
東京9区文化財古民家紹介展示
古民家めぐり、はじめの一歩。

特別区長会と連携協力協定を締結している広島県町村会との連携事業として、広島県全９町の紹介展示
を令和２年11月13日（金）から12月24日（木）にわたり、東京区政会館１階にて開催しました。今回の記事で
は、そんな魅力あふれる広島県全９町についてご紹介します。（写真提供：広島県）

東京区政会館では、東京９区文化財古民家めぐり実行委員会と（公財）特別区
協議会の共催による古民家紹介展示を開催します。９区の古民家の見どころ
や、古民家の建築の特徴を、パネルや模型などを通してご紹介します。古民家め
ぐりのスタートに、ぜひ本展示もお楽しみください。

「東京23区で楽しむ、芸術と文化！」をテーマに東京23区の多目的ホー
ルを紹介している特集も今回で3回目となります。区や各施設のホーム
ページ等で公演スケジュールを確認すれば、気になる公演が見つかるか
もしれません。感染症拡大防止対策を守りながら楽しんでください。
（Ｋ、Ｋ＆Ｈ）

主 催　東京9区文化財古民家めぐり実行委員会、
　　　 （公財）特別区協議会
日 時　令和3年1月14日(木) ～2月25日(木)

東京区政会館１階展示スペース

特別区自治情報・交流センターのご利用について

特別区自治情報・交流センター
（４階）休館のお知らせ

東京区政会館１階エントランスホールで各種展示を行っています。
どなたでも自由にご覧いただけますが、日程が変更になる場合もあります。
当協議会ホームページ等でご確認のうえ、ご来館ください。
開催時間　平日｜9:00 ～20:30　土曜日｜9:00 ～17:00　日曜日・祝日｜休館

「風俗画報」をご紹介いたします。
「風俗画報」とは、日本画や写真を豊富に取り入れて、江戸・明治・大
正時代の日常生活・出来事・世相等を紹介した日本初のグラフィッ
ク雑誌で、明治22年に創刊されました。今回は、明治33年に発行
された風俗画報(第二百四號)をみていきましょう。

　この水族館は、浅草公園内につくられた日本初の「私設水族
館」です。外観は洋風木造で造られ、屋上には「AQUARIUM」の
看板も設置されていました。館内には大小11個の水槽が置かれ、

「いなだ」「ねこざめ」「きんちゃくだい」など、様々な魚介類が展
示されていました。
　大人1名金５銭、子供(10歳以下)は金３銭で観覧することがで
き、一日平均3,000名ほどの来館があったそうです。現在は残念
ながら閉館しています。

おすすめのほんだよ

当センターの資料から読み解いてみよう！

東京９区文化財古民家紹介展示
「古民家めぐり、はじめの一歩。」

主 催　（公財）特別区協議会
日 時　令和3年3月9日（火）～ 3月29日（月）

特別区自治情報・交流センター
開設15周年記念展示　　　　　　

「特別区自治情報・交流センターって
どんなところ？」

東京23区が
見える。わかる。 Vol.43

公益財団法人特別区協議会　特別区自治情報・交流センター発行の東京23区情報誌

2021 WINTER

東京23区で楽しむ、
芸術と文化！

…都内最大級の規模を誇るアートコンプレックス
　千代田区　アーツ千代田 3331

■クマなくさんぽ

　渋谷区…渋谷公会堂
　中野区…なかのＺＥＲＯ
　杉並区…杉並公会堂
　豊島区…芸術文化劇場
　北　区…北とぴあ
　荒川区…サンパール荒川

■東京23区で楽しむ
　芸術と文化！

…「風俗畫報　第二百四號」
■所蔵資料蔵出し

特
　集

特別区自治情報・交流センターでは、開館日や開館時間が変更になる場合があります。
ご利用にあたっては、（公財）特別区協議会ホームページ等でご確認のうえ、ご来館いただくようお願い
いたします。
（公財）特別区協議会ホームページ http://www.tokyo-23city.or.jp/
特別区自治情報・交流センターホームページ http://www.research.tokyo-23city.or.jp/

特別区自治情報・交流センターからのご案内

「風俗畫報 第二百四號」

下記の期間は休館とさせていただきます。休館中は資料の貸出予
約と返却を中止いたします。ご不便をおかけしますが、利用者の
皆さまには、ご理解のほどお願い申し上げます。

水族館

　本書には、「東京大相撲の成績」の項目もあり、勝敗についてはもちろん、決まり手についてもイラストを描くなど分
かりやすく説明されていました。下記の文章とイラストが、実際に風俗画報に掲載されていたものです。

東京大相撲
休館期間

年末年始休館
令和2年12月29日（火）～令和3年1月3日（日）
※令和2年12月28日（月）は、年末最終日のため、
　17時閉館とさせていただきます。
全館停電に伴う休館
令和3年1月23日（土）
※令和3年1月22日（金）は、17時閉館とさせていただきます。
問合せ先　０３（５２１０）９０５１

こんなことやるよ

展示期間：1月14日（木）～ 2月25日（木）（日曜日・祝日を除く）
展示時間：月曜日～金曜日　午前９時00分～午後８時30分
　　　　 土曜日　　　　　午前９時00分～午後５時00分
展示会場：東京区政会館　１階エントランスホール 
　　　　  （千代田区飯田橋３-５-１）

（公財）特別区協議会事業部事業推進課
TEL：03-5210-9079
東京９区文化財古民家めぐり実行委員会
足立区地域のちから推進部／板橋区教育委員会／
江戸川区教育委員会／北区教育委員会／江東区地域振興部／
杉並区教育委員会／世田谷区教育委員会／

（公財）練馬区文化振興協会／目黒区教育委員会
＊あいうえお順

※展示期間が変更になる場合があります。（公財）特別区協議会ホームページ
等でご確認のうえ、ご来館いただくようお願いいたします。

▲多家神社 ▲ひまわり大橋 ▲熊野筆

▲温井ダム

▲帝釈峡

▲櫂伝馬競漕

▲世羅高原農場

▲広島ベイブリッジ

▲壬生の花田植

〈表紙〉

〈浅草公園水族館〉

本年本場所勝負の姿勢 本年本場所勝負の姿勢

明治三十三年発行

「小錦と出來山　錦は左を差し寄倒して勝」
(左側図)

「利根川と當り矢　利根川に
當り矢は烈しく突張り當り矢の勝」

(右側図)

