
　現在、特集記事では「東京23区で楽しむ、スポーツ！」をテーマに東京
23区のスポーツ施設を紹介しています。全4回の3回目になります。寒い
時期ですが、ちょっぴり汗をかいてみては。利用にあたっては事前に各施
設のホームページ等で確認してください。　　　　　　　　　 （Ｋ＆Ｈ）

休館のお知らせ

特別区自治情報・交流センターしおり配布中

特別区自治情報・交流センターのご利用について
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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

2022 WINTER

東京23区で楽しむ、
スポーツ！

…八代目橘家圓藏師匠の
　足跡と功績を後世に伝える
　江戸川区  ひらい圓藏亭

■クマなくさんぽ

　渋谷区…スポーツセンター
　中野区…総合体育館
　杉並区…永福体育館
　豊島区…南長崎スポーツセンター
　北　区…赤羽体育館
　荒川区…荒川総合スポーツセンター

■東京23区で楽しむ、スポーツ！

…「東京新名所雙六」
■所蔵資料蔵出し

特　集

特別区自治情報・交流センターからのご案内

特別区自治情報・交流センターでは、来館された方にオリジナルデザインのし
おりを配布中です。折り紙しおりの作り方は公式ツイッターで詳しく紹介して
います。ぜひご覧ください。

　今回は、昭和3（1928）年1月1日発行の報知新聞の付
録「東京新名所雙六」を紹介します。昭和3年当時の東京
は、東京市に15区が置かれていた時代です。その後、昭

和7（1932）年に市域を拡大し、15区から35区となり現在の東京23区の区域とほぼ同じになります。

　遊び方には、「振り出しを中心として見物道巡が赤、青二線あります、そのいづれを選ぶも自由」とあり、好きな道順
を選んで東京の名所を巡るような感覚で楽しめるようになっています。振り出しは皇居内にある二重橋です。そこか
ら歌舞伎座や仲見世通りなどを通り、明治神宮までたどり着けば上がりです。

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！

東京新名所雙六
報知新聞社　昭和３年

★これらの古い資料は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。

　公益財団法人特別区協議会と東京都公文書館との共催によるパネル展示　「庁舎の歴史～新宿庁舎開庁30周年
記念展示」を令和３年９月１０日(金) ～１１月１日(月)にわたり、東京区政会館１階にて開催しました。
　東京都の行政の拠点である東京都本庁舎は、千代田区丸の内から新宿区西新宿へ移転し、平成３年（1991）４月１
日に開庁しました。本展示は、今年移転して３０年の節目に当たることを記念し、東京府、東京市時代の庁舎から新宿
区にある現庁舎まで約１５０年の本庁舎の歴史を辿っていきました。また、明治11（1818）年郡区町村編制法により誕
生した「区」という行政区分
により東京には15の区が成
立し、区役所庁舎が建設さ
れました。この中から、著名
な設計者によるものや、用
途を変え現存している建物
など、歴史的に貴重な庁舎
もあわせて紹介しました。

　令和3年10月28日（木）に東京区政会館1階オープンスペースにおいて、「茨城ふるさとフェ
ア」を開催いたしました。昨年は、新型コロナウィルス感染拡大の影響で中止となったため、本
年は2年ぶりの開催となりました。
　本イベントは、茨城県の魅力発信と東京23区との交流を目的として開催されたもので、当日
は、茨城県18自治体と茨城県アンテナショップ「イバラキセンス」が出店し、感染症拡大防止
対策を実施したうえで、特産品や物産品の販売をおこなうとともに各自治体の観光情報など
のＰＲを行い、多くの来場者で大変にぎわいました。
　1日限りのイベントでしたが、多くの方に茨城県の魅力を感じていただけたと思います。

東京都公文書館紹介展示
「庁舎の歴史～新宿庁舎開庁30周年記念展示」

中野区魅力紹介展示
「歴史と自然、にぎわいのまち中野 ―中野区立歴史民俗資料館―」
　東京区政会館１階エントランスホールにおいて、公益財団法人特別区協議会と中野区との共催によるパネル展示「歴史と自然、
にぎわいのまち中野　―中野区立歴史民俗資料館―」を開催します。
　山崎記念中野区立歴史民俗資料館の視点から、区の歴史と国名勝に指定された「哲学堂公
園」をはじめ史跡や文化を地図や写真を交えてご紹介し、中野のまちの魅力を感じ取ってもら
える空間を展開します。

こんなことやるよ

茨城ふるさとフェア こんなことしたよ

展示会場の様子

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、
利用者の皆様には、ご理解ご協力のほどお願いします。

年末年始休館　令和3年12月29日（水）～令和4年1月3日（月）
※令和3年12月28日（火）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4年１月22日（土）　※令和4年1月21日（金）は、17時閉館とさせていただきます。

主催　中野区、（公財）特別区協議会
期間　令和4年1月12日（水）～ 2月26日(土)

東京区政会館１階展示スペース

中野区魅力紹介展示 「歴史と自然、にぎわいの
まち中野‒中野区立歴史民俗資料館‒」

主催　（公財）特別区協議会
期間　令和4年3月9日(水) ～ 3月29日（火）　　　　　　　　　特別区協議会展示「（仮称）特別区協議会を知ろう」

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、開催期
間・時間が変更になる場合もあります。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

フェアの様子

中野区立歴史民俗資料館

休館
期間

すご　 ろく

〈二重橋〉 〈歌舞伎座〉 〈明治神宮〉
開 催 日：
展示時間：
会　　場：

令和4年1月12日（水）～2月26日（土）（日曜・祝日を除く）
平日 午前９時～午後８時30分　土曜日 午前９時～午後５時　
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）

展示スケジュール

出店団体

水戸市、古河市、常陸太田市、北茨城市、笠間市
ひたちなか市、潮来市、那珂市、筑西市、坂東市
かすみがうら市、桜川市、鉾田市、小美玉市、茨城町
大洗町、城里町、八千代町、イバラキセンス

