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武蔵野の森公園
「サイクルフェスタ2020inむさ森」

小石川後楽園
「梅香る庭園へ」

小石川後楽園サービスセンター
ＴＥＬ：０３-３８１１-３０１５
ＨＰ：https://www.tokyo-park.or.jp/
park/format/index030.html
Twitter：@KorakuenGarden

神代植物公園
「梅まつり」

　当園の“うめ園”には古くから伝わる品種を中心に約70品種、170本
のウメが植えられております。
例年２月上旬から３月上旬にかけて花盛りを迎え、開花に合わせて、
華やかな園内で「梅まつり」を開催致します。
春の足音を聞きながら、艶やかな風情を味わいにご来園ください。

●開催期間

●内　　容

●入 園 料

★交　　通

梅まつり　
令和2年2月4日（火）～3月1日（日）
（2月10日（月）、17日（月）、25日（火）は休園日）
9時～17時（最終入園は16時）
ボランティアによるガイドツアーやコンサートなど様々
なイベントで、江戸園芸文化としての「ウメ」をお楽しみ
ください。
一般500円・65歳以上250円・中学生200円
（小学生以下と都内在住・在学の中学生は無料）
京王線から
調布駅から小田急バス吉祥寺駅または三鷹駅行き「神
代植物公園前」下
車、または京王バ
ス深大寺行き「神
代植物公園前」下
車
JR中央線から
三鷹駅または吉
祥寺駅から小田
急バス調布駅北
口または深大寺

　小石川後楽園は都心で楽しめる梅の名所のひとつです。30種90本の
梅の木があり、馥郁たる香りが春の訪れを教えてくれます。梅の花の
綻びに合わせ「梅香る庭園へ」と題しイベントを開催します。「箏と
尺八の演奏会」、「舞楽の公演」、「書写体験」などの催しを用意し
皆様をお迎えいたします。

●開催期間

●内　　容

●入 園 料

★交　　通

令和2年2月7日（金）～3月1日（日）
9時～17時（最終入園は16時30分）
箏と尺八の演奏会(2月8日（土）)
舞楽の公演（2月9日（日））
特別ガイドツアー「梅めぐり」(2月15日（土）、24日（月・
振休)）
『種梅記』書写体験（2月23日（日・祝））
庭園ガイド、記念撮影コーナー、軽飲食の販売ほか
一般300円・65歳以上150円
（小学生以下と都内在住・在学の中学生は無料）
都営大江戸線「飯田橋」（C3出口）下車徒歩3分
JR「飯田橋」（東口）下車徒歩8分
JR「水道橋」（西
口）下車徒歩8分
東京メトロ「飯田
橋」（A１出口）下
車徒歩8分
東京メトロ「後楽
園」（1番出口）下
車徒歩8分

　武蔵野の森公園は、第32回オリンピック競技大会（2020/東京）自
転車競技（ロードレース）の出発地点となります。
　「サイクルフェスタ2020 inむさ森」は、実車展示やレース疑似体験
など、自転車競技をグッと実感できるプログラムがもりだくさん。
　さらにクラフトと特設林間オフロードコースなど、サイクリスト＆
自転車キッズに魅力のプログラムが集まります。
ぜひファミリーでお出かけください。

●開催日時
●内　　容

●参 加 費
★交　　通

令和２年1月12日（日）10時～15時
ロードレースVR体験、パワーメーター体験会、ロードバ
イク実車＆世界の自転車写真展示、ロードレース用バ
イク展示等
無料
西武多摩川線「多磨」
から徒歩5分
JR中央線「三鷹」南口
から小田急バス朝日町
または車返団地行「野
水一丁目」下車徒歩2
分

神代植物公園サービスセンター
ＴＥＬ：０４２-４８３-２３００
ＨＰ：https://www.tokyo-park.or.jp/jindai/
Twitter：@ParksJindai

問い合わせ先

問い合わせ先

道路建設部街路課 ＴＥＬ：０３-５３２０-５３４４
第三建設事務所工事第一課 ＴＥＬ：０３-３３８７-５１３６
北多摩南部建設事務所工事第一課 ＴＥＬ：０４２-３３０-１８３５

武蔵野の森公園サービスセンター
ＴＥＬ：０４２-３６５-８４３５
ＨＰ：https://www.tokyo-park.or.jp/park/
format/index058.html
Twitter：@ParksMusashimor

問い合わせ先

向島百花園
「梅まつり～梅花彩る江戸花屋敷～」

　向島百花園は江戸時代後期に開園し、当初約360本の梅が植えら
れ、梅の名所として「新梅屋敷」と呼ばれ親しまれておりました。早
春の向島百花園で梅の香りと江戸の趣をお楽しみください。

●開催期間

●内　　容

●入 園 料

★交　　通

令和2年2月8日（土）～3月1日（日）
9時～17時（最終入園は16時30分まで）
江戸大道芸（2月9日(日)・2月23日(日））
野草ウォッチング(2月15日（土））など
150円・65歳以上70円
(小学生以下と都内在住・在学の中学生は無料)
東武伊勢崎線「東向島」下車徒歩8分
京成押上線「京成曳舟」下車徒歩13分
都営バス　亀戸―日暮里（里22）「百花園前」下車徒歩3分

道路建設部街路課 ＴＥＬ：０３-５３２０-５３４４
第三建設事務所工事第一課 ＴＥＬ：０３-３３８７-５１３６
北多摩南部建設事務所工事第一課 ＴＥＬ：０４２-３３０-１８３５

向島百花園サービスセンター
ＴＥＬ：０３-３６１１-８７０５
ＨＰ：https://www.tokyo-park.or.jp/park/
format/index032.html
Twitter：@MukoujimaGarden