★これらの資料は複本となりますが、実際に手にとって閲覧いただけます。興味のある方はお気軽にカウンターまでお声がけください。

練馬区旧内田家住宅

明治32年につくられた浅草公園水族館を紹介しています。

　本文には「その景気甚たよく。群客日観棚に充満し。」と記されており、相撲の人気がうかがえます。

展示スケジュール 問い合わせ先

令和２年度全国連携展示（広島県全９町）
「瀬戸内の恵み“しまなみ”、大自然と伝統の
“やまなみ”、新鮮な魅力あふれる広島」

こんなことしたよ
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もっと活用しよう！ 特別区自治情報·交流センター特別区自治情報·交流センター 特別区自治情報・交流センターとは？
23区（特別区）と地方自治の専門図書館として約10万冊
の資料を所蔵しています。特別区や地方自治について知り
たい、調べたいときなどにご利用ください。

府中町
古代安芸国の
政治文化の中
心 地であった
と言われる歴
史ある町。

海田町
古くから交通
の要 衝として
栄 え た、水 と
緑に恵まれた
町。

熊野町
江 戸の昔から
受け 継 がれる
伝 統 の 筆 づく
りの技、筆の都
熊野町。

安芸太田町
９割を森 林 が
占める、自然豊
かな里山の町。

神石高原町
「仙 境 の 里」と
も呼ばれる、標
高500~700m

坂町
中心市街地へ
のアクセスの
良さと豊かな
自然を兼ね備
えた町。

大崎上島町
瀬戸内海のほ
ぼ真ん中に位
置 す る、歴 史
や伝統あふれ
る町。

世羅町
四季折々の花
や果実を楽し
める果樹農園
な ど、魅 力 満
載の町。

北広島町
神楽や田楽な
どの民俗芸能
が息づく、見ど
ころいっぱ い
の町。

の高原リゾート地。



東京9区文化財古民家紹介展示
古民家めぐり、はじめの一歩。

特別区長会と連携協力協定を締結している広島県町村会との連携事業として、広島県全９町の紹介展示
を令和２年11月13日（金）から12月24日（木）にわたり、東京区政会館１階にて開催しました。今回の記事で
は、そんな魅力あふれる広島県全９町についてご紹介します。（写真提供：広島県）

東京区政会館では、東京９区文化財古民家めぐり実行委員会と（公財）特別区
協議会の共催による古民家紹介展示を開催します。９区の古民家の見どころ
や、古民家の建築の特徴を、パネルや模型などを通してご紹介します。古民家め
ぐりのスタートに、ぜひ本展示もお楽しみください。

「東京23区で楽しむ、芸術と文化！」をテーマに東京23区の多目的ホー
ルを紹介している特集も今回で3回目となります。区や各施設のホーム
ページ等で公演スケジュールを確認すれば、気になる公演が見つかるか
もしれません。感染症拡大防止対策を守りながら楽しんでください。
（Ｋ、Ｋ＆Ｈ）

主 催　東京9区文化財古民家めぐり実行委員会、
　　　 （公財）特別区協議会
日 時　令和3年1月14日(木) ～2月25日(木)

東京区政会館１階展示スペース

特別区自治情報・交流センターのご利用について

特別区自治情報・交流センター
（４階）休館のお知らせ

東京区政会館１階エントランスホールで各種展示を行っています。
どなたでも自由にご覧いただけますが、日程が変更になる場合もあります。
当協議会ホームページ等でご確認のうえ、ご来館ください。
開催時間　平日｜9:00 ～20:30　土曜日｜9:00 ～17:00　日曜日・祝日｜休館

「風俗画報」をご紹介いたします。
「風俗画報」とは、日本画や写真を豊富に取り入れて、江戸・明治・大
正時代の日常生活・出来事・世相等を紹介した日本初のグラフィッ
ク雑誌で、明治22年に創刊されました。今回は、明治33年に発行
された風俗画報(第二百四號)をみていきましょう。

　この水族館は、浅草公園内につくられた日本初の「私設水族
館」です。外観は洋風木造で造られ、屋上には「AQUARIUM」の
看板も設置されていました。館内には大小11個の水槽が置かれ、

「いなだ」「ねこざめ」「きんちゃくだい」など、様々な魚介類が展
示されていました。
　大人1名金５銭、子供(10歳以下)は金３銭で観覧することがで
き、一日平均3,000名ほどの来館があったそうです。現在は残念
ながら閉館しています。

おすすめのほんだよ

当センターの資料から読み解いてみよう！

東京９区文化財古民家紹介展示
「古民家めぐり、はじめの一歩。」

主 催　（公財）特別区協議会
日 時　令和3年3月9日（火）～ 3月29日（月）

特別区自治情報・交流センター
開設15周年記念展示　　　　　　

「特別区自治情報・交流センターって
どんなところ？」

東京23区が
見える。わかる。 Vol.43

公益財団法人特別区協議会　特別区自治情報・交流センター発行の東京23区情報誌

2021 WINTER

東京23区で楽しむ、
芸術と文化！

…都内最大級の規模を誇るアートコンプレックス
　千代田区　アーツ千代田 3331

■クマなくさんぽ

　渋谷区…渋谷公会堂
　中野区…なかのＺＥＲＯ
　杉並区…杉並公会堂
　豊島区…芸術文化劇場
　北　区…北とぴあ
　荒川区…サンパール荒川

■東京23区で楽しむ
　芸術と文化！

…「風俗畫報　第二百四號」
■所蔵資料蔵出し

特
　集

特別区自治情報・交流センターでは、開館日や開館時間が変更になる場合があります。
ご利用にあたっては、（公財）特別区協議会ホームページ等でご確認のうえ、ご来館いただくようお願い
いたします。
（公財）特別区協議会ホームページ http://www.tokyo-23city.or.jp/
特別区自治情報・交流センターホームページ http://www.research.tokyo-23city.or.jp/

特別区自治情報・交流センターからのご案内

「風俗畫報 第二百四號」

下記の期間は休館とさせていただきます。休館中は資料の貸出予
約と返却を中止いたします。ご不便をおかけしますが、利用者の
皆さまには、ご理解のほどお願い申し上げます。

水族館

　本書には、「東京大相撲の成績」の項目もあり、勝敗についてはもちろん、決まり手についてもイラストを描くなど分
かりやすく説明されていました。下記の文章とイラストが、実際に風俗画報に掲載されていたものです。

東京大相撲
休館期間

年末年始休館
令和2年12月29日（火）～令和3年1月3日（日）
※令和2年12月28日（月）は、年末最終日のため、
　17時閉館とさせていただきます。
全館停電に伴う休館
令和3年1月23日（土）
※令和3年1月22日（金）は、17時閉館とさせていただきます。
問合せ先　０３（５２１０）９０５１