●〒102-0072　千代田区飯田橋3-5-1　　東京区政会館4階
●開館時間：9：30 ～20：30（土曜日は9：30 ～17：00）、休館日：日曜日、祝日、年末年始等
　※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ので、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、ご来館ください。

（公財）特別区協議会ホームページ https://www.tokyo-23city.or.jp/
特別区自治情報・交流センターホームページ https://ilisod004.apsel.jp/tokyo-23city/
特別区自治情報・交流センター Twitter公式アカウント ＠tokubetsukuma23
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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。

もっと活用しよう！ 特別区自治情報·交流センター
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　公益財団法人特別区協議会と東京都公文書館との共催によるパネル展示　「庁舎の歴史～新宿庁舎開庁30周年
記念展示」を令和３年９月１０日(金) ～１１月１日(月)にわたり、東京区政会館１階にて開催しました。
　東京都の行政の拠点である東京都本庁舎は、千代田区丸の内から新宿区西新宿へ移転し、平成３年（1991）４月１
日に開庁しました。本展示は、今年移転して３０年の節目に当たることを記念し、東京府、東京市時代の庁舎から新宿
区にある現庁舎まで約１５０年の本庁舎の歴史を辿っていきました。また、明治11（1818）年郡区町村編制法により誕
生した「区」という行政区分
により東京には15の区が成
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途を変え現存している建物
など、歴史的に貴重な庁舎
もあわせて紹介しました。

　令和3年10月28日（木）に東京区政会館1階オープンスペースにおいて、「茨城ふるさとフェ
ア」を開催いたしました。昨年は、新型コロナウィルス感染拡大の影響で中止となったため、本
年は2年ぶりの開催となりました。
　本イベントは、茨城県の魅力発信と東京23区との交流を目的として開催されたもので、当日
は、茨城県18自治体と茨城県アンテナショップ「イバラキセンス」が出店し、感染症拡大防止
対策を実施したうえで、特産品や物産品の販売をおこなうとともに各自治体の観光情報など
のＰＲを行い、多くの来場者で大変にぎわいました。
　1日限りのイベントでしたが、多くの方に茨城県の魅力を感じていただけたと思います。
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中野区魅力紹介展示
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にぎわいのまち中野　―中野区立歴史民俗資料館―」を開催します。
　山崎記念中野区立歴史民俗資料館の視点から、区の歴史と国名勝に指定された「哲学堂公
園」をはじめ史跡や文化を地図や写真を交えてご紹介し、中野のまちの魅力を感じ取ってもら
える空間を展開します。
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茨城ふるさとフェア こんなことしたよ

展示会場の様子

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、
利用者の皆様には、ご理解ご協力のほどお願いします。

年末年始休館　令和3年12月29日（水）～令和4年1月3日（月）
※令和3年12月28日（火）は、年末最終日のため、17時閉館とさせていただきます。
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間・時間が変更になる場合もあります。ホームページ等でご確認のうえ、ご来館ください。
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…八代目橘家圓藏師匠の
　足跡と功績を後世に伝える
　江戸川区  ひらい圓藏亭

■クマなくさんぽ

　渋谷区…スポーツセンター
　中野区…総合体育館
　杉並区…永福体育館
　豊島区…南長崎スポーツセンター
　北　区…赤羽体育館
　荒川区…荒川総合スポーツセンター

■東京23区で楽しむ、スポーツ！

…「東京新名所雙六」
■所蔵資料蔵出し

特　集

特別区自治情報・交流センターからのご案内

特別区自治情報・交流センターでは、来館された方にオリジナルデザインのし
おりを配布中です。折り紙しおりの作り方は公式ツイッターで詳しく紹介して
います。ぜひご覧ください。

　今回は、昭和3（1928）年1月1日発行の報知新聞の付
録「東京新名所雙六」を紹介します。昭和3年当時の東京
は、東京市に15区が置かれていた時代です。その後、昭

和7（1932）年に市域を拡大し、15区から35区となり現在の東京23区の区域とほぼ同じになります。

　遊び方には、「振り出しを中心として見物道巡が赤、青二線あります、そのいづれを選ぶも自由」とあり、好きな道順
を選んで東京の名所を巡るような感覚で楽しめるようになっています。振り出しは皇居内にある二重橋です。そこか
ら歌舞伎座や仲見世通りなどを通り、明治神宮までたどり着けば上がりです。

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！

東京新名所雙六
報知新聞社　昭和３年

★これらの古い資料は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。

　公益財団法人特別区協議会と東京都公文書館との共催によるパネル展示　「庁舎の歴史～新宿庁舎開庁30周年
記念展示」を令和３年９月１０日(金) ～１１月１日(月)にわたり、東京区政会館１階にて開催しました。
　東京都の行政の拠点である東京都本庁舎は、千代田区丸の内から新宿区西新宿へ移転し、平成３年（1991）４月１
日に開庁しました。本展示は、今年移転して３０年の節目に当たることを記念し、東京府、東京市時代の庁舎から新宿
区にある現庁舎まで約１５０年の本庁舎の歴史を辿っていきました。また、明治11（1818）年郡区町村編制法により誕
生した「区」という行政区分
により東京には15の区が成
立し、区役所庁舎が建設さ
れました。この中から、著名
な設計者によるものや、用
途を変え現存している建物
など、歴史的に貴重な庁舎
もあわせて紹介しました。

　令和3年10月28日（木）に東京区政会館1階オープンスペースにおいて、「茨城ふるさとフェ
ア」を開催いたしました。昨年は、新型コロナウィルス感染拡大の影響で中止となったため、本
年は2年ぶりの開催となりました。
　本イベントは、茨城県の魅力発信と東京23区との交流を目的として開催されたもので、当日
は、茨城県18自治体と茨城県アンテナショップ「イバラキセンス」が出店し、感染症拡大防止
対策を実施したうえで、特産品や物産品の販売をおこなうとともに各自治体の観光情報など
のＰＲを行い、多くの来場者で大変にぎわいました。
　1日限りのイベントでしたが、多くの方に茨城県の魅力を感じていただけたと思います。