問い合わせ先

野山北・六道山公園
登録ボランティア説明会

問い合わせ先

　野山北・六道山公園では、令和2年度の登録ボランティア募集の説
明会を行います。当公園では里山の自然や文化を守り育てる活動に、
20代の方から70代の方や、小さなお子さんのいるご家族まで、400名
を超える登録ボランティアが幅広く参加しています。自然が好きな
方、里山に興味がある方、ぜひご一緒によりよい公園づくりをすすめ
ていきませんか。

●開 催 日

●開催場所

●持 ち 物

●服　　装
●応募方法

★交　　通

令和2年2月13日（木）、2月16日（日）、2月22日（土）
13時～16時（全日程とも同じ内容となります。）
都立野山北・六道山公園 里山民家(東京都武蔵村山市
岸2-32)
筆記用具※当日登録をお考えの方はお一人¥1,200を
ご用意ください。
歩きやすく暖かい服装、運動靴、帽子、飲み物
はがき、ＦＡＸ、またはホームページ申込みフォームの
いずれかでお申し込みください
https://www.sayamaparks.com/
JR中央線立川駅から、立川バス「箱根ヶ崎駅」行き、「岸」
下車徒歩10分

野山北・六道山公園ボランティア事務局
ＴＥＬ：0 4 2 - 5 3 1 - 2 3 3 0 (9:00~16:30)
E-mail：minka@sayamaparks.com

東京ブリッジサポーター講習会
受講者募集中

問い合わせ先

　「東京ブリッジサポーター」制度は、都内にお住まいの方及びお勤
めの方と協働で都内の道路や橋梁などのインフラを見守るボランティ
ア活動です。当公社では、そのボランティア活動に参加したい方を対
象に、「東京ブリッジサポーター」として認定する講習会を開催しま
す。講習会では、道路の維持管理についての知識を身に付けてもらう
ため、道路の法令や構造等をわかりやすく解説し、終了後には「東京
ブリッジサポーター」の認定証を発行します。講習会を受講して、イ
ンフラを見守るボランティア活動に参加してみませんか？

●開催日時
●対 象 者
●参 加 費
●講習会場
●申込方法

令和2年2月21日（金）13時～17時
東京都内勤務者または在住者30名
無料
（公財）東京都道路整備保全公社　会議室
1月31日（金）までにメール（douro-am@tmpc.or.jp）ま
たはFAX（03-5381-3835）にて、以下項目をご記入のう
えお申込みください。
（タイトル）講習会申込み、（本文）①住所②氏名③生年
月日④電話番号⑤メールアドレス

〒163-0720　新宿区西新宿2-7-1
小田急第一生命ビル20階　
（公財）東京都道路整備保全公社
道路アセットマネジメント推進室
ＴＥＬ：０３-５３８１-３３５１
ＨＰ:https://www.tmpc.or.jp/03_business/douro/
roadasset/

正解は②１１箇所。
都内を流れる隅田川の上流から下流まで、全部で１１箇所の防災船着場が整備されています。
このうち一般開放されているのは下流側６箇所であり、平常時の利用が可能です。
一般開放している防災船着場一覧及び予約先は、東京都建設局ホームページでお知らせしています。
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/river/kanri/bousaifunatsukiba/index.html

隅田川の防災船着場いくつある？

Q
問題

A
正解

建設局クイズ

隅田川には、都の管理する防災船着場（※）があります。
整備済みの船着場は、全部でいくつあるでしょうか。

　①１５箇所　②１１箇所　③６箇所

※防災船着場とは：大規模災害発生時に人や物資の輸送経路として河川を
活用する際、人や物資等が陸に乗降するための施設です。防災船着場の
うち、一般開放しているものは、平常時に観光等の目的で利用すること
も可能です（要予約）。

（２０１９年１０月１日時点）

写真：隅田川の箱崎町防災船着場

問い合わせ先　 公益財団法人東京都公園協会総務課

  TEL 03-3232-3038

　冬の庭園では、「雪吊り」を楽しむことができます。
　雪国にある兼六園では雪吊りは実用と装飾を兼ねていますが、降雪の少ない東京
では庭園に趣を添える装飾として採り入れられ、都立庭園では「北部方式」と「南部
方式」の2つの方式として定着しました。
　北部方式と南部方式の一番大きな違いは、放射状の縄を結ぶ「バチ」と言われる
外周りです。北部は「割竹」を用い、南部は黒の「シュロ縄」を使います。バチは両方式
ともマツの下枝に竹を括りつけた「カンザシ」に取り付けます。
　もう一つは、支柱先端の「先飾り」で「ワラボッチ」と「バレン」の2種類があります。
ワラボッチは藁で編んだ防寒と飾りを兼ねて植物に被せる囲いのことで、バレンは火
消しの纏（まとい）の房飾りに由来し、縄の先端を長めにとって鎖状に編みます。これ
まで前者は北部、後者は南部で用いられてきました。しかし、最近では北部のブチに
南部のバレン、またその逆も作られるようになっています。
　雪吊りは12月中旬頃までに作られ3月半ば頃まで観賞できます。冬の風物詩、雪
吊りをその違いも含めてお楽しみください。

 雪吊りが見られる主な庭園・公園

六義園、向島百花園、浜離宮恩賜庭園、殿ヶ谷戸庭園、小石川後楽園、清澄庭園、
旧古河庭園、旧芝離宮恩賜庭園、神代植物公園

庭園の冬の風物詩
「雪吊り」

南部方式

北部方式

小石川後楽園

設置の様子

南部方式

北部方式

小石川後楽園

設置の様子


