
① 紙を半分に折る。 ② プリーツを作ります。 ③ さらに折り込む。

④ 裏返します。 ⑤ ペーパーマスク本体の完成 

⑥ 両端に輪ゴムを取り付けます。 

※紙が破れない様
　にしましょう。 

※一度開いて中心線に
　 向かって折ります。  

※外側に向かって折ります。 

※裏返した上下を中心に向かって
　折ります。  

⑦ サイズに合わせて両端に輪ゴムを取り付
　 けます。 

※マスク両端を輪ゴムと一緒に折り込ん
　でホチキスで止めましょう。（子供用）

ともすけの防災レポート⑱

「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。
「ともすけ」では、防災情報と各公園の様々な情報を掲載しています。

＜発行日＞
平成 27 年 9 月 25日（年 4回発行）

＜発　行＞
　 公益財団法人 東京都公園協会

http://www.tokyo-park.or.jp/
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 2-44-1

東京都健康プラザハイジア 10F
TEL：03-3232-3017
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ぼくの名前はともすけです。

今日は災害時に役立つ、「手作り防災マスク」を作ってみましょう。

ここでは、各公園のサービスセンター長から、日ごろ

感じていることや、防災についての想いをお伝えします。

サービスセンター長へのインタビュー

○お客様サポートセンター（協会の事業全般に関するお問い合せ）
　TEL：03（3232）3038　※8：30～ 17：30（土日・祝日、年末年始を除く）
　指定管理者　公益財団法人 東京都公園協会
　URL　http://www.tokyo-park.or.jp/

※ 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、上記の防災公園グループ
13公園の管理を行っています。
　 防災公園かわら版「ともすけ」紙面では、上記13公園について、「防災公園」と記載し
ております。

　いざ、災害が起こった時、皆様のご家庭ではどのよ
うな対策をとっていますか？　どう行動し、どこへ避
難するか、連絡手段はどうするか、非常持ち出し袋の
中身は十分か？　等々、災害への備えは数多くありま
す。いつ起こるかわからない災害に備え、防災に関す
る知識や技能は、日頃から身に付けておくことが大切
です。
　東京都公園協会の管理する防災公園では、防災知識
を深めていただける防災展示コーナーを開設していま
す。ここでは、公園の防災機能等を紹介する防災パネ
ルや、災害時に役立つ持ち出し品の展示、また、身近
なもので作れる防災グッズの作り方や、水消火器体験
など、様々な防災ワークショップを行っています。
　今回は、水元公園で取り組んでいる「防災マスクの
作り方」をご紹介します。マスクは、粉塵や煙、臭い
予防はもちろん、防寒対
策にも効果があります。
災害時は、マスクの売り
切れや数が少なくなるこ
とも予想されますので、
緊急に必要になった時に
も便利です。

★センター長が考える木場公園の魅力は？
　市街地の真ん中に広大な緑が広がり、木場公園大橋から噴水前の大花壇、
正面のスカイツリー、仙台掘川沿いの中地区緑道を眺めていると、しばし都

会の喧騒を忘れさせてくれます。都市緑化植物園を始め園内各所の樹木など植
栽が充実していて、四季折々の変化を十二分に楽しむことが出来ます。
★ 木場公園では、防災の取組みとして、どのようなことを行っていますか？ 
また、これから取り組みたいと思っていることはありますか？
　日ごろから江東区や町会、近隣企業、小中学校などと連携して年間十数回の防災訓練を行っ
ています。また、例年7月に実施する「わんぱく防災フェスタ」では、子供たちや親子を対象
に楽しく防災のことを学べる体験プログラムを用意して、大勢の参加者があり好評を得ていま
す。普段から自助・共助の訓練を繰り返し実施することにより、災害時にも確実に、冷静に行
動できる防災力を培っていきます。
★木場公園のサービスセンター長として、今後、木場公園を、どのようにしていきたいですか？
　体験教室や観察会などの催しやイベントをより充実させ、木場公園に行くといつも何かをやっている、また行ってみようと、常に何か
新しい発見、楽しみが待っているような公園づくりをしていきたいと考えています。
★今までの木場公園サービスセンター長としてのご経験のなかで、特に印象に残っていることが有れば教えてください。
　ボランティアや地域の活動が活発で、都市緑化植物園や花壇では、ボランティアが毎日熱心に植物の手入れを行い、四季を通して花
の絶えることがありません。また、木場ミドリアムでは、スケッチ画や写真展示、教室などが毎週のように行われ、ボランティアや地域
との協働作業で成り立っている公園と実感しています。
★センター長から、特に、紙面で伝えたいことがあれば、教えてください。
　地域の住民やボランティア、江東区、警察、消防などの関係機関との連携を強化して、防災拠点として日々自助・共助の防災対応力
向上に取り組んでいきます。