東京都公文書館紹介展示
「庁舎の歴史～新宿庁舎開庁30周年記念展示」

中野区魅力紹介展示
「歴史と自然、にぎわいのまち中野 ―中野区立歴史民俗資料館―」
　東京区政会館１階エントランスホールにおいて、公益財団法人特別区協議会と中野区との共催によるパネル展示「歴史と自然、
にぎわいのまち中野　―中野区立歴史民俗資料館―」を開催します。
　山崎記念中野区立歴史民俗資料館の視点から、区の歴史と国名勝に指定された「哲学堂公
園」をはじめ史跡や文化を地図や写真を交えてご紹介し、中野のまちの魅力を感じ取ってもら
える空間を展開します。

こんなことやるよ

茨城ふるさとフェア こんなことしたよ

展示会場の様子

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、
利用者の皆様には、ご理解ご協力のほどお願いします。

年末年始休館　令和3年12月29日（水）～令和4年1月3日（月）
※令和3年12月28日（火）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4年１月22日（土）　※令和4年1月21日（金）は、17時閉館とさせていただきます。

主催　中野区、（公財）特別区協議会
期間　令和4年1月12日（水）～ 2月26日(土)

東京区政会館１階展示スペース

中野区魅力紹介展示 「歴史と自然、にぎわいの
まち中野‒中野区立歴史民俗資料館‒」

主催　（公財）特別区協議会
期間　令和4年3月9日(水) ～ 3月29日（火）　　　　　　　　　特別区協議会展示「（仮称）特別区協議会を知ろう」

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、開催期
間・時間が変更になる場合もあります。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

フェアの様子

中野区立歴史民俗資料館

休館
期間

すご　 ろく

〈二重橋〉 〈歌舞伎座〉 〈明治神宮〉
開 催 日：
展示時間：
会　　場：

令和4年1月12日（水）～2月26日（土）（日曜・祝日を除く）
平日 午前９時～午後８時30分　土曜日 午前９時～午後５時　
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）

展示スケジュール

出店団体

水戸市、古河市、常陸太田市、北茨城市、笠間市
ひたちなか市、潮来市、那珂市、筑西市、坂東市
かすみがうら市、桜川市、鉾田市、小美玉市、茨城町
大洗町、城里町、八千代町、イバラキセンス

●〒102-0072　千代田区飯田橋3-5-1　　東京区政会館4階
●開館時間：9：30 ～20：30（土曜日は9：30 ～17：00）、休館日：日曜日、祝日、年末年始等
　※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ので、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、ご来館ください。

（公財）特別区協議会ホームページ https://www.tokyo-23city.or.jp/
特別区自治情報・交流センターホームページ https://ilisod004.apsel.jp/tokyo-23city/
特別区自治情報・交流センター Twitter公式アカウント ＠tokubetsukuma23
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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。

もっと活用しよう！ 特別区自治情報·交流センター
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こんなことしたよ



　江戸川区の落語文化の礎を築き、かつ地域貢献もされた
八代目橘家圓藏師匠が暮らしていた邸宅を、落語文化の発
信拠点として2017年から一般公開しています。圓藏師匠ゆ
かりの品や映像などを豊富に展示し、その足跡と功績を紹
介しています。

江戸川区

江戸川区の落語文化の礎を築いた、
八代目橘家圓藏師匠の
足跡と功績を後世に伝える

ひらい圓藏亭（えんぞうてい）
所 在 地 江戸川区平井3-21-24
開館時間　　13:30 ～ 17:00
開 館 日　　火曜日～日曜日
休 館 日　　月曜日（祝日・休日の場合は開館）
入 館 料　　無料
アクセス JR平井駅より徒歩10分
お問合わせ　03-5626-3242

「ひらい圓藏亭（えんぞうてい）」

東京23区で楽しむ、スポーツ！東京23区のスポーツ施設を特集！
今回は計6区をピックアップします！

新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館や設備が利用できなくなる場合があります。
開館時間等は各施設ホームページ等をご確認ください。

2階書斎「圓藏を知る」コーナー 落語会などのイベントスペース

八代目橘家圓藏（たちばなや えんぞう）師匠は、平
井で育ちここを拠点に落語家の道を歩みました。落語
界ではすばらしい業績を残し、大師匠の証しとして

「平井の師匠」と地名で呼ばれ、江戸川区にたいへん
ゆかりのある方でした。

また、気さくに区内の福祉施設や商店会、地域の集
会場にも出かけ落語を披露し、区民に愛されました。
都内でも有数の落語会のひとつである「江戸川落語
会」の生みの親でもあります。このような江戸川区へ
の地域貢献に対し、「江戸川区文化賞」をお贈りして
います。

ひらい圓藏亭は、区民から師匠の終の棲家だった
邸宅の痕跡がなくなることを惜しむ声が上がり、ご遺
族の快諾を得て区が購入し、師匠の功績を偲ぶ場
所、落語文化の発信拠点として開館しました。

落語への思いが詰まった場所

　書斎やリビング、応接室、和室など、邸宅のなごり
を色濃く残した館内を6つのゾーンで分け、師匠ゆか
りの品などを展示しています。館内には圓藏師匠が
出演した落語会の貴重映像や、テレビで人気を博し
た当時のCM動画が流され、生前の活躍をリアルに
感じることができます。
　2階の書斎は、生い立ちから落語界の一時代を築
いた月の家圓鏡（つきのやえんきょう）・圓藏襲名まで
の軌跡を紹介する「圓藏を知る」コーナーとして展開
しています。オリジナルの手ぬぐいや、江戸川区の四
季の風景を描いた一筆箋といったグッズの販売も
行っています。

