 

10 月 22 日(土)･23 日(日)開

催。ボランティアの協力を得て

「ドングリラリー」や「どんぐり作

品の展示」を両日行ないま

す。多くのお客様とのふれあ

いが、楽しみです。 

イメージキャラクターの“とねり

ん“が、現れるかも？ 

化石の木(ﾒﾀｾｺｲｱ)の紅葉 

水元公園 

11 月下旬になると緑の林が

見事な紅葉の森に変身しま

す。園内には中央広場を中

心として、約 2000 本のメタセ

コイアが植栽されています。

春から夏には森の静かさを

醸し出していますが、秋に

は、燃えるような紅い世界に

彩られます。 

江戸川区民まつり 

篠崎公園 

10 月 9 日(日)、篠崎公園Ａ

地区では「江戸川区民まつ

り」が開催されます。34 回目

を迎える今年は、東日本大

震災の復興支援の企画が

予定されています。 

 

公園フェスティバル 

葛西臨海公園 

10 月 1 日(土) ･2 日(日）の 2

日間、汐風広場、芝生広場

の大規模花壇に咲き誇るコ

スモスの花摘みなどのイベ

ントを行います。 

皆様のご来園、お待ちして

おります。 

小金井公園ではイベントが目白押しです!! 是非ご参加ください。10 月 8 日（土）・9

日（日） は、たてもの園・スタンプラリー。10 月 15 日（土） ・16（日） は、なかよし市

民まつり。10 月 22 日（土） ・23 日（日）は、コスモスまつり。 

第 16 回調布飛行場まつり 

武蔵野の森公園 

「多摩と島しょを翼でつなぐ調

布飛行場」をテーマに 10 月

16 日(日)に開催される「飛行

場まつり」は、今年 16 回を数

えます。普段入れない格納

庫、滑走路、飛行機などを見

学できます。公園では、掩体

壕を中心にパネル展示、イベ

ントを行ないます。ぜひ公園

にもお立ち寄りください。 

公公公公公公公公園園園園園園園園秋秋秋秋秋秋秋秋景景景景景景景景    

お問合せ：☎03-3857-2308 お問合せ：☎03-3670-4080 

お問合せ：☎0422-30-5682 

お問合せ：☎042-385-5611 

お問合せ：☎03-5245-1770 お問合せ：☎03-5696-1331 お問合せ：☎03-3313-4247 

お問合せ：☎03-3607-8321 お問合せ：☎03-3931-3650 お問合せ：☎03-3977-7638 

イベントに対するお問合せ： 
東京少年少女センター 

☎03-3379-7479 

行楽行楽行楽行楽のののの秋秋秋秋をををを迎迎迎迎ええええ、、、、防災防災防災防災グループグループグループグループのののの各公園各公園各公園各公園ではではではでは、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまなイベントイベントイベントイベントがががが行行行行なわれますなわれますなわれますなわれます。。。。    

みなさまみなさまみなさまみなさま、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご来園来園来園来園くださいくださいくださいください。。。。    

公園の場所はこちら 

※公益財団法人東京都公園協会は、指定管理者制度に基づき、上記の防災グループ 12 公園の 

管理を行っています。 
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