こんなことやるよ

展示期間：1月14日（木）～ 2月25日（木）（日曜日・祝日を除く）
展示時間：月曜日～金曜日　午前９時00分～午後８時30分
　　　　 土曜日　　　　　午前９時00分～午後５時00分
展示会場：東京区政会館　１階エントランスホール 
　　　　  （千代田区飯田橋３-５-１）

（公財）特別区協議会事業部事業推進課
TEL：03-5210-9079
東京９区文化財古民家めぐり実行委員会
足立区地域のちから推進部／板橋区教育委員会／
江戸川区教育委員会／北区教育委員会／江東区地域振興部／
杉並区教育委員会／世田谷区教育委員会／

（公財）練馬区文化振興協会／目黒区教育委員会
＊あいうえお順

※展示期間が変更になる場合があります。（公財）特別区協議会ホームページ
等でご確認のうえ、ご来館いただくようお願いいたします。

▲多家神社 ▲ひまわり大橋 ▲熊野筆

▲温井ダム

▲帝釈峡

▲櫂伝馬競漕

▲世羅高原農場

▲広島ベイブリッジ

▲壬生の花田植

〈表紙〉

〈浅草公園水族館〉

本年本場所勝負の姿勢 本年本場所勝負の姿勢

明治三十三年発行

「小錦と出來山　錦は左を差し寄倒して勝」
(左側図)

「利根川と當り矢　利根川に
當り矢は烈しく突張り當り矢の勝」

(右側図)

★これらの資料は複本となりますが、実際に手にとって閲覧いただけます。興味のある方はお気軽にカウンターまでお声がけください。

練馬区旧内田家住宅

明治32年につくられた浅草公園水族館を紹介しています。

　本文には「その景気甚たよく。群客日観棚に充満し。」と記されており、相撲の人気がうかがえます。

展示スケジュール 問い合わせ先

令和２年度全国連携展示（広島県全９町）
「瀬戸内の恵み“しまなみ”、大自然と伝統の
“やまなみ”、新鮮な魅力あふれる広島」

こんなことしたよ
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もっと活用しよう！ 特別区自治情報·交流センター特別区自治情報·交流センター 特別区自治情報・交流センターとは？
23区（特別区）と地方自治の専門図書館として約10万冊
の資料を所蔵しています。特別区や地方自治について知り
たい、調べたいときなどにご利用ください。
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東京9区文化財古民家紹介展示
古民家めぐり、はじめの一歩。

特別区長会と連携協力協定を締結している広島県町村会との連携事業として、広島県全９町の紹介展示
を令和２年11月13日（金）から12月24日（木）にわたり、東京区政会館１階にて開催しました。今回の記事で
は、そんな魅力あふれる広島県全９町についてご紹介します。（写真提供：広島県）

東京区政会館では、東京９区文化財古民家めぐり実行委員会と（公財）特別区
協議会の共催による古民家紹介展示を開催します。９区の古民家の見どころ
や、古民家の建築の特徴を、パネルや模型などを通してご紹介します。古民家め
ぐりのスタートに、ぜひ本展示もお楽しみください。

「東京23区で楽しむ、芸術と文化！」をテーマに東京23区の多目的ホー
ルを紹介している特集も今回で3回目となります。区や各施設のホーム
ページ等で公演スケジュールを確認すれば、気になる公演が見つかるか
もしれません。感染症拡大防止対策を守りながら楽しんでください。
（Ｋ、Ｋ＆Ｈ）

主 催　東京9区文化財古民家めぐり実行委員会、
　　　 （公財）特別区協議会
日 時　令和3年1月14日(木) ～2月25日(木)

東京区政会館１階展示スペース

特別区自治情報・交流センターのご利用について

特別区自治情報・交流センター
（４階）休館のお知らせ

東京区政会館１階エントランスホールで各種展示を行っています。
どなたでも自由にご覧いただけますが、日程が変更になる場合もあります。
当協議会ホームページ等でご確認のうえ、ご来館ください。
開催時間　平日｜9:00 ～20:30　土曜日｜9:00 ～17:00　日曜日・祝日｜休館

「風俗画報」をご紹介いたします。
「風俗画報」とは、日本画や写真を豊富に取り入れて、江戸・明治・大
正時代の日常生活・出来事・世相等を紹介した日本初のグラフィッ
ク雑誌で、明治22年に創刊されました。今回は、明治33年に発行
された風俗画報(第二百四號)をみていきましょう。

　この水族館は、浅草公園内につくられた日本初の「私設水族
館」です。外観は洋風木造で造られ、屋上には「AQUARIUM」の
看板も設置されていました。館内には大小11個の水槽が置かれ、

「いなだ」「ねこざめ」「きんちゃくだい」など、様々な魚介類が展
示されていました。
　大人1名金５銭、子供(10歳以下)は金３銭で観覧することがで
き、一日平均3,000名ほどの来館があったそうです。現在は残念
ながら閉館しています。

おすすめのほんだよ

当センターの資料から読み解いてみよう！

東京９区文化財古民家紹介展示
「古民家めぐり、はじめの一歩。」

主 催　（公財）特別区協議会
日 時　令和3年3月9日（火）～ 3月29日（月）

特別区自治情報・交流センター
開設15周年記念展示　　　　　　

「特別区自治情報・交流センターって
どんなところ？」

東京23区が
見える。わかる。 Vol.43

公益財団法人特別区協議会　特別区自治情報・交流センター発行の東京23区情報誌
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東京23区で楽しむ、
芸術と文化！

…都内最大級の規模を誇るアートコンプレックス
　千代田区　アーツ千代田 3331

■クマなくさんぽ

　渋谷区…渋谷公会堂
　中野区…なかのＺＥＲＯ
　杉並区…杉並公会堂
　豊島区…芸術文化劇場
　北　区…北とぴあ
　荒川区…サンパール荒川

■東京23区で楽しむ
　芸術と文化！

…「風俗畫報　第二百四號」
■所蔵資料蔵出し

特
　集

特別区自治情報・交流センターでは、開館日や開館時間が変更になる場合があります。
ご利用にあたっては、（公財）特別区協議会ホームページ等でご確認のうえ、ご来館いただくようお願い
いたします。
（公財）特別区協議会ホームページ http://www.tokyo-23city.or.jp/
特別区自治情報・交流センターホームページ http://www.research.tokyo-23city.or.jp/

特別区自治情報・交流センターからのご案内

「風俗畫報 第二百四號」

下記の期間は休館とさせていただきます。休館中は資料の貸出予
約と返却を中止いたします。ご不便をおかけしますが、利用者の
皆さまには、ご理解のほどお願い申し上げます。