師匠の魅力を余すところ無く紹介

　落語文化の振興を目的に、落語会や江戸の文化を
学ぶ講座を日曜日を中心に開催しています。江戸の観
光名所を座学でめぐり江戸時代の情景が浮かぶ落語
を解説する講座や、二ツ目の落語家が出演する落語
会、江戸のくらしや文化を解説する講座と真打「橘家
富藏（たちばなや とみぞう）」師匠による落語、子ども
向けのお話し会、社会人落語家による落語会など、落
語を楽しみ学ぶ盛りだくさんな内容になっています。
　イベントが充実した週末は、笑いの絶えない施設
としてにぎわいを見せます。全国の落語ファンが訪れ
る魅力ある施設を目指し、コロナ感染対策をしっかり
行いながら、老若男女多くの方に楽しんでいただけ
る企画を用意してご利用をお待ちしています。

落語文化を広めるイベントを開催

第3回（全4回）

「大圓藏亭落語会」
関東はもとより関西からも腕っこきの社会人落語家が勢揃い！毎月、
第２・第４日曜日に開催している社会人落語家による圓藏亭落語会で
すが、このたびタワーホール船堀で総勢20名程度が出演する大圓藏
亭落語会を開催します。

（第２日曜は区内図書館で開催、第４日曜は圓藏亭で開催してます）

日　時：令和４年１月２２日（土）午前１１時から午後５時まで
会　場：タワーホール船堀　小ホール
申込日：令和３年１２月１６日（木）午前１０時から
対　象：小学生以上
申込先・問い合わせ先：タワーホール船堀　電話03-5676-2211
タワーホール船堀URL  https://www.towerhall.jp

都心にありながら多数のスポーツ設備を集約

　平成30年度にトレーニング機器をリニューアル・拡
充するとともにスタジオを新設しました。シニア層に
は朝の体操教室や太極拳、主婦や就労者層にはヨガ、
子どもには水泳教室が人気です。子どもたちが運動
の楽しさを知り、体力に自信のない大人も気軽に運動
できるように、各種教室を積極的に展開しています。

　「思わず身体を動かしたくなる街へ。」「渋谷区自身を15㎢の運動場と捉える」という
構想・スローガンを掲げる渋谷区において、スポーツの中核を担っている施設です。大
小の体育室や運動場、スタジオなどを備え、テニスやサッカー、バレーボール、バドミン
トンといった競技スポーツのほか、プールやトレーニング室の個人利用、教室などさま
ざまな形で利用されています。年齢や性別、障がいの有無に関わらず、誰でも楽しみな
がら健康づくりの場として活用される施設運営を進めています。

所 在 地 渋谷区西原1-40-18
開館時間 9:00~21:00
休 館 日 第1・3月曜日（祝日の場合は翌日）、
 年末年始（12/29 ～ 1/3）、その他施設点検日
利用料金 トレーニング室  1回400円、
 プール  2時間400円ほか
アクセス 京王新線幡ヶ谷駅より徒歩6分
お問い合わせ 03-3468-9051

スポーツセンター

渋谷区

特集

公園と一体化した体育館は区民の憩いの場に

　ランニングマシンやエアロバイク等の有酸素運動系
マシンや筋力系マシンを設置したトレーニングルームに
は、ボルダリングのできるクライミングウォールを設置。
プロの指導員が指導するスクールは、子どもから高齢者
まで参加できるプログラムが多数揃っています。プログ
ラムの詳細については、下記QRコードからHPまで。

　中野区立平和の森公園にあるキリンレモン スポーツセンター（中野区立総合体育館）は、
自然に寄り添う「みどりのなかの体育館」として2020年にオープンしました。多様な公式競
技に対応したメインアリーナや多様な用途に対応する多目的室、武道場などを備えた体育
館に、300mトラックや多目的運動広場を併設し、スポーツ・レクリエーションの振興と地域
住民の交流の場として機能しています。災害時には帰宅困難者の一時滞在場所や各種支
援団体の活動拠点として活用することも可能であり、地域になくてはならない施設です。

所 在 地 中野区新井3-37-78
開館時間 6:45 ～ 22:30（施設利用可能7:00 ～ 22:15）
休 館 日 毎月第2月曜日（祝日の場合は翌日）、
 年末年始（12/29 ～ 1/3）
利用料金 個人利用料金、団体利用料金など詳細は下記QR
 コードからHPまで
アクセス 西武新宿線沼袋駅より徒歩5分
お問い合わせ TEL：03-5860-0024
 FAX：03-3386-6525

キリンレモン スポーツセンター（中野区立総合体育館）

中野区

スポーツを通じて地域の潤滑剤の役割を担う

　小学校の校舎の一部をリノベーションした施設に、
体育館、小体育室、ビーチコート（写真上）、トレーニン
グルームを完備し、地域のスポーツ活動の拠点となっ
ています。「かんたんピラティス」や「親子・孫と一緒に
はだし遊び」など、幅広い年齢層が気軽に参加できる

「ふらっと教室」も常時開催されています。

　杉並区永福体育館は、老朽化に伴い旧永福南小学校跡地に移転・改修し、2018年に
リニューアルオープンしました。新しい体育館では、多様なスポーツニーズに応えられ
るよう、従来の体育館（アリーナ）に加え、小体育室やトレーニングルーム、ビーチコート
を設けるなど機能の拡充を図っています。オーストラリアから輸入したホワイトサンド
の屋外ビーチコートや、コートを一望でき海辺のリゾート気分を味わえるカフェテリア
もあり、大人も子どもも一緒に楽しむことができる施設です。

所 在 地 杉並区永福1-7-6
開館時間 9:00 ～ 21:00
休 館 日 第2水曜日、年末年始
 （12/28から1/4）、保守等での臨時休館あり
アクセス 京王線下高井戸駅より徒歩８分
 京王線井の頭線永福町駅より徒歩10分
お問い合わせ　03-3328-3146
詳細は永福体育館のHPをご覧ください。