公園の場所はこちら これからの時季、防災公園の各公園では、季節を彩る

さまざまな花や鳥が見られます。ぜひ、ご来園ください

（答えは中面を見てね）

問　題
地震などの災害時に停電で真っ暗になったとき、役に立つ日用品はどれでしょう？
①蓄光テープ　　②滑り止めテープ　　③ガムテープ

城北中央公園防災パネル展示 木場公園防災展示

葛西臨海公園防災情報ひろば 水元公園防災ショールーム

小金井公園防災展示

木場公園サービスセンター長　　小谷野 利幸

木場公園わんぱく防災フェスタ

木場公園大花壇
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環状七号線

小金井公園小金井公園

武蔵野の森公園武蔵野の森公園

城北中央公園城北中央公園

和田堀公園和田堀公園
木場公園木場公園

舎人公園舎人公園 水元公園水元公園

葛西臨海公園葛西臨海公園

光が丘公園光が丘公園

代々木公園代々木公園
善福寺川緑地善福寺川緑地

駒沢オリンピック公園駒沢オリンピック公園

篠崎公園篠崎公園

　11月上旬～12月上旬

ケヤキ、モミジ紅葉、
イチョウ黄葉

ケヤキ紅葉、イチョウ黄葉
　11月中旬～ 12月上旬　11月上旬～ 12月中旬

イチョウ黄葉

ヒドリガモ
ギンモクセイ
ジャノメエリカ

10月上旬～ 10月下旬
10月中旬
12月中旬～ 4月

フユザクラ
イチョウ紅葉
チャノキ

10月下旬～ 12月中旬
11月中下旬～ 12月上旬
11月中旬～ 12月中旬

イチョウ黄葉 11月上旬～ 12月上旬

ケヤキ紅葉、ナンキンハゼ紅葉、イチョウ黄葉
　11月中旬～ 12月上旬

メタセコイア紅葉
　12月上旬～ 12月下旬

コスモス・ヒガンバナ

渡り鳥（カモ類）
　8月下旬～ 10月上旬

　10月中旬～ 12月上旬

キバナコスモス
ケヤキ・イチョウ・モミジ紅葉
ユリカモメ

9月
11月上旬～ 12月中旬
11月上旬

ポプラ紅葉
ラクウショウ紅葉
メタセコイア紅葉

10月下旬～ 11月下旬
11月下旬～ 12月中旬
12月上旬～ 12月下旬

イチョウ黄葉

メタセコイア紅葉

マツ(雪吊)

　11月上旬～ 12月中旬

　12月上旬～ 12月下旬

　12月下旬

※マスク１個あたり

『防災マスク 編』
～キッチンペーパーを使った簡易紙マスク～

■定期的に防災ワークショップを行っている公園
水元公園：毎月１回
　☆開催日程・内容は、水元公園サービスセンターにお問い合わせください。
　【水元公園サービスセンター TEL：03-3607-8321】

葛西臨海公園：毎月第１土曜日、第４日曜日
　☆ワークショップ内容は、ホームページで告知しています。
　【葛西臨海公園サービスセンター TEL：03-5696-1331】
　　ホームページ：https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index026.html 光が丘公園

・キッチンペーパー又はペーパータオル … １枚
・輪ゴム … ４個
・ホチキス

【注意事項】
★ホチキスの針の方向にご注意下さい。怪我をしないようにしましょう。
★ マスクを畳んだ状態で片耳に輪ゴムを掛け、開きながらもう片方の耳に輪ゴムを掛けると装着が容易
になります。
★ 災害時等の急場をしのぐ為の、簡易マスクです。インフルエンザ対策などはウイルスの侵入を防ぐ機
能のあるものをご使用下さい。
★折る前にクレヨンなどで絵を描いておくと小さいお子様に喜ばれるでしょう。