水族館

　本書には、「東京大相撲の成績」の項目もあり、勝敗についてはもちろん、決まり手についてもイラストを描くなど分
かりやすく説明されていました。下記の文章とイラストが、実際に風俗画報に掲載されていたものです。

東京大相撲
休館期間

年末年始休館
令和2年12月29日（火）～令和3年1月3日（日）
※令和2年12月28日（月）は、年末最終日のため、
　17時閉館とさせていただきます。
全館停電に伴う休館
令和3年1月23日（土）
※令和3年1月22日（金）は、17時閉館とさせていただきます。
問合せ先　０３（５２１０）９０５１

こんなことやるよ

展示期間：1月14日（木）～ 2月25日（木）（日曜日・祝日を除く）
展示時間：月曜日～金曜日　午前９時00分～午後８時30分
　　　　 土曜日　　　　　午前９時00分～午後５時00分
展示会場：東京区政会館　１階エントランスホール 
　　　　  （千代田区飯田橋３-５-１）

（公財）特別区協議会事業部事業推進課
TEL：03-5210-9079
東京９区文化財古民家めぐり実行委員会
足立区地域のちから推進部／板橋区教育委員会／
江戸川区教育委員会／北区教育委員会／江東区地域振興部／
杉並区教育委員会／世田谷区教育委員会／

（公財）練馬区文化振興協会／目黒区教育委員会
＊あいうえお順

※展示期間が変更になる場合があります。（公財）特別区協議会ホームページ
等でご確認のうえ、ご来館いただくようお願いいたします。

▲多家神社 ▲ひまわり大橋 ▲熊野筆

▲温井ダム

▲帝釈峡

▲櫂伝馬競漕

▲世羅高原農場

▲広島ベイブリッジ

▲壬生の花田植

〈表紙〉

〈浅草公園水族館〉

本年本場所勝負の姿勢 本年本場所勝負の姿勢

明治三十三年発行

「小錦と出來山　錦は左を差し寄倒して勝」
(左側図)

「利根川と當り矢　利根川に
當り矢は烈しく突張り當り矢の勝」

(右側図)

★これらの資料は複本となりますが、実際に手にとって閲覧いただけます。興味のある方はお気軽にカウンターまでお声がけください。

練馬区旧内田家住宅

明治32年につくられた浅草公園水族館を紹介しています。

　本文には「その景気甚たよく。群客日観棚に充満し。」と記されており、相撲の人気がうかがえます。

展示スケジュール 問い合わせ先

令和２年度全国連携展示（広島県全９町）
「瀬戸内の恵み“しまなみ”、大自然と伝統の
“やまなみ”、新鮮な魅力あふれる広島」

こんなことしたよ
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もっと活用しよう！ 特別区自治情報·交流センター特別区自治情報·交流センター 特別区自治情報・交流センターとは？
23区（特別区）と地方自治の専門図書館として約10万冊
の資料を所蔵しています。特別区や地方自治について知り
たい、調べたいときなどにご利用ください。

府中町
古代安芸国の
政治文化の中
心 地であった
と言われる歴
史ある町。

海田町
古くから交通
の要 衝として
栄 え た、水 と
緑に恵まれた
町。

熊野町
江 戸の昔から
受け 継 がれる
伝 統 の 筆 づく
りの技、筆の都
熊野町。

安芸太田町
９割を森 林 が
占める、自然豊
かな里山の町。

神石高原町
「仙 境 の 里」と
も呼ばれる、標
高500~700m

坂町
中心市街地へ
のアクセスの
良さと豊かな
自然を兼ね備
えた町。

大崎上島町
瀬戸内海のほ
ぼ真ん中に位
置 す る、歴 史
や伝統あふれ
る町。

世羅町
四季折々の花
や果実を楽し
める果樹農園
な ど、魅 力 満
載の町。

北広島町
神楽や田楽な
どの民俗芸能
が息づく、見ど
ころいっぱ い
の町。

の高原リゾート地。



　千代田区の文化芸術活動を推進することを目的に、誰
でも気軽に利用できるアートセンターとして2010年に開
館。開館から10年の歳月をかけ、身近で親しみやすいアー
トスポットとして地域に欠くことのできない施設へと成長し
ました。

千代田区

都内最大級の規模を誇る
アートコンプレックス

　千代田区に永きにわたり息づいてきた文化
芸術を守りながら新しい出会いや交流を誘発
し、多様な担い手を育んでいくという視点か
ら、2005年に策定された「千代田区文化芸術
プラン」。その主な取り組みのひとつとして、
2010年6月に複合文化施設「アーツ千代田
3331」がオープンしました。

千代田区の文化芸術の拠点

　旧練成中学校の校舎をリノベーションした館
内には、アートギャラリーやオフィス、誰でも無料
で利用できるフリースペースやレンタルスペー
ス、アーティストグッズや書籍を販売するショップ
やカフェ、オーガニック菜園、体育館などが揃い、
幅広い層に利用されています。
　地下1階～2階には10以上のギャラリーがあ
り、気鋭のアーティストによる作品や銅版画、写
真など、さまざまなジャンルのアートが一堂に会
しています。制作中のアーティストと話したり展
示作品を購入することも可能で、アートを日常的
なものとして感じることができます。
　施設として利用されている旧校舎は、校舎とし
て使われていたときのまま残されている部分も
多く、地域の人たちが懐かしさを感じながら思い
思いに過ごす憩いの場として賑わっています。

アートを身近に感じられる場所

　「アーツ千代田 3331」は、開館当初から「地域
に開かれたアートセンター」と「アーティスト主導」
という2つのテーマで事業を展開してきました。
運営スタッフにはアーティストも多く、アート活動
と施設運営という2つの視点からアートスポット
づくりに携わっています。スタッフは祭りなど地
域の活動にも積極的に参加し、地域に馴染み愛
されるアートセンターを少しずつ実現してきまし
た。区民を中心としたたくさんの人たちが、アー
トに親しみ楽しむ場を維持し、活動を継続してい
くことが、今後の施設の課題であり展望でもあり
ます。

区民に愛される施設として継続

アーツ千代田 3331
所 在 地 千代田区外神田6-11-14
開館時間 10:00 ～ 21:00（入館は20:30まで）
休 館 日 年中無休　※お盆・年末年始を除く
入 館 料 無料（企画展やイベントは有料の場合あり）
アクセス 東京メトロ銀座線末広町駅より徒歩1分
お問合わせ 03-6803-2441