永福体育館

杉並区

新たな機能を備え快適なスポーツ環境を実現

　子ども向けの教室は水泳や体操、トランポリン、大
人向けの教室はヨガやピラティス、卓球などが人気で
す。大人向けの教室のなかには、託児サービスが付く
ものもあり、日頃なかなか体を動かす機会がない子
育て世代に好評です。

　2020年にリニューアルオープンした「荒川総合スポーツセンター」は、区内最大規
模を誇る室内型総合運動施設です。館内には、バスケットボール、バドミントン、バレー
ボールなどが行える大体育室、小体育室さらに温水プール、卓球場、会議室など多くの
設備を備え、個人や団体、教室などに利用されています。剣道や柔道等ができる武道
場やライフル場、弓道場、幼児や乳児が運動できるキッズルームもあり、全館空調完備
の環境で、子どもから高齢者まで幅広い層がスポーツを楽しんでいます。

所 在 地 荒川区南千住6-45-5
開館時間 8:00 ～ 22:30（最終利用22:15まで）
休 館 日 1/1 ～ 1/3、施設点検日
利用料金 トレーニングルーム3時間一般500円、
 温水プール2時間一般600円ほか
アクセス 東京メトロ日比谷線三ノ輪駅より
 徒歩10分
お問い合わせ 03-3802-3901

荒川総合スポーツセンター

荒川区

地域のスポーツ振興と健康維持・増進を目指す

　スタジオレッスンは、ヨガやバレーなどゆったりリ
ラックスできるものからコンパクトトレーニング、シェ
イプエアロなどしっかり汗を流せるものまで約45種
類が実施されています。日本水泳連盟公認プールで
のスイミングスクールは、乳児、キッズ、ジュニア、育
成、親子のクラスがあり、いずれも人気です。

　南長崎スポーツ公園内にある「南長崎スポーツセンター」は、体育館、温水プール、ト
レーニング室、フィットネススタジオ、会議室等を備えた施設です。園内にある競技場
や多目的広場とあわせて、区民がスポーツを楽しむ場となっています。複数の路線を
利用可能で最寄駅から徒歩1分と好アクセスな立地で、時間帯を問わず多くの人が利
用しています。南長崎地区のトキワ荘協働プロジェストの一環として、館内には東京オ
リンピック種目をモチーフにして描かれた絵が飾られています。

所 在 地 豊島区南長崎4-13-5
開館時間 平日7:00 ～ 21:30、土日祝9:00 ～ 21:30
休 館 日 毎月最終週の月曜日（祝日は除く）、
 年末年始（12/29 ～ 1/3）
利用料金 プール1回400円、
 トレーニング室2時間400円ほか
アクセス 大江戸線落合南長崎駅より徒歩1分
お問い合わせ 03-5988-9270

南長崎スポーツセンター

豊島区

新たな利用方法を展開し利用促進につなげる

　卓球やバスケットボール、バドミントン、弓道等の種目を
個人で楽しめる一般公開日は、コロナ渦以前には毎年5万
人以上が利用したほど人気です。個々のレベルに応じて
参加できる各種教室や、体育館周辺でランニング等をす
るひとに更衣室を貸し出す「ランニングステーション」の運
用などにより、より利用しやすい施設を目指しています。

　アリーナやエクササイズスタジオ、弓道場、トレーニングルーム、屋内ランニング
コース等を完備した総合体育館として、平成29年に隅田川沿いにオープンしました。
だれでもトイレや身障者用更衣室、車椅子用観覧スペース等バリアフリーに配慮した
設備も充実しています。令和3年には赤羽体育館スーパー堤防部分の被覆修景工事が
完了し、「水と風のテラス」が完成しました。体育館利用者だけではなく誰でも通行でき
る水と風のテラスは、隅田川沿いを散策するひとの憩いの場となっています。

所 在 地 北区志茂3-46-16
開館時間 9:00 ～ 21:30
休 館 日 第3月曜日、12/28 ～ 1/4
利用料金 トレーニングルーム  一般400円、65歳以上200円
 一般公開  一般300円　中学生以下100円
 65歳以上150円
アクセス 東京メトロ南北線志茂駅より徒歩7分
お問い合わせ 03-3901-3140

赤羽体育館

北区



　江戸川区の落語文化の礎を築き、かつ地域貢献もされた
八代目橘家圓藏師匠が暮らしていた邸宅を、落語文化の発
信拠点として2017年から一般公開しています。圓藏師匠ゆ
かりの品や映像などを豊富に展示し、その足跡と功績を紹
介しています。

江戸川区

江戸川区の落語文化の礎を築いた、
八代目橘家圓藏師匠の
足跡と功績を後世に伝える

ひらい圓藏亭（えんぞうてい）
所 在 地 江戸川区平井3-21-24
開館時間　　13:30 ～ 17:00
開 館 日　　火曜日～日曜日
休 館 日　　月曜日（祝日・休日の場合は開館）
入 館 料　　無料
アクセス JR平井駅より徒歩10分
お問合わせ　03-5626-3242

「ひらい圓藏亭（えんぞうてい）」

東京23区で楽しむ、スポーツ！東京23区のスポーツ施設を特集！
今回は計6区をピックアップします！

新型コロナウイルス感染症対策のため、臨時休館や設備が利用できなくなる場合があります。
開館時間等は各施設ホームページ等をご確認ください。

2階書斎「圓藏を知る」コーナー 落語会などのイベントスペース

八代目橘家圓藏（たちばなや えんぞう）師匠は、平
井で育ちここを拠点に落語家の道を歩みました。落語
界ではすばらしい業績を残し、大師匠の証しとして

「平井の師匠」と地名で呼ばれ、江戸川区にたいへん
ゆかりのある方でした。

また、気さくに区内の福祉施設や商店会、地域の集
会場にも出かけ落語を披露し、区民に愛されました。
都内でも有数の落語会のひとつである「江戸川落語
会」の生みの親でもあります。このような江戸川区へ
の地域貢献に対し、「江戸川区文化賞」をお贈りして
います。