の時の便利自作グッズを作ろうもし
も

とっても簡単
に作れるよ！

防災を学びに、公園へ行こう

材　料

作り方



防災公園紹介 今回は、善福寺川緑地・和田堀公園と水元公園についてご紹介します。

　善福寺川緑地と和田堀公園は、杉並区の中ほどを流れている

善福寺川の川続きの公園です。上流の善福寺川緑地は、「サク

ラ並木」、和田堀公園は「和田堀池」とそれぞれに特徴が異な

る公園です。また、両公園とも防災公園として、様々な防災関

連施設があります。

　特に、和田堀公園は発災時に自衛隊・警察・消防の活動拠点

となる第二競技場(済美山運動場)をはじめ、災害用トイレ、ラ

イフラインが断線した場合でも、生活用水の確保ができる防災

井戸ポンプ（飲料水ではない）や、応急給水槽、医療のための

お湯を沸かすかまどベンチなどがあります。

　そのような園内防災施設紹介や防災知識の向上を兼ねて、平

成27年９月13日(日)に和田堀公園で「防災デイキャンプ」を

開催しました。火おこし体験、災害用トイレ組立など、発災時

の疑似体験をしながら、防災知識と防災意識が向上できるお手

伝いができればと企画しました。当日は、多くの皆さんに参加

していただき、防災の知恵を養うことができました。

　昨年も、様々な形で園内の防災関連施設の周知活動や体験型

イベントを行ってきましたが、今後もサービスセンターで発信

できる情報や提案を積極的にお知らせするとともに、地域連携

の輪を広げていきたいと思います。善福寺川緑地と和田堀公園

は、周囲を全て住宅地に囲まれ、利用者の大半が近隣にお住ま

いの方であることから、「地域密着型公園」であると言えます。

その特性を生かすために、日々地域の方と一緒に前進できる公

園であることを願って、維持、管理に努めてまいります。

　水元公園は区部北東部の埼玉県・千葉県と隣接した位置にあ

り、小合溜と広大な緑が織りなす、都内で唯一の水郷景観をも

つ公園です。公園の面積としては約94haで日比谷公園６つ分

の広さがあり、23区内で最大の公園となっています。

　公園には都内有数の規模を誇る20万本ものハナショウブや

紅葉の素晴らしいメタセコイア・ポプラ並木・10haもの広さ

の中央広場など見所がいっぱいです。

　公園内には売店や涼亭・駐車場（約1170台）・バーベキュー

場（100サイト）等の営業施設の他、淡水魚の飼育がされてい

た水産試験場の跡地（現水辺のさと）や旧緑の相談所であった

グリーンプラザなどがあります。

　グリーンプラザ内には「防災ショールーム」があり、震災時

の映像からはじまり、水元公園内の防災施設・自助共助の重要

性・防災の備蓄品までを学べるようになっています。防災ショー

ルームには昨年度４月開設から１年間で約２万人ものお客様に

来場いただき、防災意識の

向上に寄与しています。

　地域の町会や近隣の学校

との防災訓練においては防

災ショールームを見学して

いただいた後に防災トイレ

の訓練や救出救助活動拠点の役割を学んでいただくなど、記憶

に残る防災訓練を行うように心掛けています。

　見どころも多く、魅力ある公園ですので、イベントや広報活

動に取り組み、多くのお客様に来園いただけるようにしていき

たいと思っています。職員も「ともすけ」の精神で、安全で安

らぎを満喫できる公園づくりに邁進し、みなさんに愛される公

園づくりを目指していきます。

アクセス 善福寺川緑地　京王井の頭線「西永福」・「浜田山」下車　徒歩15分
　　　　　　　 関東バス（JR中野駅－吉祥寺駅）「善福寺川緑地公園前」「杉

並第二小前」「五日市街道営業所」下車
　　　　　　　「すぎ丸」バス（阿佐ヶ谷－浜田山）児童交通公園下車
和田堀公園　京王井の頭線「西永福」下車　徒歩15分
　　　　　　京王バス・関東バス（高円寺－永福町）「都立和田堀公園」下車

善福寺川緑地サービスセンター
TEL 03-3313-4247

アクセス JR常磐線（東京メトロ千代田線乗入）または京成金町線「金町」から 京成バ
ス（戸ヶ崎操車場または西水元三丁目行き）「水元公園」下車　徒歩７分

水元公園サービスセンター
TEL 03-3607-8321

善福寺川緑
地・和田堀

公園

春の善福寺川 秋の和田堀池

近隣福祉施設との避難訓練近隣町会との防災訓練

防災デイキャンプ（ロープワーク） 防災デイキャンプ（火おこし体験）

防災デイキャンプ（災害用トイレテント組立）

水元公
園

メタセコイアの森の紅葉

小合溜からのメタセコイアの森の紅葉

花菖蒲（6月）

水元公園防災ショールーム 葛飾総合高校との防災訓練 

防災キャンプ

メタセコイアの紅葉と防災祭り

答　え
①蓄光テープ
太陽光や蛍光灯の光りを吸収し、蓄積して発光します。
階段など足元に危険がある所や、ドアノブ、懐中電灯などにつけておくと、いざという時役立ちます。

防災キャンプ 