「アーツ千代田 3331」

東京23区で楽しむ、芸術と文化 東京23区の多目的ホール特集！
今回は計6区をピックアップします！Topics

「体育館」はレンタル可能 屋上オーガニック菜園

期間ごとに展覧会を行う1F「メインギャラリー」

公園に面した「コミュニティスペース」 ユニークなアイテムが並ぶ
「ショップ」

高い音響性能が素晴らしい演奏を引き立てる

　海外の著名なコンサートホールに引けを取らない
優れた響きを持つ1,190席の大ホール、194席の客
席数でリサイタルなどに最適な小ホール、吹奏楽など
大編成の練習も可能なグランサロン、そして5つのス
タジオがあります。世界三大ピアノと呼ばれるスタイ
ンウェイ・ベーゼンドルファー・ベヒシュタインも備え
る国内有数のコンサートホールです。

　2006年に開館した杉並公会堂はおかげさまで2021年6月に15周年を迎えます。
使い勝手のよい客席数を備えた大小ホールは、音響のよさについても国内外のアー
ティストから高く評価され、オーケストラやリサイタルなどのクラシックコンサートをメ
インに、式典等にも利用されています。1994年、杉並区と友好提携を結んだ日本フィ
ルハーモニー交響楽団は大ホールで定期的な公演を行うなど、日本を代表するオーケ
ストラの文化発信拠点となっています。

杉並公会堂
所 在 地 杉並区上荻1-23-15
開館時間 9:00~22:00
休 館 日 設備保守点検や
 年末年始等臨時休館あり
アクセス JR中央線荻窪駅より徒歩7分
お問合わせ 03-3220-0401（9：00~19：00、
 　　 臨時休館日を除く毎日営業）

杉並区

渋谷区の新たな文化を発信する次世代型施設

　スマホ決済やライブ配信、デジタル・サイネージな
どテクノロジーを駆使したサービスなども促し、“次世
代型ホール”としてあらゆる世代に親しまれています。
音楽や演劇のほか、フェンシングやバスケットボール
などスポーツの催しなども開催し、新たなエンタテイ
メント発信を目指す次世代型ホールです。

　渋谷公会堂は、渋谷カルチャーの進化と世界への発信拠点となることを目的に、
2019年にLINE CUBE SHIBUYAとしてリニューアルオープンしました。あらゆる世代
に多様な文化に親しむ機会を提供し、新たな文化を生み出し続けるシンボルとして、愛
されるホールを目指しています。地上6階、地下2階建てで、1,956席を備える客席は
三層構造となっており、音楽、演劇、式典、講演会、スポーツ等に対応できる多機能な多
目的ホールとして広く利用されています。

LINE CUBE SHIBUYA
所 在 地 渋谷区宇田川町1-1
開館時間 9:00 ～ 22:00
アクセス JR山手線渋谷駅より徒歩13分
お問合わせ 03-5457-3304

渋谷区

中野区の文化芸術活動・生涯学習の拠点施設

　オーケストラピットを備え、クラシック、オペラ、バレ
エ、ダンス、落語や演劇など幅広いジャンルで利用で
きる1,292席の大ホールは、2016年の大規模改修工
事により舞台音響設備を一新し、よりクリアな音を楽
しめるホールにリニューアルしました。507席の小
ホールも同様に音響が改善されています。

　幅広いジャンルで利用される大ホールに小ホール、練習室、ギェラリー、生涯学習支
援コーナー、プラネタリウム、図書館などを備えた「なかのZERO」は、中野区の文化芸
術活動と生涯学習の拠点となる文化複合施設です。都内各所からアクセスしやすいJR
中野駅に近いことから、区内外から多くの利用者が訪れる施設になっています。正式名
称である「もみじ山文化センター」の名のとおり、敷地内には紅葉山公園があり、四季
折々の表情を楽しむことができます。

なかのZERO
所 在 地 中野区中野2-9-7
開館時間 9:00~22:00
休 館 日 2・6・11月第4月曜日、
 12/29 ～ 1/3
アクセス JR中央線中野駅より徒歩8分
お問合わせ 03-5340-5000

中野区

誰もが文化に親しみ、身近に感じられる劇場

　当劇場は、豊島区が東池袋の旧豊島公会堂跡地に
令和元年（2019年）に設置した公立劇場です。再開発
エリア、ハレザ池袋の三棟施設の中央に位置し、三層
1,300席の客席と間口9間（16.4m）の舞台を有して
います。ミュージカルや大型商業演劇、伝統芸能等の
連続的な上演により街のにぎわいを生み出します。

　東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）は、「区民に良質な芸術文化を鑑賞
する機会を提供し、区民の福祉を増進するとともに、芸術文化が生み出す波及効果で
地域のにぎわいを創出することを目的」として設置されました。興行向きの客席数
1,300席と長期公演の受け入れにより、区民に多様な鑑賞機会を提供するとともに、
広域からの集客により地域のにぎわいを創出します。豊島区の掲げる国際アート・カル
チャー都市の実現に寄与します。

東京建物 Brillia HALL
（豊島区立芸術文化劇場）

所 在 地 豊島区東池袋1-19-1
アクセス 池袋駅東口（北）32番出口より徒歩4分
お問合わせ 03-5924-6611
 （平日9時から17時、
 土・日曜祝日休み）

豊島区

多彩な施設を備えた北区の産業と文化の拠点

　音響効果面でNHKの技術協力を得た1,300席の
さくらホールは、オーケストラ演奏やオペラ、歌舞伎、
能、狂言、演劇、バレエなど幅広いジャンルの公演に
適しています。講演会や各種発表会に適した402席
のつつじホール、かつてプラネタリウムだったドーム
型のホールなど、多目的に使用できるホールが揃っ
ています。

　「北とぴあ」は、1,300席の大ホール、402席の小ホールのほか、会議室、研修室、音
楽スタジオ、消費生活センター、NPOボランティアぷらざ等を有する、北区のシンボル
となっている施設です。2009年には、ペガサスホール、スカイホール、カナリアホール
の3つのホールがオープンし、多種多様なホールで、連日さまざまなイベントが開催さ
れています。17階にある展望ロビーからは、都心の風景や埼玉の山々などが見え、区
民の憩いの場となっています。

北とぴあ
所 在 地 北区王子1-11-1
開館時間 8:30 ～ 22:00
休 館 日 12/29 ～ 1/3、臨時休館日あり
アクセス JR京浜東北線王子駅より徒歩2分
お問合わせ 03-5390-1100

北区

40年以上区民に愛され続ける区内最大のホール

　オーケストラピットを備え区内最大規模となる大
ホールは、クラシックコンサートやオペラ、ミュージカ
ルといった音楽公演や演劇、舞踊、映画、講演会など
さまざまなイベントに利用できます。小ホールは平
土間式なので、ピアノ発表会、講演会のほか、式典や
大人数のパーティーなどにも適しています。