ひらい圓藏亭は、区民から師匠の終の棲家だった
邸宅の痕跡がなくなることを惜しむ声が上がり、ご遺
族の快諾を得て区が購入し、師匠の功績を偲ぶ場
所、落語文化の発信拠点として開館しました。

落語への思いが詰まった場所

　書斎やリビング、応接室、和室など、邸宅のなごり
を色濃く残した館内を6つのゾーンで分け、師匠ゆか
りの品などを展示しています。館内には圓藏師匠が
出演した落語会の貴重映像や、テレビで人気を博し
た当時のCM動画が流され、生前の活躍をリアルに
感じることができます。
　2階の書斎は、生い立ちから落語界の一時代を築
いた月の家圓鏡（つきのやえんきょう）・圓藏襲名まで
の軌跡を紹介する「圓藏を知る」コーナーとして展開
しています。オリジナルの手ぬぐいや、江戸川区の四
季の風景を描いた一筆箋といったグッズの販売も
行っています。

師匠の魅力を余すところ無く紹介

　落語文化の振興を目的に、落語会や江戸の文化を
学ぶ講座を日曜日を中心に開催しています。江戸の観
光名所を座学でめぐり江戸時代の情景が浮かぶ落語
を解説する講座や、二ツ目の落語家が出演する落語
会、江戸のくらしや文化を解説する講座と真打「橘家
富藏（たちばなや とみぞう）」師匠による落語、子ども
向けのお話し会、社会人落語家による落語会など、落
語を楽しみ学ぶ盛りだくさんな内容になっています。
　イベントが充実した週末は、笑いの絶えない施設
としてにぎわいを見せます。全国の落語ファンが訪れ
る魅力ある施設を目指し、コロナ感染対策をしっかり
行いながら、老若男女多くの方に楽しんでいただけ
る企画を用意してご利用をお待ちしています。

落語文化を広めるイベントを開催

第3回（全4回）

「大圓藏亭落語会」
関東はもとより関西からも腕っこきの社会人落語家が勢揃い！毎月、
第２・第４日曜日に開催している社会人落語家による圓藏亭落語会で
すが、このたびタワーホール船堀で総勢20名程度が出演する大圓藏
亭落語会を開催します。

（第２日曜は区内図書館で開催、第４日曜は圓藏亭で開催してます）

日　時：令和４年１月２２日（土）午前１１時から午後５時まで
会　場：タワーホール船堀　小ホール
申込日：令和３年１２月１６日（木）午前１０時から
対　象：小学生以上
申込先・問い合わせ先：タワーホール船堀　電話03-5676-2211
タワーホール船堀URL  https://www.towerhall.jp

都心にありながら多数のスポーツ設備を集約

　平成30年度にトレーニング機器をリニューアル・拡
充するとともにスタジオを新設しました。シニア層に
は朝の体操教室や太極拳、主婦や就労者層にはヨガ、
子どもには水泳教室が人気です。子どもたちが運動
の楽しさを知り、体力に自信のない大人も気軽に運動
できるように、各種教室を積極的に展開しています。

　「思わず身体を動かしたくなる街へ。」「渋谷区自身を15㎢の運動場と捉える」という
構想・スローガンを掲げる渋谷区において、スポーツの中核を担っている施設です。大
小の体育室や運動場、スタジオなどを備え、テニスやサッカー、バレーボール、バドミン
トンといった競技スポーツのほか、プールやトレーニング室の個人利用、教室などさま
ざまな形で利用されています。年齢や性別、障がいの有無に関わらず、誰でも楽しみな
がら健康づくりの場として活用される施設運営を進めています。

所 在 地 渋谷区西原1-40-18
開館時間 9:00~21:00
休 館 日 第1・3月曜日（祝日の場合は翌日）、
 年末年始（12/29 ～ 1/3）、その他施設点検日
利用料金 トレーニング室  1回400円、
 プール  2時間400円ほか
アクセス 京王新線幡ヶ谷駅より徒歩6分
お問い合わせ 03-3468-9051

スポーツセンター

渋谷区

特集

公園と一体化した体育館は区民の憩いの場に

　ランニングマシンやエアロバイク等の有酸素運動系
マシンや筋力系マシンを設置したトレーニングルームに
は、ボルダリングのできるクライミングウォールを設置。
プロの指導員が指導するスクールは、子どもから高齢者
まで参加できるプログラムが多数揃っています。プログ
ラムの詳細については、下記QRコードからHPまで。

　中野区立平和の森公園にあるキリンレモン スポーツセンター（中野区立総合体育館）は、
自然に寄り添う「みどりのなかの体育館」として2020年にオープンしました。多様な公式競
技に対応したメインアリーナや多様な用途に対応する多目的室、武道場などを備えた体育
館に、300mトラックや多目的運動広場を併設し、スポーツ・レクリエーションの振興と地域
住民の交流の場として機能しています。災害時には帰宅困難者の一時滞在場所や各種支
援団体の活動拠点として活用することも可能であり、地域になくてはならない施設です。

所 在 地 中野区新井3-37-78
開館時間 6:45 ～ 22:30（施設利用可能7:00 ～ 22:15）
休 館 日 毎月第2月曜日（祝日の場合は翌日）、
 年末年始（12/29 ～ 1/3）
利用料金 個人利用料金、団体利用料金など詳細は下記QR
 コードからHPまで
アクセス 西武新宿線沼袋駅より徒歩5分
お問い合わせ TEL：03-5860-0024
 FAX：03-3386-6525

キリンレモン スポーツセンター（中野区立総合体育館）

中野区

スポーツを通じて地域の潤滑剤の役割を担う

　小学校の校舎の一部をリノベーションした施設に、
体育館、小体育室、ビーチコート（写真上）、トレーニン
グルームを完備し、地域のスポーツ活動の拠点となっ
ています。「かんたんピラティス」や「親子・孫と一緒に
はだし遊び」など、幅広い年齢層が気軽に参加できる