　1975年にオープンした「サンパール荒川」は、40年以上の長きにわたり、荒川区民
の文化活動の拠点として広く利用されています。館内には、収容人数最大975席の大
ホールと可動席で定員300名の小ホール、7つの会議室、ギャラリー、レストラン＆カ
フェなどが揃っています。都電荒川線・荒川区役所前駅より徒歩2分という好アクセス
の場所にありながらホールの利用料金はリーズナブルということもあり、たくさんの
方々に利用されています。

荒川区民会館（サンパール荒川）
所 在 地 荒川区荒川1-1-1
開館時間 9:00 ～ 22:00
休 館 日 12/29 ～ 1/3、臨時休館日あり
アクセス 都電荒川線荒川区役所前駅より
 徒歩2分
お問合わせ 03-3806-6531

荒川区

3331 GALLERY #041 3331 ART FAIR recommended artists
平野真美 個展「変身物語 METAMORPHOSES」
会期：2021年1月8日（金） ～2月13日（土） 
　　 会期中無休
時間：11:00 - 19:00 ＊最終日は17時まで
料金：無料
会場：3331 Gallery（1F 104）



　千代田区の文化芸術活動を推進することを目的に、誰
でも気軽に利用できるアートセンターとして2010年に開
館。開館から10年の歳月をかけ、身近で親しみやすいアー
トスポットとして地域に欠くことのできない施設へと成長し
ました。

千代田区

都内最大級の規模を誇る
アートコンプレックス

　千代田区に永きにわたり息づいてきた文化
芸術を守りながら新しい出会いや交流を誘発
し、多様な担い手を育んでいくという視点か
ら、2005年に策定された「千代田区文化芸術
プラン」。その主な取り組みのひとつとして、
2010年6月に複合文化施設「アーツ千代田
3331」がオープンしました。

千代田区の文化芸術の拠点

　旧練成中学校の校舎をリノベーションした館
内には、アートギャラリーやオフィス、誰でも無料
で利用できるフリースペースやレンタルスペー
ス、アーティストグッズや書籍を販売するショップ
やカフェ、オーガニック菜園、体育館などが揃い、
幅広い層に利用されています。
　地下1階～2階には10以上のギャラリーがあ
り、気鋭のアーティストによる作品や銅版画、写
真など、さまざまなジャンルのアートが一堂に会
しています。制作中のアーティストと話したり展
示作品を購入することも可能で、アートを日常的
なものとして感じることができます。
　施設として利用されている旧校舎は、校舎とし
て使われていたときのまま残されている部分も
多く、地域の人たちが懐かしさを感じながら思い
思いに過ごす憩いの場として賑わっています。

アートを身近に感じられる場所

　「アーツ千代田 3331」は、開館当初から「地域
に開かれたアートセンター」と「アーティスト主導」
という2つのテーマで事業を展開してきました。
運営スタッフにはアーティストも多く、アート活動
と施設運営という2つの視点からアートスポット
づくりに携わっています。スタッフは祭りなど地
域の活動にも積極的に参加し、地域に馴染み愛
されるアートセンターを少しずつ実現してきまし
た。区民を中心としたたくさんの人たちが、アー
トに親しみ楽しむ場を維持し、活動を継続してい
くことが、今後の施設の課題であり展望でもあり
ます。

区民に愛される施設として継続

アーツ千代田 3331
所 在 地 千代田区外神田6-11-14
開館時間 10:00 ～ 21:00（入館は20:30まで）
休 館 日 年中無休　※お盆・年末年始を除く
入 館 料 無料（企画展やイベントは有料の場合あり）
アクセス 東京メトロ銀座線末広町駅より徒歩1分
お問合わせ 03-6803-2441

「アーツ千代田 3331」

東京23区で楽しむ、芸術と文化 東京23区の多目的ホール特集！
今回は計6区をピックアップします！Topics

「体育館」はレンタル可能 屋上オーガニック菜園

期間ごとに展覧会を行う1F「メインギャラリー」

公園に面した「コミュニティスペース」 ユニークなアイテムが並ぶ
「ショップ」

高い音響性能が素晴らしい演奏を引き立てる

　海外の著名なコンサートホールに引けを取らない
優れた響きを持つ1,190席の大ホール、194席の客
席数でリサイタルなどに最適な小ホール、吹奏楽など
大編成の練習も可能なグランサロン、そして5つのス
タジオがあります。世界三大ピアノと呼ばれるスタイ
ンウェイ・ベーゼンドルファー・ベヒシュタインも備え
る国内有数のコンサートホールです。

　2006年に開館した杉並公会堂はおかげさまで2021年6月に15周年を迎えます。
使い勝手のよい客席数を備えた大小ホールは、音響のよさについても国内外のアー
ティストから高く評価され、オーケストラやリサイタルなどのクラシックコンサートをメ
インに、式典等にも利用されています。1994年、杉並区と友好提携を結んだ日本フィ
ルハーモニー交響楽団は大ホールで定期的な公演を行うなど、日本を代表するオーケ
ストラの文化発信拠点となっています。

杉並公会堂
所 在 地 杉並区上荻1-23-15
開館時間 9:00~22:00
休 館 日 設備保守点検や
 年末年始等臨時休館あり
アクセス JR中央線荻窪駅より徒歩7分
お問合わせ 03-3220-0401（9：00~19：00、
 　　 臨時休館日を除く毎日営業）

杉並区

渋谷区の新たな文化を発信する次世代型施設

　スマホ決済やライブ配信、デジタル・サイネージな
どテクノロジーを駆使したサービスなども促し、“次世
代型ホール”としてあらゆる世代に親しまれています。
音楽や演劇のほか、フェンシングやバスケットボール
などスポーツの催しなども開催し、新たなエンタテイ
メント発信を目指す次世代型ホールです。

　渋谷公会堂は、渋谷カルチャーの進化と世界への発信拠点となることを目的に、
2019年にLINE CUBE SHIBUYAとしてリニューアルオープンしました。あらゆる世代
に多様な文化に親しむ機会を提供し、新たな文化を生み出し続けるシンボルとして、愛
されるホールを目指しています。地上6階、地下2階建てで、1,956席を備える客席は
三層構造となっており、音楽、演劇、式典、講演会、スポーツ等に対応できる多機能な多
目的ホールとして広く利用されています。

LINE CUBE SHIBUYA
所 在 地 渋谷区宇田川町1-1
開館時間 9:00 ～ 22:00
アクセス JR山手線渋谷駅より徒歩13分
お問合わせ 03-5457-3304