「ふらっと教室」も常時開催されています。

　杉並区永福体育館は、老朽化に伴い旧永福南小学校跡地に移転・改修し、2018年に
リニューアルオープンしました。新しい体育館では、多様なスポーツニーズに応えられ
るよう、従来の体育館（アリーナ）に加え、小体育室やトレーニングルーム、ビーチコート
を設けるなど機能の拡充を図っています。オーストラリアから輸入したホワイトサンド
の屋外ビーチコートや、コートを一望でき海辺のリゾート気分を味わえるカフェテリア
もあり、大人も子どもも一緒に楽しむことができる施設です。

所 在 地 杉並区永福1-7-6
開館時間 9:00 ～ 21:00
休 館 日 第2水曜日、年末年始
 （12/28から1/4）、保守等での臨時休館あり
アクセス 京王線下高井戸駅より徒歩８分
 京王線井の頭線永福町駅より徒歩10分
お問い合わせ　03-3328-3146
詳細は永福体育館のHPをご覧ください。

永福体育館

杉並区

新たな機能を備え快適なスポーツ環境を実現

　子ども向けの教室は水泳や体操、トランポリン、大
人向けの教室はヨガやピラティス、卓球などが人気で
す。大人向けの教室のなかには、託児サービスが付く
ものもあり、日頃なかなか体を動かす機会がない子
育て世代に好評です。

　2020年にリニューアルオープンした「荒川総合スポーツセンター」は、区内最大規
模を誇る室内型総合運動施設です。館内には、バスケットボール、バドミントン、バレー
ボールなどが行える大体育室、小体育室さらに温水プール、卓球場、会議室など多くの
設備を備え、個人や団体、教室などに利用されています。剣道や柔道等ができる武道
場やライフル場、弓道場、幼児や乳児が運動できるキッズルームもあり、全館空調完備
の環境で、子どもから高齢者まで幅広い層がスポーツを楽しんでいます。

所 在 地 荒川区南千住6-45-5
開館時間 8:00 ～ 22:30（最終利用22:15まで）
休 館 日 1/1 ～ 1/3、施設点検日
利用料金 トレーニングルーム3時間一般500円、
 温水プール2時間一般600円ほか
アクセス 東京メトロ日比谷線三ノ輪駅より
 徒歩10分
お問い合わせ 03-3802-3901

荒川総合スポーツセンター

荒川区

地域のスポーツ振興と健康維持・増進を目指す

　スタジオレッスンは、ヨガやバレーなどゆったりリ
ラックスできるものからコンパクトトレーニング、シェ
イプエアロなどしっかり汗を流せるものまで約45種
類が実施されています。日本水泳連盟公認プールで
のスイミングスクールは、乳児、キッズ、ジュニア、育
成、親子のクラスがあり、いずれも人気です。

　南長崎スポーツ公園内にある「南長崎スポーツセンター」は、体育館、温水プール、ト
レーニング室、フィットネススタジオ、会議室等を備えた施設です。園内にある競技場
や多目的広場とあわせて、区民がスポーツを楽しむ場となっています。複数の路線を
利用可能で最寄駅から徒歩1分と好アクセスな立地で、時間帯を問わず多くの人が利
用しています。南長崎地区のトキワ荘協働プロジェストの一環として、館内には東京オ
リンピック種目をモチーフにして描かれた絵が飾られています。

所 在 地 豊島区南長崎4-13-5
開館時間 平日7:00 ～ 21:30、土日祝9:00 ～ 21:30
休 館 日 毎月最終週の月曜日（祝日は除く）、
 年末年始（12/29 ～ 1/3）
利用料金 プール1回400円、
 トレーニング室2時間400円ほか
アクセス 大江戸線落合南長崎駅より徒歩1分
お問い合わせ 03-5988-9270

南長崎スポーツセンター

豊島区

新たな利用方法を展開し利用促進につなげる

　卓球やバスケットボール、バドミントン、弓道等の種目を
個人で楽しめる一般公開日は、コロナ渦以前には毎年5万
人以上が利用したほど人気です。個々のレベルに応じて
参加できる各種教室や、体育館周辺でランニング等をす
るひとに更衣室を貸し出す「ランニングステーション」の運
用などにより、より利用しやすい施設を目指しています。

　アリーナやエクササイズスタジオ、弓道場、トレーニングルーム、屋内ランニング
コース等を完備した総合体育館として、平成29年に隅田川沿いにオープンしました。
だれでもトイレや身障者用更衣室、車椅子用観覧スペース等バリアフリーに配慮した
設備も充実しています。令和3年には赤羽体育館スーパー堤防部分の被覆修景工事が
完了し、「水と風のテラス」が完成しました。体育館利用者だけではなく誰でも通行でき
る水と風のテラスは、隅田川沿いを散策するひとの憩いの場となっています。

所 在 地 北区志茂3-46-16
開館時間 9:00 ～ 21:30
休 館 日 第3月曜日、12/28 ～ 1/4
利用料金 トレーニングルーム  一般400円、65歳以上200円
 一般公開  一般300円　中学生以下100円
 65歳以上150円
アクセス 東京メトロ南北線志茂駅より徒歩7分
お問い合わせ 03-3901-3140

赤羽体育館

北区



　現在、特集記事では「東京23区で楽しむ、スポーツ！」をテーマに東京
23区のスポーツ施設を紹介しています。全4回の3回目になります。寒い
時期ですが、ちょっぴり汗をかいてみては。利用にあたっては事前に各施
設のホームページ等で確認してください。　　　　　　　　　 （Ｋ＆Ｈ）

休館のお知らせ

特別区自治情報・交流センターしおり配布中

特別区自治情報・交流センターのご利用について

東京23区が
見える。わかる。 Vol.47
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東京23区で楽しむ、
スポーツ！