渋谷区

中野区の文化芸術活動・生涯学習の拠点施設

　オーケストラピットを備え、クラシック、オペラ、バレ
エ、ダンス、落語や演劇など幅広いジャンルで利用で
きる1,292席の大ホールは、2016年の大規模改修工
事により舞台音響設備を一新し、よりクリアな音を楽
しめるホールにリニューアルしました。507席の小
ホールも同様に音響が改善されています。

　幅広いジャンルで利用される大ホールに小ホール、練習室、ギェラリー、生涯学習支
援コーナー、プラネタリウム、図書館などを備えた「なかのZERO」は、中野区の文化芸
術活動と生涯学習の拠点となる文化複合施設です。都内各所からアクセスしやすいJR
中野駅に近いことから、区内外から多くの利用者が訪れる施設になっています。正式名
称である「もみじ山文化センター」の名のとおり、敷地内には紅葉山公園があり、四季
折々の表情を楽しむことができます。

なかのZERO
所 在 地 中野区中野2-9-7
開館時間 9:00~22:00
休 館 日 2・6・11月第4月曜日、
 12/29 ～ 1/3
アクセス JR中央線中野駅より徒歩8分
お問合わせ 03-5340-5000

中野区

誰もが文化に親しみ、身近に感じられる劇場

　当劇場は、豊島区が東池袋の旧豊島公会堂跡地に
令和元年（2019年）に設置した公立劇場です。再開発
エリア、ハレザ池袋の三棟施設の中央に位置し、三層
1,300席の客席と間口9間（16.4m）の舞台を有して
います。ミュージカルや大型商業演劇、伝統芸能等の
連続的な上演により街のにぎわいを生み出します。

　東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）は、「区民に良質な芸術文化を鑑賞
する機会を提供し、区民の福祉を増進するとともに、芸術文化が生み出す波及効果で
地域のにぎわいを創出することを目的」として設置されました。興行向きの客席数
1,300席と長期公演の受け入れにより、区民に多様な鑑賞機会を提供するとともに、
広域からの集客により地域のにぎわいを創出します。豊島区の掲げる国際アート・カル
チャー都市の実現に寄与します。

東京建物 Brillia HALL
（豊島区立芸術文化劇場）

所 在 地 豊島区東池袋1-19-1
アクセス 池袋駅東口（北）32番出口より徒歩4分
お問合わせ 03-5924-6611
 （平日9時から17時、
 土・日曜祝日休み）

豊島区

多彩な施設を備えた北区の産業と文化の拠点

　音響効果面でNHKの技術協力を得た1,300席の
さくらホールは、オーケストラ演奏やオペラ、歌舞伎、
能、狂言、演劇、バレエなど幅広いジャンルの公演に
適しています。講演会や各種発表会に適した402席
のつつじホール、かつてプラネタリウムだったドーム
型のホールなど、多目的に使用できるホールが揃っ
ています。

　「北とぴあ」は、1,300席の大ホール、402席の小ホールのほか、会議室、研修室、音
楽スタジオ、消費生活センター、NPOボランティアぷらざ等を有する、北区のシンボル
となっている施設です。2009年には、ペガサスホール、スカイホール、カナリアホール
の3つのホールがオープンし、多種多様なホールで、連日さまざまなイベントが開催さ
れています。17階にある展望ロビーからは、都心の風景や埼玉の山々などが見え、区
民の憩いの場となっています。

北とぴあ
所 在 地 北区王子1-11-1
開館時間 8:30 ～ 22:00
休 館 日 12/29 ～ 1/3、臨時休館日あり
アクセス JR京浜東北線王子駅より徒歩2分
お問合わせ 03-5390-1100

北区

40年以上区民に愛され続ける区内最大のホール

　オーケストラピットを備え区内最大規模となる大
ホールは、クラシックコンサートやオペラ、ミュージカ
ルといった音楽公演や演劇、舞踊、映画、講演会など
さまざまなイベントに利用できます。小ホールは平
土間式なので、ピアノ発表会、講演会のほか、式典や
大人数のパーティーなどにも適しています。

　1975年にオープンした「サンパール荒川」は、40年以上の長きにわたり、荒川区民
の文化活動の拠点として広く利用されています。館内には、収容人数最大975席の大
ホールと可動席で定員300名の小ホール、7つの会議室、ギャラリー、レストラン＆カ
フェなどが揃っています。都電荒川線・荒川区役所前駅より徒歩2分という好アクセス
の場所にありながらホールの利用料金はリーズナブルということもあり、たくさんの
方々に利用されています。

荒川区民会館（サンパール荒川）
所 在 地 荒川区荒川1-1-1
開館時間 9:00 ～ 22:00
休 館 日 12/29 ～ 1/3、臨時休館日あり
アクセス 都電荒川線荒川区役所前駅より
 徒歩2分
お問合わせ 03-3806-6531

荒川区

3331 GALLERY #041 3331 ART FAIR recommended artists
平野真美 個展「変身物語 METAMORPHOSES」
会期：2021年1月8日（金） ～2月13日（土） 
　　 会期中無休
時間：11:00 - 19:00 ＊最終日は17時まで
料金：無料
会場：3331 Gallery（1F 104）



東京9区文化財古民家紹介展示
古民家めぐり、はじめの一歩。

特別区長会と連携協力協定を締結している広島県町村会との連携事業として、広島県全９町の紹介展示
を令和２年11月13日（金）から12月24日（木）にわたり、東京区政会館１階にて開催しました。今回の記事で
は、そんな魅力あふれる広島県全９町についてご紹介します。（写真提供：広島県）

東京区政会館では、東京９区文化財古民家めぐり実行委員会と（公財）特別区
協議会の共催による古民家紹介展示を開催します。９区の古民家の見どころ
や、古民家の建築の特徴を、パネルや模型などを通してご紹介します。古民家め
ぐりのスタートに、ぜひ本展示もお楽しみください。

「東京23区で楽しむ、芸術と文化！」をテーマに東京23区の多目的ホー
ルを紹介している特集も今回で3回目となります。区や各施設のホーム
ページ等で公演スケジュールを確認すれば、気になる公演が見つかるか
もしれません。感染症拡大防止対策を守りながら楽しんでください。
（Ｋ、Ｋ＆Ｈ）

主 催　東京9区文化財古民家めぐり実行委員会、
　　　 （公財）特別区協議会
日 時　令和3年1月14日(木) ～2月25日(木)

東京区政会館１階展示スペース

特別区自治情報・交流センターのご利用について

特別区自治情報・交流センター
（４階）休館のお知らせ

東京区政会館１階エントランスホールで各種展示を行っています。
どなたでも自由にご覧いただけますが、日程が変更になる場合もあります。
当協議会ホームページ等でご確認のうえ、ご来館ください。
開催時間　平日｜9:00 ～20:30　土曜日｜9:00 ～17:00　日曜日・祝日｜休館