…八代目橘家圓藏師匠の
　足跡と功績を後世に伝える
　江戸川区  ひらい圓藏亭

■クマなくさんぽ

　渋谷区…スポーツセンター
　中野区…総合体育館
　杉並区…永福体育館
　豊島区…南長崎スポーツセンター
　北　区…赤羽体育館
　荒川区…荒川総合スポーツセンター

■東京23区で楽しむ、スポーツ！

…「東京新名所雙六」
■所蔵資料蔵出し

特　集

特別区自治情報・交流センターからのご案内

特別区自治情報・交流センターでは、来館された方にオリジナルデザインのし
おりを配布中です。折り紙しおりの作り方は公式ツイッターで詳しく紹介して
います。ぜひご覧ください。

　今回は、昭和3（1928）年1月1日発行の報知新聞の付
録「東京新名所雙六」を紹介します。昭和3年当時の東京
は、東京市に15区が置かれていた時代です。その後、昭

和7（1932）年に市域を拡大し、15区から35区となり現在の東京23区の区域とほぼ同じになります。

　遊び方には、「振り出しを中心として見物道巡が赤、青二線あります、そのいづれを選ぶも自由」とあり、好きな道順
を選んで東京の名所を巡るような感覚で楽しめるようになっています。振り出しは皇居内にある二重橋です。そこか
ら歌舞伎座や仲見世通りなどを通り、明治神宮までたどり着けば上がりです。

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！

東京新名所雙六
報知新聞社　昭和３年

★これらの古い資料は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。

　公益財団法人特別区協議会と東京都公文書館との共催によるパネル展示　「庁舎の歴史～新宿庁舎開庁30周年
記念展示」を令和３年９月１０日(金) ～１１月１日(月)にわたり、東京区政会館１階にて開催しました。
　東京都の行政の拠点である東京都本庁舎は、千代田区丸の内から新宿区西新宿へ移転し、平成３年（1991）４月１
日に開庁しました。本展示は、今年移転して３０年の節目に当たることを記念し、東京府、東京市時代の庁舎から新宿
区にある現庁舎まで約１５０年の本庁舎の歴史を辿っていきました。また、明治11（1818）年郡区町村編制法により誕
生した「区」という行政区分
により東京には15の区が成
立し、区役所庁舎が建設さ
れました。この中から、著名
な設計者によるものや、用
途を変え現存している建物
など、歴史的に貴重な庁舎
もあわせて紹介しました。

　令和3年10月28日（木）に東京区政会館1階オープンスペースにおいて、「茨城ふるさとフェ
ア」を開催いたしました。昨年は、新型コロナウィルス感染拡大の影響で中止となったため、本
年は2年ぶりの開催となりました。
　本イベントは、茨城県の魅力発信と東京23区との交流を目的として開催されたもので、当日
は、茨城県18自治体と茨城県アンテナショップ「イバラキセンス」が出店し、感染症拡大防止
対策を実施したうえで、特産品や物産品の販売をおこなうとともに各自治体の観光情報など
のＰＲを行い、多くの来場者で大変にぎわいました。
　1日限りのイベントでしたが、多くの方に茨城県の魅力を感じていただけたと思います。

東京都公文書館紹介展示
「庁舎の歴史～新宿庁舎開庁30周年記念展示」

中野区魅力紹介展示
「歴史と自然、にぎわいのまち中野 ―中野区立歴史民俗資料館―」
　東京区政会館１階エントランスホールにおいて、公益財団法人特別区協議会と中野区との共催によるパネル展示「歴史と自然、
にぎわいのまち中野　―中野区立歴史民俗資料館―」を開催します。
　山崎記念中野区立歴史民俗資料館の視点から、区の歴史と国名勝に指定された「哲学堂公
園」をはじめ史跡や文化を地図や写真を交えてご紹介し、中野のまちの魅力を感じ取ってもら
える空間を展開します。

こんなことやるよ

茨城ふるさとフェア こんなことしたよ

展示会場の様子

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、
利用者の皆様には、ご理解ご協力のほどお願いします。

年末年始休館　令和3年12月29日（水）～令和4年1月3日（月）
※令和3年12月28日（火）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4年１月22日（土）　※令和4年1月21日（金）は、17時閉館とさせていただきます。

主催　中野区、（公財）特別区協議会
期間　令和4年1月12日（水）～ 2月26日(土)

東京区政会館１階展示スペース

中野区魅力紹介展示 「歴史と自然、にぎわいの
まち中野‒中野区立歴史民俗資料館‒」

主催　（公財）特別区協議会
期間　令和4年3月9日(水) ～ 3月29日（火）　　　　　　　　　特別区協議会展示「（仮称）特別区協議会を知ろう」

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、開催期
間・時間が変更になる場合もあります。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

フェアの様子

中野区立歴史民俗資料館

休館
期間

すご　 ろく

〈二重橋〉 〈歌舞伎座〉 〈明治神宮〉
開 催 日：
展示時間：
会　　場：

令和4年1月12日（水）～2月26日（土）（日曜・祝日を除く）
平日 午前９時～午後８時30分　土曜日 午前９時～午後５時　
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）

展示スケジュール

出店団体

水戸市、古河市、常陸太田市、北茨城市、笠間市
ひたちなか市、潮来市、那珂市、筑西市、坂東市
かすみがうら市、桜川市、鉾田市、小美玉市、茨城町
大洗町、城里町、八千代町、イバラキセンス

●〒102-0072　千代田区飯田橋3-5-1　　東京区政会館4階
●開館時間：9：30 ～20：30（土曜日は9：30 ～17：00）、休館日：日曜日、祝日、年末年始等
　※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ので、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、ご来館ください。

（公財）特別区協議会ホームページ https://www.tokyo-23city.or.jp/
特別区自治情報・交流センターホームページ https://ilisod004.apsel.jp/tokyo-23city/
特別区自治情報・交流センター Twitter公式アカウント ＠tokubetsukuma23
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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。

もっと活用しよう！ 特別区自治情報·交流センター
冬
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こんなことしたよ