「風俗画報」をご紹介いたします。
「風俗画報」とは、日本画や写真を豊富に取り入れて、江戸・明治・大
正時代の日常生活・出来事・世相等を紹介した日本初のグラフィッ
ク雑誌で、明治22年に創刊されました。今回は、明治33年に発行
された風俗画報(第二百四號)をみていきましょう。

　この水族館は、浅草公園内につくられた日本初の「私設水族
館」です。外観は洋風木造で造られ、屋上には「AQUARIUM」の
看板も設置されていました。館内には大小11個の水槽が置かれ、

「いなだ」「ねこざめ」「きんちゃくだい」など、様々な魚介類が展
示されていました。
　大人1名金５銭、子供(10歳以下)は金３銭で観覧することがで
き、一日平均3,000名ほどの来館があったそうです。現在は残念
ながら閉館しています。

おすすめのほんだよ

当センターの資料から読み解いてみよう！

東京９区文化財古民家紹介展示
「古民家めぐり、はじめの一歩。」

主 催　（公財）特別区協議会
日 時　令和3年3月9日（火）～ 3月29日（月）

特別区自治情報・交流センター
開設15周年記念展示　　　　　　

「特別区自治情報・交流センターって
どんなところ？」

東京23区が
見える。わかる。 Vol.43

公益財団法人特別区協議会　特別区自治情報・交流センター発行の東京23区情報誌

2021 WINTER

東京23区で楽しむ、
芸術と文化！

…都内最大級の規模を誇るアートコンプレックス
　千代田区　アーツ千代田 3331

■クマなくさんぽ

　渋谷区…渋谷公会堂
　中野区…なかのＺＥＲＯ
　杉並区…杉並公会堂
　豊島区…芸術文化劇場
　北　区…北とぴあ
　荒川区…サンパール荒川

■東京23区で楽しむ
　芸術と文化！

…「風俗畫報　第二百四號」
■所蔵資料蔵出し

特
　集

特別区自治情報・交流センターでは、開館日や開館時間が変更になる場合があります。
ご利用にあたっては、（公財）特別区協議会ホームページ等でご確認のうえ、ご来館いただくようお願い
いたします。
（公財）特別区協議会ホームページ http://www.tokyo-23city.or.jp/
特別区自治情報・交流センターホームページ http://www.research.tokyo-23city.or.jp/

特別区自治情報・交流センターからのご案内

「風俗畫報 第二百四號」

下記の期間は休館とさせていただきます。休館中は資料の貸出予
約と返却を中止いたします。ご不便をおかけしますが、利用者の
皆さまには、ご理解のほどお願い申し上げます。

水族館

　本書には、「東京大相撲の成績」の項目もあり、勝敗についてはもちろん、決まり手についてもイラストを描くなど分
かりやすく説明されていました。下記の文章とイラストが、実際に風俗画報に掲載されていたものです。

東京大相撲
休館期間

年末年始休館
令和2年12月29日（火）～令和3年1月3日（日）
※令和2年12月28日（月）は、年末最終日のため、
　17時閉館とさせていただきます。
全館停電に伴う休館
令和3年1月23日（土）
※令和3年1月22日（金）は、17時閉館とさせていただきます。
問合せ先　０３（５２１０）９０５１

こんなことやるよ

展示期間：1月14日（木）～ 2月25日（木）（日曜日・祝日を除く）
展示時間：月曜日～金曜日　午前９時00分～午後８時30分
　　　　 土曜日　　　　　午前９時00分～午後５時00分
展示会場：東京区政会館　１階エントランスホール 
　　　　  （千代田区飯田橋３-５-１）

（公財）特別区協議会事業部事業推進課
TEL：03-5210-9079
東京９区文化財古民家めぐり実行委員会
足立区地域のちから推進部／板橋区教育委員会／
江戸川区教育委員会／北区教育委員会／江東区地域振興部／
杉並区教育委員会／世田谷区教育委員会／

（公財）練馬区文化振興協会／目黒区教育委員会
＊あいうえお順

※展示期間が変更になる場合があります。（公財）特別区協議会ホームページ
等でご確認のうえ、ご来館いただくようお願いいたします。

▲多家神社 ▲ひまわり大橋 ▲熊野筆

▲温井ダム

▲帝釈峡

▲櫂伝馬競漕

▲世羅高原農場

▲広島ベイブリッジ

▲壬生の花田植

〈表紙〉

〈浅草公園水族館〉

本年本場所勝負の姿勢 本年本場所勝負の姿勢

明治三十三年発行

「小錦と出來山　錦は左を差し寄倒して勝」
(左側図)

「利根川と當り矢　利根川に
當り矢は烈しく突張り當り矢の勝」

(右側図)

★これらの資料は複本となりますが、実際に手にとって閲覧いただけます。興味のある方はお気軽にカウンターまでお声がけください。

練馬区旧内田家住宅

明治32年につくられた浅草公園水族館を紹介しています。

　本文には「その景気甚たよく。群客日観棚に充満し。」と記されており、相撲の人気がうかがえます。

展示スケジュール 問い合わせ先

令和２年度全国連携展示（広島県全９町）
「瀬戸内の恵み“しまなみ”、大自然と伝統の
“やまなみ”、新鮮な魅力あふれる広島」

こんなことしたよ
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もっと活用しよう！ 特別区自治情報·交流センター特別区自治情報·交流センター 特別区自治情報・交流センターとは？
23区（特別区）と地方自治の専門図書館として約10万冊
の資料を所蔵しています。特別区や地方自治について知り
たい、調べたいときなどにご利用ください。

府中町
古代安芸国の
政治文化の中
心 地であった
と言われる歴
史ある町。

海田町
古くから交通
の要 衝として
栄 え た、水 と
緑に恵まれた
町。

熊野町
江 戸の昔から
受け 継 がれる
伝 統 の 筆 づく
りの技、筆の都
熊野町。

安芸太田町
９割を森 林 が
占める、自然豊
かな里山の町。

神石高原町
「仙 境 の 里」と
も呼ばれる、標
高500~700m

坂町
中心市街地へ
のアクセスの
良さと豊かな
自然を兼ね備
えた町。

大崎上島町
瀬戸内海のほ
ぼ真ん中に位
置 す る、歴 史
や伝統あふれ
る町。

世羅町
四季折々の花
や果実を楽し
める果樹農園
な ど、魅 力 満
載の町。

北広島町
神楽や田楽な
どの民俗芸能
が息づく、見ど
ころいっぱ い
の町。

の高原リゾート地。




